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1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成

パーシャル・リコンフィグレーション (PR) では、FPGA の一部のダイナミック・リコンフィグレーションを
行いながら、残りの FPGA デザインは引き続き機能させることができます。複数のペルソナをデザイン内
の特定領域に対して定義できます。このとき、その領域以外のエリアの動作には影響を与えません。この
手法が効果的なのは、システム内の複数の機能で同じ FPGA デバイスのリソースを時分割で共有する場
合です。PR により、より複雑な FPGA システムの実装が可能になります。

(1)、インテル Arria® 10、インテル Cyclone® 10 GX デバイスファミリーの PR 機能をサポートしてい
ます。

図 -1: パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン

Static
Region

chip_top

PR Region A

PR Region B

PR Persona A1

PR Persona A2

PR Persona A3

PR Persona B1

PR Persona B2

パーシャル・リコンフィグレーションによって、次の利点がフラットデザインにもたらされます。

• ランタイム・デザイン・リコンフィグレーションが可能です。

• タイム・マルチプレクシングにより、デザインのスケーラビリティーが向上します。

• ボードスペースを効率的に使用し、コストと消費電力を低減します。

• デザインにおけるダイナミック・タイム・マルチプレクシング機能をサポートします。

• より小さなビットストリームにより、初期のプログラミング時間を短縮します。

• ライン・アップグレードによりシステム・ダウンタイムを削減します。

• リモート・ハードウェアの変更が可能なため、システムのアップデートが容易です。

• パーシャル・リコンフィグレーションのコンパイルフローを簡素化します。

(1) インテル® Quartus® Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR デザインのコンパイルをインテル
Agilex™デバイスに対してサポートしていますが、インテル Agilex PR ビットストリームの生成は未サポートです。
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階層型パーシャル・リコンフィグレーション

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、階層型パーシャル・リコンフィグレ
ーション (HPR) もサポートしています。複数の親および子のデザイン・パーティション、または複数レベ
ルのパーティションが 1 つのデザイン内に含まれている場合です。HPR デザインでは、スタティック領域
によって親 PR 領域をインスタンス化し、親 PR 領域によって子 PR 領域をインスタンス化します。同じ
PR 領域の再プログラミングは、子および親のパーティションに対して可能です。HPR の詳細な手順につ
いては、Partial Reconfiguration Tutorials を参照してください。

スタティック・アップデート・パーシャル・リコンフィグレーション

スタティック・アップデート・パーシャル・リコンフィグレーション (SUPR) を使用すると、特殊なスタティ
ック領域の定義や変更が可能になります。このとき、すべてのペルソナを再コンパイルする必要はありま
せん。この手法が役立つのは、リスク軽減のためにデザインの一部を変更する可能性があっても、それに
よりランタイム・リコンフィグレーションが必要にはならない場合です。SUPR パーティションのない PR
では、スタティック領域への変更があった場合は、すべてのペルソナを再コンパイルしてください。SUPR
命令の詳細に関しては、Partial Reconfiguration Tutorials を参照してください。

パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのシミュレーション

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、シミュレーション・マルチプレクサ
を使用した PR ペルソナ遷移のシミュレーションをサポートしています。シミュレーション・マルチプレク
サを使用して、シミュレーション中に PR 領域内のロジックを駆動するペルソナを変更します。このシミ
ュレーションでは、リコンフィグレーション可能なパーティションで生じる変化や中間効果を観察するこ
とができます。詳細に関しては、パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのシミュレーション (47
ページ) を参照してください。

関連情報
• Partial Reconfiguration Tutorials

• Intel Agilex Configuration User Guide

• Intel Agilex Configuration User Guide

• Intel Agilex Configuration User Guide

• Intel Cyclone 10 GX Core Fabric and General Purpose I/Os Handbook

1.1. パーシャル・リコンフィグレーション用語

このドキュメントでは、次の用語を使用して、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。

表 1. パーシャル・リコンフィグレーション用語

用語 説明

フロアプラン デバイス上の物理リソースのレイアウト。デザイン・フロアプランの作成、すなわちフロアプラ
ンニングは、ロジックデザイン階層をデバイスの物理領域にマッピングするプロセスです。

階層型パーシャル・リコンフィグレーション 複数の親と子のデザイン・パーティション、またはパーティションのネストを同じデザインに含
むパーシャル・リコンフィグレーション。

PR 制御ブロック インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX FPGA の専用ブロック。PR 制御ブロッ
クでは、PR 要求、ハンドシェイク・プロトコルを処理し、巡回冗長検査 (CRC) を検証します。

PR ホスト PR を調整するシステム。PR ホストは、PR 制御ブロック (インテル Arria 10 およびインテル
Cyclone 10 GX デザイン) または Secure Device Manager (インテル Stratix 10 およ
びインテル Agilex デザイン） と通信します。PR ホストを FPGA (内部 PR ホスト) 内または
チップもしくはマイクロプロセッサー内に実装します。

continued...   

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

6

https://github.com/alterasoftware/design-flows/tree/master/partial_reconfig
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/oex1546548090650.html#dtn1534779107124
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/sss1439972793861.html#sss1439972952426
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/sam1403483633377.html#sam1403482889098
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/vua1487061384661.html#wyb1490601929047
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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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


用語 説明

PR パーティション Reconfigurable として指定するデザイン・パーティション。PR プロジェクトには、1 つ以上
の PR パーティションを含めることができます。

PR ソリューション・インテル FPGA IP PR ハンドシェイクとフリーズロジックの実装を簡素化するインテル FPGA IP のスイート。

PR 領域 パーシャル・リコンフィグレーションの対象となる FPGA デバイスの物理パーティション。ベー
ス・コンフィグレーション・デザインの PR 領域を完全に定義します。1 つのデバイスには、PR
領域を１つ以上含めることができます。PR 領域は、LAB、RAM、DSP などのコアのみにするこ
とができます。グリーン・ビットストリームによって PR 領域のコンフィグレーションを行いま
す。

PR ペルソナ PR 領域における特定の PR パーティション実装。1 つの PR 領域には、ペルソナを複数含め
ることができます。スタティック領域に含めることができるペルソナは 1 つのみです。

リビジョン プロジェクトの 1 つのバージョンに対する設定と制約のコレクション。Intel Quartus Prime
Settings File (.qsf) では、プロジェクトの各リビジョンを保持します。インテル Quartus
Prime プロジェクトにはいくつかのリビジョンを含めることができます。リビジョンを使用す
ると、デザインの複数のバージョンを 1 つのプロジェクト内で整理することができます。

Secure Device Manager (SDM) インテル Agilex およびインテル Stratix® 10 デバイスのトリプル冗長プロセッサー・ベース
のブロック。ブロックが受信するコンフィグレーション・データの認証、復号化、および復元の
実行後、コンフィグレーション可能なノードへのデータ送信をコンフィグレーション・ネットワ
ークを介して行います。

スナップショット Compiler ステージの出力。合成または 終コンパイル結果のスナップショットをエクスポー
トすることができます。

スタティック領域 プロジェクトの PR 領域外のすべての領域。スタティック領域をデザインの 上位パーティショ
ンに関連付けます。スタティック領域には、デバイスのコアとペリフェラルの両方の位置が含ま
れます。ブルー・ビットストリームによってスタティック領域のコンフィグレーションを行いま
す。

スタティック・アップデート・パーシャル・リコンフィ
グレーション

すべてのペルソナを再コンパイルしなくても変更が可能なスタティック領域。この手法は、デザ
インの一部を、リスク軽減のために変更する可能性がある場合に役立ちます。ランタイム・リコ
ンフィグレーションは必要ありません。

関連情報
パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP ユーザーガイド (65 ページ)

1.2. パーシャル・リコンフィグレーション・プロセス・シーケンス

パーシャル・リコンフィグレーション・デザインでは、PR 動作を開始し、コンフィグレーション・ファイルを
PR 制御ブロック (インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デザイン) または SDM (イン
テル Agilex およびインテル Stratix 10 デザイン) に渡す必要があります。パーシャル・リコンフィグレ
ーションを行う前に、FPGA デバイスがユーザーモードで機能していることを確認してください。次の手
順では、パーシャル・リコンフィグレーション・シーケンスについて説明します。

1. シーケンシャル PR 制御ロジックから PR 領域に stop_req 信号を送り、PR 動作の準備をしま
す。この信号を受信すると、PR 領域では、保留中のトランザクションを完了し、新しいトランザクシ
ョンの受け入れを停止します。

2. stop_ack 信号を待ちます。これにより、PR 領域のパーシャル・リコンフィグレーションの準備が
できていることを示します。

3. PR 制御ロジックを使用して、PR 領域の必要な出力をすべてフリーズします。さらに、クロックイネー
ブルを駆動し、初期化された RAM をディスエーブル状態にします。

4. PR ビットストリームを PR 制御ブロック (インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デ
ザイン) または SDM (インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デザイン) に送信して、PR 領
域の PR プロセスを開始します。Partial Reconfiguration Controller Intel® FPGA IP を使用
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する場合は、IP コアの Avalon-MM または Avalon-ST インターフェイスによってこの機能が提供
されます。PR 制御ブロックをインテル Arria 10 デザインに直接インスタンス化する場合は、PR 制
御ブロック信号のタイミング図 (85 ページ) を参照してください。

5. PR 動作が正常に完了したら、PR 領域をリセットします。

6. PR 動作の開始は、start_req 信号のアサートおよび freeze 信号のデアサートで通知しま
す。

7. start_ack 信号を待ちます。これにより、PR 領域の動作準備ができていることを示します。

8. 新たにリコンフィグレーションした PR 領域を含む FPGA の動作を再開します。

図 -2: PR プロセスシーケンスのタイミング図
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1.3. 内部ホストのパーシャル・リコンフィグレーション

内部ホスト制御では、内部コントローラー、Nios® II プロセッサー、または PCI Express* (PCIe*)
もしくはイーサネットなどのインターフェイスを使用し、インテル Arria 10 もしくはインテル Cyclone
10 GX PR 制御ブロック、またはインテル Stratix 10 およびインテル Agilex デバイスの SDM と直接
通信します。

PR ビットストリームを PR 制御ブロックまたは SDM に転送するには、Partial Reconfiguration
Controller IP コアの Avalon-MM インターフェイスを使用します。デバイスがユーザーモードに入った
ら、PR 内部ホストを使用し、FPGA コア・ファブリックを通じてパーシャル・リコンフィグレーションを開始
します。

注意: PR ホスト用に独自の制御ロジックを作成する場合、ロジックは PR インターフェイスの要件を満たす必
要があります。
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図 -3: 内部ホスト PR

    PR
Region

   PR Controller
IP Core

PR Bitstream File (.rbf)
  In External Memory

top

FPGA

内部ホストでパーシャル・リコンフィグレーションを実行する場合は、専用の PR ピン (PR_REQUEST、
PR_READY、PR_DONE、および PR_ERROR) を通常の I/O として使用します。スタティック領域ロジ
ックを実装して、外部メモリーから PR プログラミング・ビットストリームを取得し、内部ホストによる処
理に使用します。

図 -4: 内部 PR ホストを使用したインテル Arria 10 FPGA システム
(2)

    User  PR
Control Logic

 PR Controller 
     IP Core

nSTATUS
CONF_DONE
nCONFIG
nCE

MSEL[4:0]

Partial Reconfiguration Data Received
           Through PCI Express* Link 

Intel Arria 10® Device

(2) nCONFIG デバイスをロックして、電源サイクルを強制できます。PR プログラミングの不適切な使用により、スタ
ティック・ロジックが破損し、コンフィグレーション・ブロックへのコアクロック入力が切断されたり、コンフィグレー
ションが応答しなくなったりする可能性があります。nCONFIG をトグルする前に PR IP をリセットしてください。
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パーシャル・リコンフィグレーション用のプログラミング・ビットストリームを PCI Express リンクから
送信します。次に、ビットストリームを PR コントロール・ロジックで処理し、ビットストリームを PR IP コ
アに送信してプログラミングします。nCONFIG によってデバイスは、ユーザーモードからデバイス・コン
フィグレーション・モードに移ります。

1.4. 外部ホストのパーシャル・リコンフィグレーション

外部ホスト制御では、外部 FPGA または CPU による PR コンフィグレーションの制御が、ターゲットデ
バイスの外部専用 PR ピンを使用して行われます。外部ホストを使用する場合は、制御ロジックを実装し
て、ビットストリームをハード FPGA プログラミング・ピンに送信してください。

図 -5: 外部ホストを使用した PR システム (インテル Arria 10 の例)

PR Control 
 Block (CB)

PR Region

External
   Host

PR Bitstream File
(.rbf) In External
       Memory

top

関連情報
• インテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX デザイン向け外部ホストのコンフィグレーシ

ョン (87 ページ)
外部コンフィグレーション PR ピンの説明

• Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP (89 ページ)

• インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザイン向け外部ホストのコンフィグレーション
(91 ページ)

外部コンフィグレーション PR ピンの説明

1.5. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの考慮事項

パーシャル・リコンフィグレーションは、 インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア
での高度なデザインフローです。パーシャル・リコンフィグレーション・デザインを作成するには、PR デザ
イン・ガイドラインがデザインにどのように適用されるかを理解する必要があります。パーシャル・リコン
フィグレーションのデザイン時には、システムレベルの動作の初期条件をすべて考慮に入れ、スタティッ
ク領域動作の一貫性と正確性を維持するようにしてください。

例えば、PR プログラミング中は、システムの他の部分による PR 領域への読み書きが行われないように
する必要があります。また、PR 領域からスタティック領域への書き込みイネーブル出力をフリーズして、
スタティック領域動作との干渉を避ける必要があります。デザインのすべてのペルソナに同一の 上位イ
ンターフェイスがない場合は、ラッパーロジックを作成して、すべてのペルソナがスタティック領域と類似
していることを確認する必要があります。PR 領域のパーシャル・リコンフィグレーションを行う場合は、リ
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セットシーケンスを適用して、PR 領域のレジスターを既知の状態にする必要があります。グローバル信
号とオンチップメモリーには特定のガイドラインがあります。次のセクションで説明するデザインの考慮
事項とガイドラインは、PR デザインのデザインファイルの作成に役立てることができます。

FPGA デバイスとソフトウェアに関する考慮事項
• インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスでは、-1、-2、および -3 のスピード

グレードのみで、パーシャル・リコンフィグレーションをサポートしています。 インテル Agilex およ
びインテル Stratix 10 の全デバイスで、PR をサポートしています。

• 公称 VCC には、データシートに記載の 0.9V または 0.95V を使用してください。VID 対応デバイ
スも含みます。

• インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX プログラミング・ファイルのサイズを 小に
するため、PR 領域は必ず、短く、幅の広いものにしてください。 インテル Agilex およびインテル
Stratix 10 デザインの場合は、セクターが整列した PR 領域を使用します。

• インテル Quartus Prime スタンダード・エディション開発ソフトウェアでは、パーシャル・リコンフ
ィグレーションのサポートは、インテル Arria 10 デバイスに対しては提供していません。また、イン
テル Agilex およびインテル Stratix 10 デバイスに対するサポートは提供していません。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアの現在のバージョンでは、Signal
Tap ファイル (.stp) は、各リビジョンに 1 つのみサポートしています。

デザイン・パーティションに関する考慮事項
• リコンフィグレーション可能なパーティションには、LAB、RAM、DSP などのコアリソースのみを含

めることができます。トランシーバー、外部メモリー・インターフェイス、HPS、およびクロックなどの
ペリフェラル・リソースはすべて、デザインのスタティック部分にある必要があります。

• デバイスをスタティックと個々の PR 領域との間で物理的に分割するには、各 PR 領域をフロアプラ
ンして、排他的でコアのみの配置領域にし、関連する配線領域を持たせます。

• リコンフィグレーション・パーティションには、すべての PR ペルソナで使用するポートすべてのスー
パーセットを含める必要があります。

クロッキング信号、リセット信号、およびフリーズ信号に関する考慮事項
• インテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX の任意の PR 領域のクロックまたは他のグ

ローバル信号の 大数は 33 です。インテル Agilex またはインテル Stratix 10 の任意の PR 領
域のクロックまたは他のグローバル信号の 大数は 32 です。インテル Quartus Prime プロ・エ
ディション開発ソフトウェアの現在のバージョンでは、2 つの PR 領域で行クロックを共有すること
はできません。

• PR 領域には入力フリーズロジックは必要ありません。ただし、各 PR 領域のすべての出力を既知の
定数値に固定し、パーシャル・リコンフィグレーション中の不明なデータを回避してください。

• Fitter のレジスター重複を考慮して、リセット長を 1 サイクル増やします。

• ベースリビジョンのコンパイルで PR 領域に駆動する低スキューのグローバル信号 (クロックおよ
びリセット) のすべてにデスティネーションがあることを確認してください。

1.5.1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン・ガイドライン

次の表示すのは、PR デザインフローのさまざまなステップでの重要なデザイン・ガイドラインです。
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表 2. パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン・ガイドライン

PR デザインの手順 ガイドライン 理由

パーシャル・リコンフィグレーション
のデザイン

PR 領域内のレジスターの初期状態は想定しない
でください。 PR が完了したら、すべての制御パスレ
ジスターを既知の状態にリセットします。ただし、デ
ータ・パス・レジスターは省略します。

PR 領域内のレジスターには、リコンフィグレーション
後の未定義の値が含まれています。データ・パス・レジ
スターを省略すると、リセット信号の輻輳が減少しま
す。

同期リセットをインテル Arria 10 またはインテル
Cyclone 10 GX パーシャル・リコンフィグレーシ
ョンのグローバル信号として定義することはできま
せん。

PR 領域では、グローバル信号としてレジスターを同期
リセットすることはサポートしていません。これは、イン
テル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX
LAB では、グローバルバッファ-上の同期クリア
(sclr) 信号をサポートしていないためです。LAB で
は、ローカル入力またはグローバルネットワーク行ク
ロックから駆動される非同期クリアー (aclr) 信号
はサポートしています。その結果、aclr だけが、グロ
ーバル信号になり、PR 領域にレジスターを供給するこ
とができます。

PRESERVE_FANOUT_FREE_NODE アサイン
メントでは、ファンアウトのないレジスターの保持
は、ファンアウトが、定義した Verilog HDL または
VHDL モジュール内にない場合はできません。こ
のようなファンアウトのないレジスターを保持する
には、次のとおり、noprune プラグマをソースフ
ァイルに実装します。

(*noprune*)reg r;

このモジュールのインスタンスが複数あり、その一
部のインスタンスのみがファンアウトのないレジス
ターの保持を必要とする場合は、HDL 内のレジス
ターにダミープラグマを設定し、さらに
PRESERVE_FANOUT_FREE_NODE アサイン
メントを設定します。このダミーのプラグマにより、
レジスター合成によるアサインメントの実装が可
能になります。例えば、次のダミープラグマを
Verilog HDL の r レジスターに次のとおりに設定
します。

(*dummy*)reg r;

その後、このインスタンスのアサインメントを設定
します。

set_instance_assignment -name \ 
PRESERVE_FANOUT_FREE_NODE ON \ -to r;

PRESERVE_FANOUT_FREE_NODE アサインメン
トは、レジスターが定義されている Verilog HDL また
は VHDL モジュールでそのレジスターを使用していな
い場合は、適用されません

デザインのパーティション化 すべての入力と出力を PR 領域に登録します。 タイミング・クロージャーとタイムバジェットを改善し
ます。

デザインの PR 領域とスタティック領域をインター
フェイス接続している信号の数を減らします。

ワイヤー LUT の数を減らします。

PR 領域のラッパーを作成します。 ラッパーによりスタティック領域に共通するフットプリ
ントを作成します。

PR 領域がリセット状態に保たれ、PR 領域に対し
てフリーズビットがアサートされている場合、すべ
ての PR 領域出力ポートを非アクティブ状態に駆
動します。

スタティック領域ロジックによるランダムデータの受
信が、パーシャル・リコンフィグレーション動作中に行
われないようにします。

PR 境界 I/O インターフェイスは、すべての PR ペ
ルソナ I/O インターフェイスのスーパーセットであ
る必要があります。

各 PR パーティションが、必ず同じポートを実装するよ
うにします。

パーシャル・リコンフィグレーション
の準備

保留中のトランザクションをすべて完了します。 スタティック領域が待機状態でないことを確認します。

continued...   
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PR デザインの手順 ガイドライン 理由

パーシャル・リコンフィグレーション
中に部分的に動作するシステムの
維持

すべての出力を既知の定数値に保ちます。 リコンフィグレーション中およびリコンフィグレーショ
ン後に PR 領域が受け取る未定義の値が、PR 制御ロ
ジックに影響を与えないようにします。

パーシャル・リコンフィグレーション
の開始

リセット後に初期化します。 メモリーまたはその他のデバイスリソースから状態を
取得します。

Signal Tap Logic Analyzer を使
用したパーシャル・リコンフィグレー
ションのデバッグ

• デフォルトのペルソナでは信号をタップしない
でください。

• ペルソナからのタップされた信号はすべて 1 つ
の .stp ファイルに保存します。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの現在の
バージョンでは、.stp (Signal Tap ファイル) をリビ
ジョンごと 1 つのみサポートします 。この制限により、
パーティションを一度に 1 つずつ選択してタップする
必要があります。

同じ .stp ファイルでは領域をまたがってタップ
しないでください。

すべてのペルソナにわたって一貫したインターフェイス
(境界) を保証します。

合成前の信号のみをタップしてください。Node
Finder で、Signal Tap: pre-synthesis でフ
ィルターします。

PR ペルソナの信号タップが、確実に合成から始まるよ
うにします。

1.5.2. PR ファイルの管理

PR ペルソナおよびそれに対応するソースファイルの管理を簡略化するには、次の PR プロジェクト・ファ
イル管理方法のいずれかを順守します。

PR プロジェクト・ファイル管理方法を説明するために、2 つの PR 領域を含むデザインを考えてみます。
各領域にそれぞれリンゴ、オレンジ、バナナのペルソナがあるとします。

図 -6: 2 つの PR 領域と 3 つのペルソナを使用したデザイン例

Static
Region

design_top

PR Region A

PR Region B

PR Persona apple

PR Persona orange

PR Persona banana

PR Persona apple

PR Persona orange

PR Persona banana

方法 1 (推奨) ：各ペルソナに一意のエンティティーおよびファイル名を指定する

PR ファイル管理方法 1 では、プロジェクト内の各ペルソナに一意のエンティティーおよびファイル名の
ペアを指定します。例えば、

• リンゴのペルソナを apple.sv ファイルに定義する

• オレンジのペルソナを orange.sv ファイルに定義する

• バナナのペルソナを banana.sv ファイルに定義する

注意: コンパイルと PR 動作を正常に行うには、すべてのペルソナに各 .sv ファイルで定義されたものと全く
同じポート名と幅を持たせる必要があります。
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ベース PR リビジョン RTL では、両方の PR 領域の PR ペルソナとして「apple」を指定します。

図 -7: ベース PR ペルソナを「apple」に設定する

ベースペルソナを [apple, apple] に設定するために u_fruit_0 と u_fruit_1 を PR パー
ティションと PR 領域として設定する場合、PR 領域を占有するペルソナを簡単に変更することができま
す。それには、Design Partitions Window の Entity Rebinding (ENTITY_REBINDING) オプ
ションを使用するか、または .qsf を直接編集します。その例を次に示します。

PR 実装 (impl) リビジョンのオレンジのペルソナを指定する場合 :

set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING orange -to u_fruit_0 
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING orange -to u_fruit_1

PR 実装 (impl) リビジョンのバナナのペルソナを指定する場合 :

set_intance_assignment -name ENTITY_REBINDING banana -to u_fruit_0 
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING banana -to u_fruit_1

各 PR 領域に異なるペルソナを指定する場合 :

set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING orange -to u_fruit_0 
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING banana -to u_fruit_1

各実装リビジョンに対して、対応するソースファイルをプロジェクトに必ず含めてください(Project >
Add/Remove Files in Project)。

方法 2 : 1 つのファイルを PR ペルソナとしてパラメーター化する

PR ファイル管理方法 2 では、ラッパーファイルとパラメーターを使用して、すべてのペルソナを定義する
1 つのファイルをパラメーター化します。例えば、方法 1 での説明と同様に、2 つの PR 領域を持つデザ
インを考えてみます。各 PR 領域にはそれぞれ 3 つのペルソナ候補があるとします。
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図 -8: 1 つのファイル内のラッパーとパラメーター

次の例では、u_fruit_0 と u_fruit_1 が、ベースコンパイルの PR パーティションと PR 領域として設定されています。
FRUIT_TYPE パラメーターの 0 によって、両方の PR ペルソナの apple エンティティーを生成します。

次に、パラメーター値を変更してペルソナを変更します。例えば、両方の PR 領域にオレンジのペルソナ
を指定するには、FRUIT_TYPE パラメーターを 1:(FRUIT_TYPE=1) に設定します

これらの RTL への変更に加えて、方法 2 を使用して .qsf を更新する場合は、次の追加手順も実行し
てください。

1. fruit.sv ファイルのコピーを作成します。x_fruit.sv などの一意のファイルに名前を付け
ます。 また、エンティティー名を変更して .sv ファイルと一致させます。

2. FRUIT_TYPE のデフォルトのパラメーターを Verilog マクロに設定します。この例では、
`X_FRUIT_TYPE とします。

図 -9: x_fruit.sv として保存された fruit.sv のコピー

3. x_fruit.sv をプロジェクトに追加します (Project > Add/Remove Files in
Project)。
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4. PR 実装リビジョンの .qsf ファイルで次のように指定します。

a. 次の行を追加して、 `X_FRUIT_TYPE Verilog マクロを 1に設定し、正しい
FRUIT_TYPE をインスタンス化する「fruit」に対する適切なパラメーターを指定します。

set_global_assignment -name VERILOG_MACRO "X_FRUIT_TYPE=1"

b. エンティティーの再バインドのアサインメントを指定し、新しい x_fruit エンティティーを
u_fruit_0 および u_fruit_1 のインスタンスに関連付けます。

set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING x_fruit -to u_fruit_0 
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING x_fruit -to u_fruit_1

このように .qsf が変更されると、オレンジが、両方の PR 領域の新しいペルソナとして設定
されます。

5. 方法 2 の欠点は、.qsf ファイルに設定された Verilog マクロがグローバルであることです。その
ため、プロジェクトの `X_FRUIT_TYPE の各インスタンスのデフォルト値は 1 になります。この
結果が適しているのは、両方の PR ペルソナを同じタイプにしたい場合でしょう。ただし、ある PR 実
装コンパイルで 1 つのペルソナに「オレンジ」を指定し、別のペルソナに「バナナ」を指定する場合
は、fruit.sv ファイルの別のコピーを作成し、そのファイルに一意の名前と Verilog マクロを含
めてください。

図 -10: y_fruit.sv として保存した x_fruit.sv のコピー

6. PR 実装リビジョンの .qsf ファイルで次のように指定します。

a. 次の行を追加して、 `X_FRUIT_TYPE Verilog マクロを 1 に設定し、正しい
FRUIT_TYPE をインスタンス化する「fruit」 に対して適切なパラメータを指定します。

set_global_assignment -name VERILOG_MACRO "X_FRUIT_TYPE=1" 
set_global_assignment -name VERILOG_MACRO "Y_FRUIT_TYPE=2"

b. エンティティーの再バインドのアサインメントを指定し、新しい x_fruit エンティティーを
u_fruit_0 のインスタンスに関連付け、新しい y_fruit エンティティーを
u_fruit_1 のインスタンスに関連付けます。

set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING x_fruit -to u_fruit_0 
set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING y_fruit -to u_fruit_1
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このように .qsf が変更されると、オレンジが、1 番目の PR 領域のペルソナとして指定され、
バナナは、2 番目の PR 領域のペルソナとして指定されます。

1.5.3. PR 領域の初期条件の評価

PR 領域内の初期状態が意図したものではない場合、パーシャル・リコンフィグレーション中のエラーを
招く可能性があります。デザインには、意図しない初期条件が含まれていることがあります。特にその可
能性があるのは、移植するデザインがもともとパーシャル・リコンフィグレーションを意図していない場
合です。インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR パーティション内の初
期条件をレポートし、合成後の評価に使用できるようにします。

実装パーティションで合成を実行した後、Explicit Power-Up Settings レポートで Registers を表示
し、意図しない初期条件を識別、検索、修正することができます。Messages ウィンドウでも、合成処理中
の初期条件に関する警告メッセージまたはエラーメッセージが生成されます。初期条件の評価後、その
条件がデザインの機能に適しているかどうかを判断します。あるいは、デザインを変更して、パーシャル・
リコンフィグレーションと互換性のない初期条件への依存を除去します。

図 -11: Registers with Explicit Power-Up Settings レポート

1.5.4. PR 領域に対するラッパーロジックの作成

デザインのすべてのペルソナに同一の 上位インターフェイスがない場合、ラッパーロジックを作成し
て、すべてのペルソナがスタティック領域に類似していることを確認してください。各ペルソナのラッパー
を定義し、ラッパー内のペルソナロジックをインスタンス化します。すべてのペルソナに同一の 上位イ
ンターフェイスがある場合、ペルソナにはラッパーロジックは必要ありません。このラッパーでダミーの
ポートを作成して、PR 領域のすべてのペルソナが、スタティック領域に対して同一の接続を持つようにし
ます。

PR コンパイル中、Compiler では、PR 領域のインターフェイス上の各非グローバルポートを境界ポー
トワイヤー LUT に変換します。境界ポートワイヤー LUT の命名規則は次のとおりです。入力ポートの場
合は、 <input_port> 〜IPORT 、出力ポートの場合は <output_port> 〜OPORT です。例
えば、ワイヤー LUT のインスタンス名は、入力ポート名前が my_input で、PR 領域名が
my_region の場合、 my_region|my_input〜IPORT になります。

1. Logic Lock 領域のアサインメントを使用して境界ポートを手動でフロアプランするか、または
Fitter を使用して境界ポートを自動配置します。Fitter による境界ポートの配置は、ベースリビジョ
ンのコンパイル中に行われます。境界 LUT は不変位置です。その位置は、コンパイルしたペルソナ
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から Fitter によって取得します。この境界 LUT は、スタティック領域と PR 配線およびロジックとの
間の境界を表します。その配置は基礎となるペルソナに関係なく静止したままです。これは、静的ロ
ジックからの配線は、ペルソナの実装が異なっても変化しないためです。

2. 特定の領域内のすべての境界ポートを制約するには、ワイルドカード・アサインメントを使用します。
次にその例を示します。

set_instance_assignment -name PLACE_REGION "65 59 65 85" -to \ u_my_top|
design_inst|pr_inst|pr_inputs.data_in*~IPORT

このアサインメントにより、配置領域内の座標 (65 59) と (65 85) の間で指定した IPORTS に
対応するすべてのワイヤー LUT が制約されます。

図 -12: PR 領域境界のワイヤー LUT

 PR Region Static Region

必要に応じて、境界ポートのフロアプランを LAB レベルまたは個々の LUT レベルまで行います。
LAB レベルまでフロアプランするには、1x1 Logic Lock PLACE_REGION 制約 (単一の LAB
高および単一の LAB 幅) を作成します。必要に応じて、範囲の制約を指定するため、その範囲をま
たがる Logic Lock 配置領域を作成します。フロアプラン・アサインメントに関する詳細は、パーシ
ャル・リコンフィグレーション・デザインのフロアプランを参照してください。

関連情報
ステップ 3 : デザインのフロアプラン (29 ページ)

デザインのフロアプランに関する詳細

1.5.5. PR 領域に対するフリーズロジックの作成

デザインのパーシャル・リコンフィグレーションを行うときは、各 PR 領域のすべての出力を既知の定数
値にフリーズします。フリーズすることにより、スタティック領域内の信号レシーバーでは、パーシャル・リ
コンフィグレーション処理中に未定義信号を受信しなくなります。

PR 領域が有効なデータを駆動することができるのは、パーシャル・リコンフィグレーション処理が完了
し、PR 領域がリセットされてからです。フリーズすることは、PR 領域から駆動するコントロール信号にと
って重要です。

フリーズ手法の選択は任意で、デザインの特性に応じて行います。フリーズロジックは、デザインのスタ
ティック領域に存在させてください。一般的なフリーズ手法では、PR 領域の各出力に 2 対 1 のマルチプ
レクサをインスタンス化し、パーシャル・リコンフィグレーション中の出力を一定に保ちます。

注意: PR 領域のグローバル入力および非グローバル入力のフリーズは不要です。
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図 -13: フリーズ手法 1

PR Logic
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Freeze
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Static Region

別のフリーズ手法では、PR 領域のすべての出力をスタティック領域にレジスター化します。その後、イネ
ーブル信号を使用してパーシャル・リコンフィグレーション中のレジスターの出力を一定に保ちます。

図 -14: フリーズ手法 2
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En
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Partial Reconfiguration Region Controller IP コアには、制御する領域のフリーズポートが含まれ
ています。この IP コンポーネントをシステムレベルのコントロール・ロジックに組み込んで、PR 領域の
出力をフリーズします。デザインに複数の PR 領域がある場合は、デザイン内の各 PR 領域に対して PR
Region Controller IP コア１つをインスタンス化します。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア
には、Avalon-MM Freeze Bridge および Avalon-ST Freeze Bridge Intel FPGA IP コアが含まれ
ています。この IP コアを使用してフリーズロジックを実装します。または、独自のフリーズロジックをこ
の標準インターフェイス・タイプ用にデザインします。

スタティック領域ロジックは、PR 領域からのすべての出力から独立させ、連続動作ができるようにしてく
ださい。PR 領域の出力を制御するため、デザインに適切なフリーズロジックを追加します。

1.5.6. PR 領域レジスターのリセット

PR 領域のパーシャル・リコンフィグレーションを行うと、PR 領域レジスタのステータスは不確定になり
ます。PR 領域のレジスターを既知の状態にするため、PR 領域のリセットシーケンスを適用します。この
リセットにより、システムが仕様どおりに動作します。データパスが 終的に有限サイクル数でフラッシ
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ュする場合は、PR 領域の制御パスをリセットします。アクティブ Low ではなくアクティブ High ローカル
リセットを使用します (該当する場合)。この手法を使用すると、境界ポートワイヤー LUT により、PR 領
域を自動的にリセットに保つことができます。

表 3. サポートされている PR リセットの実装ガイドライン

PR リセットタイプ アクティブ High 同期リセット アクティブ Low 非同期
リセット

アクティブ Low 同期リセット アクティブ Low 非同期
リセット

ローカル信号 あり あり あり あり

グローバル信号 • なし (インテル Arria 10)
• なし (インテル Cyclone 10

GX)
• あり (インテル Stratix 10)
• あり (インテル Agilex)

あり • なし (インテル Arria 10)
• なし (インテル Cyclone 10

GX)
• あり (インテル Stratix 10)
• あり (インテル Agilex)

あり

1.5.7. PR 領域でのグローバル信号の昇格

PR 以外のデザインでは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアによって、高ファンアウト信号が
専用のグローバル・ネットワークに自動的に昇格します。グローバル昇格は、デザインのコンパイルの
Plan 段階で行われます。

PR デザインでは、Compiler によって、PR 領域のロジック内で発生した信号のグローバル昇格がディス
エーブルされます。クロック制御ブロックのインスタンス化は、スタティック領域でのみ行います。これ
は、クロック・フロアプランおよびクロックバッファーは、デザインのスタティック領域の一部である必要
があるためです。クロック制御ブロックを PR 領域で手動インスタンス化したり、PR 領域の信号を
GLOBAL_SIGNAL で割り当てたりすると、コンパイルエラーが発生します。PR 領域で発生した信号を
グローバル・ネットワークに送信するには、次のとおり実行します。

1. PR 領域からの信号を公開します。

2. スタティック領域からグローバル・ネットワーク上に信号を駆動します。

3. 信号を駆動して、PR 領域に戻します。

インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスの場合は 大 33 クロック、インテル
Agilex およびインテル Stratix 10 デバイスの場合は 大 32 クロックを任意の PR 領域に駆動でき
ます。行クロックは、2 つの PR 領域間では共有できません。

Compiler では、特定の信号だけを PR 領域内でグローバルにすることができます。次の表に示すよう
に、グローバル信号のみを使用して、セカンダリ信号を PR 領域に配線します。

表 4. PR 領域でのクロック・ネットワークの駆動用にサポートされる信号タイプ

ブロックタイプ サポートされるグローバル・ネットワーク信号

LAB、MLAB クロック、ACLR、SCLR(3)

RAM、ROM (M20K) Clock、ACLR、Write Enable (WE)、Read Enable (RE)、SCLR

DSP クロック、ACLR、SCLR

(3) インテル Agilex およびインテル Stratix 10 デザインでのみ、グローバル SCLR をサポートします。
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1.5.7.1. 行クロック領域境界の表示

Chip Planner を使用し、行クロック領域の境界を視覚化し、2 つの PR 領域によって 1 つの行クロック
領域を共有していないことを確認します。

1. Design Partitions Window で PR パーティション名を右クリックし、Locate Node >
Locate in Chip Planner の順にクリックします。

図 -15: Chip Planner の行クロック領域境界

2. Chip Planner で、Layers タブをクリックし、Basic レイヤーを選択します。Chip Planner では、
行クロック領域の境界をオーバーレイします。Basic レイヤー設定を調整し、特定のアイテムを表示
します。

1.5.8. クロックおよびその他のグローバル配線のプランニング

クロックおよびその他のグローバル配線のプランニングには、PR に関する特別な考慮事項があります。
インテル Agilex およびインテル Stratix 10 デザインでは、クロックまたはリセットに低スキュー・ネッ
トワーク (グローバル) を使用します。

ベースリビジョンのコンパイル時には、PR ペルソナが必要とするグローバル信号は、PR 領域のデスティ
ネーションに配線してください。クロック信号の場合、このデスティネーションは、レジスターまたはその
他の同期要素およびクロック入力に入る信号です。リセットするには、デスティネーションを適切な入力
に供給する必要があります。

この要件が発生するのは、PR では、低スキュー・ネットワークの 後の部分だけをリコンフィグレーショ
ンするためです。ネットワークのルートセクションおよび中間セクションの配線をベースコンパイル中に
行わない場合、そのリビジョンは PR には使用できません。
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PR 領域の信号のスーパーセットの例を考えます。PR 領域の構成は次のとおりです。

• 3 つのクロック - clk_1、clk_2、および clk_3

• 2 つのリセット - rst_1 および rst_2

• ベース PR ペルソナ - clk_1、 clk_2、および rst_1 のみを使用

• その他のペルソナ - clk_3 および rst_2 のみを使用

この例では、ベースペルソナには、「未使用」の clk_3 および rst_2 に対する適切なデスティネーシ
ョンが必要です。これを行うには、 (*no prune*) ディレクティブを持つベース PR ペルソナ内の単一
のレジスターを clk_3 を使用して駆動し、rst_2 を使用してリセットします。

このデスティネーションを省略すると、PR 実装の 2 番目のペルソナのコンパイル中にエラーが発生しま
す。

1.5.9. 内容を初期化したオンチップメモリーのクロックイネーブルの実装

次のガイドラインに従って、内容を初期化したオンチップメモリーのクロックイネーブルを実装します。

1. 初期化された内容を持つメモリーに対する PR プログラミング中のスプリアス書き込みを回避する
には、クロックイネーブル回路を M20K または MLAB RAM と同じ PR 領域に実装します。この回
路は、スタティック領域からのアクティブ High のクリア信号に依存します。

2. PR プログラミングを開始する前に、この信号をアサートしてメモリーのクロックイネーブルをディ
スエーブルします。システムの PR コントローラーは、PR プログラミングの完了時にクリア信号を
デアサートする必要があります。フリーズ信号をこの目的で使用します。

3. インテル Quartus Prime IP Catalog またはプラットフォーム・デザイナーを使用し、この回路を
自動的に追加するオプションを含む On-Chip Memory Intel FPTA IP コアおよび RAM Intel
FPGA IP をインスタンス化します。

図 -16: PR 領域の RAM クロックイネーブル回路
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例-1: クロックイネーブルの Verilog RTL

reg ce_reg; reg [1:0] ce_delay; always @(posedge clock, posedge freeze) begin 
if (freeze) begin ce_delay <= 2'b0; end else begin ce_delay <= {ce_delay[0], 
1'b1}; end end always @(posedge clock, negedge ce_delay[1]) begin if 
(~ce_delay[1]) begin ce_reg <= 1'b0; end else begin ce_reg <= clken_in; end end 
wire ram_wrclocken; assign ram_wrclocken = ce_reg;

例-2: クロックイネーブルの VHDL RTL

ENTITY mem_enable_vhd IS PORT( clock : in std_logic; freeze : in std_logic; 
clken_in : in std_logic; ram_wrclocken : out std_logic); END mem_enable_vhd; 
ARCHITECTURE behave OF mem_enable_vhd is SIGNAL ce_reg: std_logic; SIGNAL 
ce_delay: std_logic_vector(1 downto 0); BEGIN PROCESS (clock, freeze) BEGIN IF 
((clock'EVENT AND clock = '1') or (freeze'EVENT AND freeze = '1')) THEN IF 
(freeze = '1') THEN ce_delay <= "00"; ELSE ce_delay <= ce_delay(0) & '1'; END 
IF; END IF; END PROCESS; PROCESS (clock, ce_delay(1)) BEGIN IF ((clock'EVENT 
AND clock = '1') or (ce_delay(1)'EVENT AND ce_delay(1) = '0')) THEN IF 
(ce_delay(1) = '0') THEN ce_reg <= '0'; ELSE ce_reg <= clken_in; END IF; END 
IF; END PROCESS; ram_wrclocken <= ce_reg; END ARCHITECTURE behave;

関連情報
Embedded Memory User Guide

1.5.9.1. クロック・ゲーティング

初期化された内容を持つメモリーのスプリアス書き込みを回避する別の方法では、クロック・ゲーティン
グ回路を PR スタティック領域に実装し、初期化メモリーを実装した PR 領域に対してクロック・ゲーティ
ング回路を供給します。

図 -17: グローバルクロック制御ブロック
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ゲーティング回路をスタティック領域に実装し、初期化メモリーを実装している PR 領域に供給します。
クロック・ゲーティングは、論理的には、クロック・イネーブルをメモリー上で使用することと同等です。こ
の方法には次の利点があります。
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• グローバル・クロック・バッファーのイネーブルポートを使用して、パーシャル・リコンフィグレーショ
ン動作の開始前にクロックをディスエーブルします。また、PR 完了時にクロックをイネーブルしま
す。

• リコンフィグレーション中にクロックが切り替わらないようにします。また、スプリアス書き込みを回
避するための追加のロジックが不要です。

関連情報
Clock Control Block (ALTCLKCTRL) IP Core User Guide

1.6. パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン・フロー

PR デザインフローには、初期のプランニングが必要です。このプランニングでは、1 つまたは複数のデ
ザイン・パーティションを設定し、フロアプランで配置の割り当てを決定します。PR パーティションを適切
にプランニングすることにより、デザイン領域の使用率とパフォーマンスが向上します。インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、ネストされた PR 領域を HPR フローの一部として作成するこ
ともできます。子 PR 領域の再プログラミングは、親またはスタティック領域には影響を与えません。
HPR フローでは、親領域を再プログラミングすると、関連付けられた子領域の再プログラミングがデフ
ォルトの子ペルソナによってされます。このとき、スタティック領域は影響を受けません。HPR フローで
は、デザインで作成できるサブパーティションの数には制限はありません。

PR デザインフローでは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのプロジェクト・リビジョン機能を
使用します。初期デザインはベースリビジョンです。ベースリビジョンで FPGA 上のスタティック領域境
界とリコンフィグレーション領域を定義します。ベースリビジョンから、複数のリビジョンを作成します。こ
の複数のリビジョンには、PR 領域のさまざまな実装が含まれています。ただし、すべての PR 実装リビジ
ョンで、ベースリビジョンからの同一の 上位の配置配線結果を使用します。
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図 -18: パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン・フロー
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1.6.1. ステップ 1 : パーシャル・リコンフィグレーションのリソースの特定

パーシャル・リコンフィグレーションをデザインする場合、まず、ロジック階層境界を決定してください。こ
れをリコンフィグレーション可能なパーティションとして定義します。次に、デザイン階層とソースコード
を設定して、このパーティション分割をサポートします。

リコンフィグレーション可能なパーティションに含めることができるのは、FPGA 内の LAB、エンベデッ
ド・メモリー・ブロック (M20K および MLAB)、DSP ブロックなどのコアリソースのみです。トランシーバ
ー、外部メモリー・インターフェイス、GPIO、I/O レシーバー、ハード・プロセッサー・システム (HPS) な
どのすべてのペリフェラル・リソースは、デザインのスタティック部分に含めてください。クロックおよびリ
セット用のグローバル・ネットワーク・バッファーのパーシャル・リコンフィグレーションはできません。
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表 5. サポートされているリコンフィグレーション方法

ハードウェア・リソース・ブロック リコンフィグレーション方法

ロジックブロック パーシャル・リコンフィグレーション

デジタル信号処理 パーシャル・リコンフィグレーション

メモリーブロック パーシャル・リコンフィグレーション

コア配線 パーシャル・リコンフィグレーション

トランシーバー/PLL ダイナミック・リコンフィグレーション

I/O ブロック サポートされていません

クロック制御ブロック サポートされていません

図 -19: インテル Arria 10 デバイスで使用可能なリソースタイプ
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インテル Quartus Prime 対応デザインのエントリー方法を使用して、プラットフォーム・デザイナー、イ
ンテル HLS コンパイラー、または標準の SystemVerilog、Verilog HDL、および VHDL デザインファ
イルなどの PR パーティションのコアのみのロジックを作成します。

次のインテル FPGA IP コアは、スタティック領域でのシステムレベルのデバッグをサポートします。

• In-System Memory Content Editor

• In-System Sources and Probes Editor

• 仮想 JTAG

• Nios II JTAG Debug Module

• Signal Tap Logic Analyzer
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1.6.2. ステップ 2 : デザイン・パーティションの作成

パーシャル・リコンフィグレーションを行う各 PR 領域に対してデザイン・パーティションを作成します。デ
ザインには、独立したパーティションまたは PR 領域をいくつでも作成できます。 Project Navigator ま
たは Design Partitions ウィンドウからパーシャル・リコンフィグレーション用のデザイン・パーティショ
ンを作成します。

デザイン・パーティションは、デザインの論理的なパーティション分割であって、デバイス上の物理領域は
指定しません。パーティションを FPGA の特定の領域に関連付けるには、Logic Lock Region のフロア
プラン・アサインメントを使用します。パーティションによってデザインの 適化が妨げられるのを回避す
るため、ロジックを同一パーティション内でグループ化します。デザインの PR フローに親パーティション
と子パーティションが含まれている場合は、デザイン内に複数の親パーティションまたは子パーティショ
ン、および複数レベルの PR パーティションを定義します。

Reconfigurable パーティションを作成すると、Compiler では、パーティションの合成後の結果を保
存し、合成後のネットリストを再利用します。これは、再合成を必要とするパーティションの変更がない場
合に当てはまります。それ以外の場合、Compiler では、パーティションをソースファイルから再合成しま
す。Compiler では、Reconfigurable パーティションの各インターフェイスにワイヤー LUT を追加
し、PR 互換性の追加チェックを実行します。パーティションを作成する前にエラボレーションを実行して
ください。

図 -20: デザイン・パーティションの作成

次の手順に従って、デザイン・パーティションを作成します。

1. Processing > Start > Start Analysis & Elaboration の順にクリックします。

2. Project Navigator で Hierarchy タブのインスタンスを右クリックし、Design Partition >
Set as Design Partition をクリックします。デザイン・パーティションのアイコンが、作成した
各パーティションの横に表示されます。

3. プロジェクト内のすべてのデザイン・パーティションを表示および編集するには、Assignments >
Design Partitions Window をクリックします。

4. パーティションの適切な設定の指定を Design Partitions Window ウィンドウで行います。
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表 6. デザイン・パーティションの設定

オプション 説明

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

エンティティーを指定します。

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

Post Synthesis Export
File

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

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

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

28

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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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 -21: Design Partitions Window

Click to Add Columns

Created Partitions

1.6.3. ステップ 3 : デザインのフロアプラン

PR デザイン内の Logic Lock フロアプラン制約を使用して、デバイスを物理的にパーティション分割し
ます。デザイン内の各 PR パーティションには、対応する排他的な物理パーティションが必要です。 Logic
Lock 領域を作成して、物理パーティションを PR 領域に対して定義します。このパーティション分割によ
り、PR 領域で使用可能なリソースが、実装するすべてのペルソナに対して確実に同じになります。

図 -22: PR Region Floorplan

Logic Lock Region (Fabric) 
Available to the PR Region
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PR 領域には、PR 領域の LAB、RAM、ROM、DSP などのコアロジックのみを含めるようにしてください。
インテル Agilex およびインテル Stratix 10 デザインには、Hyper-Register を PR パーティションに
含めることもできます。トランシーバー、外部メモリー・インターフェイス、クロック・ネットワークなどのす
べてのペリフェラル・デザイン要素を、デザインのスタティック領域にインスタンス化します。Logic Lock
領域を作成する場合は、I/O 列や HPS などのペリフェラルの場所をまたがることができます。これは、制
約はコアのみだからです。

領域には次の 2 つのタイプがあります。

• 配置領域 - この領域を使用して、ロジックをデバイスの特定のエリアに制限します。Fitter では、指
定した領域にロジックを配置します。領域を Reserved に指定しない限り、Fitter では、その領域
内の他のロジックの配置もできます。

• Route regions - この領域を使用して、配線を特定のエリアに制限します。配線領域が配置領域
を完全に取り囲むようにしてください。また、PR 領域の配線領域は、オーバーラップすることはでき
ません。

図 -23: PR デザインのフロアプラン
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次のガイドラインに従って、PR デザインのフロアプランを行います。

• ペリフェラルとクロックのフロアプランが完了してから、コア・フロアプランニングを行います。イン
ターフェイス・プランナー (Tools > Interface Planner) を使用して、ペリフェラル・フロアプ
ランのアサインメントをデザインに対して作成します。

• 配線領域の定義は、すべての方向で配置領域より少なくとも 1 単位大きくなるようにします。

• 複数の PR 領域の配線領域がオーバーラップしないようにしてください。

• PR 領域を行単位で選択し、ビットストリームのオーバーヘッドを 小にします。インテル Arria 10
およびインテル Cyclone 10 GX デバイスでは、短く幅の広い領域は、長く幅の狭い領域よりもビ
ットストリームのサイズが小さくなります。 インテル Agilex およびインテル Stratix 10 のコンフ
ィグレーションは、セクターで行われます。ビットストリームのオーバーヘッドを 小にするには、必
ず PR 領域をセクターに揃えてください。
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• インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスの場合、フロアプランの高さがリコ
ンフィグレーション時間に影響します。Y 方向の方が大きいフロアプランは、リコンフィグレーショ
ンに時間がかかります。この条件は、インテル Agilex またはインテル Stratix 10 デバイスには当
てはまりません。セクターに従ってコンフィグレーションされているためです。

• PR 領域内のサブ Logic Lock 領域を定義して、タイミング・クロージャーを改善します。

• デザインに HPR の親と子のパーティションが含まれている場合、親領域の配置領域は、その子領域
の配線配置領域を完全に取り囲むようにしてください。また、親ワイヤー LUT は、子 PR 領域外のエ
リア内になければなりません。この要件があるのは、子 PR 領域は、他のすべてのロジックに対して
排他的だからです。これには、親領域とスタティック領域も含まれます。

関連情報
• 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 適化

• インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: デザイン制約

1.6.3.1. フロアプラン制約の段階的適用

PR 実装には、デザインおよびデバイスのリコンフィグレーション可能なパーティションを識別する追加
の制約が必要です。この制約は、Compiler のタイミング・クロージャー能力に大きく影響します。タイミ
ング・クロージャーの問題を回避したり、より簡単に修正したりするためには、各制約を段階的に実装し、
Compiler を実行してから、タイミング・クロージャーを検証します。

注意: PR デザインでは、フラットデザインよりも制約の多いフロアプランが必要です。PR デザイン全体の密度
およびパフォーマンスは、同等のフラットデザインよりも低くなる可能性があります。

次の手順では、PR デザインの要件を段階的に展開する方法について説明します。

1. ベースリビジョンを実装するため、 も複雑なペルソナを各 PR パーティションに対して使用しま
す。この初期実装には、すべてのペリフェラル制約を持つ完全なデザインおよび 上位の .sdc タ
イミング制約を含めてください。この実装では、PR 領域の Logic Lock 領域制約は含めないでくだ
さい。

2. パーティションを作成するため、Design Partitions Window で、領域の Type オプションを
Default に設定します。すべての PR パーティションに対して行います。

3. 各パーティションの境界をレジスター化し、適切なタイミングマージンを確保します。

4. タイミング・アナライザーを使用してタイミング・クロージャーが正常に行われたかどうかを確認し
ます 。

5. 必要な信号すべてがグローバル・ネットワークで駆動されていることを確認します。Fitter の Auto
Global Clock オプションをディスエーブルし (Assignments > Settings > Compiler
Settings > Advanced Settings (Fitter))、非グローバル信号の昇格を回避します。

6. Logic Lock コアのみの配置領域を各パーティションに対して作成します。

7. ベースリビジョンの再コンパイルを Logic Lock 制約を使用して行い、タイミング・クロージャーを
検証します。

8. Reserved オプションを各 Logic Lock 領域に対してイネーブルし、配置領域内の PR パーティシ
ョンが排他的に配置されるようにします。Reserved オプションをイネーブルすると、スタティック
領域ロジックの配置が PR パーティションの配置領域にされることを回避できます。
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9. Reserved 制約でベースリビジョンを再コンパイルしてから、タイミング・クロージャーを検証しま
す。

10. Design Partitions ウィンドウで、各 PR パーティションの Type を Reconfigurable として指
定します。このアサインメントによって Compiler では、ワイヤー LUT を PR パーティションの各イ
ンターフェイスに追加し、パーシャル・リコンフィグレーションのためのコンパイルチェックを追加で
行います。

11. Reconfigurable 制約を使用してベースリビジョンを再コンパイルし、タイミング・クロージャー
を検証します。これで 上位パーティションをエクスポートし、異なるペルソナの PR 実装のコンパ
イルで再利用することができます。

1.6.4. ステップ 4 : Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP の追加

ターゲットのデバイスファミリーに応じて、Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/
Cyclone 10 FPGA IP または Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP をデザインに追
加し、パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームを PR 制御ブロックまたは内部ホスト・コン
フィグレーションの SDM に送ります。

1.6.4.1. Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP の追加

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP のカスタマイズおよびインスタンス化は、IP
Catalog (Tools > IP Catalog) から行います。

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP は、Secure Device Manager (SDM) とイン
ターフェイス接続し、ビットストリーム・ソースを管理します。SDM では、コンフィグレーション・データの
認証と解凍を実行します。この IP コアをインテル Agilex またはインテル Stratix 10 デザインで使用
し、内部 PR ホスト、Nios II プロセッサー、PCI Express、またはイーサネット・インターフェイスでパー
シャル・リコンフィグレーションを実行することができます。

図 -24: Partial Reconfiguration Controller (Avalon-ST インターフェイス)
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インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、PR Controller IP コアを使用したコア・インターフェ
イスの PR、または JTAG デバイスピンの PR をサポートしています。JTAG の PR には、Partial
Reconfiguration Controller Intel FPGA IP のインスタンス化は必要ありません。

(4) Avalon-MM インターフェイスのバリアントも使用可能です。
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関連情報
Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP (68 ページ)

1.6.4.2.  Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP の追
加

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP は、インテル Arria
10 またはインテル Cyclone 10 GX PR 制御ブロックとインターフェイス接続し、ビットストリーム・ソ
ースを管理します。

この IP コアをインテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX デザインで使用し、内部 PR ホス
ト、Nios II プロセッサー、PCI Express、またはイーサネット・インターフェイスでパーシャル・リコンフィ
グレーションを実行します。

パーシャル・リコンフィグレーション時に、FPGA の外部に保存された PR ビットストリームを FPGA 内
部の PR 制御ブロックに送信します。この通信により、制御ブロックは、FPGA の PR 領域のリコンフィグ
レーションに必要な CRAM ビットを更新することができます。PR ビットストリームには、命令 (オペコー
ド) および特定の PR 領域のリコンフィグレーションに必要なコンフィグレーション・ビットが含まれてい
ます。

図 -25: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP
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IP コアをインテル Quartus Prime IP Catalog (Tools > IP Catalog) からインスタンス化し、そ
の IP をインテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX PR 制御ブロックに自動接続します。

独自のカスタムロジックを作成して IP コアの機能を実行する場合は、制御ブロックを手動でインスタン
ス化して FPGA システムと通信します。

関連情報
• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP (73 ページ)

• PR 制御ブロックおよび CRC ブロック Verilog HDL の手動インスタンス化 (83 ページ)

• PR 制御ブロックおよび CRC ブロックの VHDL 手動インスタンス化 (83 ページ)
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1.6.5. ステップ 5 : ペルソナの定義

パーシャル・リコンフィグレーション・デザインでは、複数の PR パーティションを持つことができ、各パー
ティションには複数のペルソナがあります。各ペルソナの固有の機能は、プロジェクト・ディレクトリー内
の個別の Verilog HDL、SystemVerilog HDL、または VHDL デザインファイルで定義します。すべての
PR ペルソナは、スタティック領域と相互作用するために、同一の信号セットを使用する必要があります。

スタティック領域と相互作用する信号が、すべてのペルソナ内のすべての信号のスーパーセットであるこ
とを確認します。PR デザインでは、PR 領域内の各ペルソナに対して同一の I/O インターフェイスが必要
です。デザインのすべてのペルソナに同一のインターフェイスがない場合は、スタティック領域とインター
フェイス接続するラッパーロジックの作成も必要です。

注意: Intel Quartus Prime Text Editor を使用している場合は、ファイルの保存時に Add file to
current project をディスエーブルします。このペルソナ・ソース・ファイルは、インテル Quartus
Prime プロジェクトまたはコンパイルの一部ではありません。

1.6.6. ステップ 6 : ペルソナのリビジョンの作成

デザインのベースリビジョンおよび各ペルソナの PR 実装リビジョンを作成します。リビジョンの定義を
GUI またはコマンドラインで行うと、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、PR 実装に必要
な次のアサインメントを自動的に追加します。

• Entity Rebinding アサインメント (ENTITY_REBINDING) - 各 PR パーティションに対し、ソ
フトウェアでは、エンティティー名のプレースホルダーを使用して、エンティティーの再バインド・ア
サインメントを追加します。デザインと実装リビジョンによっては、デザインに各 PR パーティション
のエンティティーの再バインド・アサインメントのすべては必要としない場合もあります。例えば、
HPR デザインで、デフォルトのペルソナを親パーティションに使用している場合、.qdb ファイルを
PR の親に対して追加し、エンティティーの再バインドは子に対してのみ使用します。

• QDB File Partition アサインメント (QDB_FILE_PARTITION) - .qdb ファイル名を指定し
た場合、ソフトウェアでは、スタティック領域にこのアサインメントを追加します。

• Revision Type アサインメント (REVISION_TYPE)

PR 実装リビジョンを作成するには、次を実行します。

1. Project > Revisions をクリックします。

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

3. 一意の Revision name を指定します。

4. Based on revision オプションで既存のリビジョンを選択します。

5. Revision type で、ベースリビジョンの場合は Partial Reconfiguration - Base を選択し
ます。実装リビジョンの場合は Partial Reconfiguration - Persona Implementation
を選択します。

6. Apply をクリックしてから OK をクリックします。
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図 -26: Creating Revisions

次のアサインメントは、それぞれのリビジョンの .qsf ファイルで、Settings ダイアログボックス
でのリビジョンタイプの指定に対応します。

ベースリビジョンのアサインメント :

set_global_assignment -name REVISION_TYPE PR_BASE

実装リビジョンのアサインメント :

set_global_assignment -name REVISION_TYPE PR_IMPL

各 PR パーティションに対してインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでも、エンティティー再
バインド割り当てを .qsf に追加します。

set_instance_assignment -name ENTITY_REBINDING <entity_name> -to 
<hierarchical_path>

新しい実装リビジョンを既存の .qdb ファイルに基づいて作成した場合、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアでは、.qdb ファイルのパーティション・アサインメントをファイル名のプ
レースホルダーとともに追加します。

set_instance_assignment -name QDB_FILE_PARTITION <QDB file name>

例えば、作成する新しい実装リビジョンで、ベースリビジョンの .qdb ファイルを使用する場合、次
のコマンドを使用します。

create_revision impl_new -based_on <base_revision> \ -new_rev_type impl -
root_partition_qdb_file base_static.qdb
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• impl_new - 新しい実装リビジョンの名前を指定します。

• -based_on <based_on_revision> - 新しい impl リビジョンのベースとなる PR
ベースリビジョンを指定します。based_on リビジョンのいくつかのグローバル・アサインメ
ントが、impl リビジョンにコピーされます。プレースホルダー・エンティティーの再バインド・ア
サインメントは、ベース内の各 PR パーティションの impl リビジョンに作成されます。

• -new_rev_type <rev_type> - 唯一有効な rev-type は implです。

• root_partition_qdb_file <qdb_file> - 指定された .qdb ファイルを使用し
て、QDB_FILE_PARTITION アサインメントを impl リビジョンに作成します。

図 -27: パーシャル・リコンフィグレーション・コンパイル・フロー

最も複雑なペルソナを持つ 
ベースリビジョンを各 PR 
領域に対してコンパイル

ベースリビジョンの「final」 
スナップショットで 
root_partitionを エクスポート

リビジョンを作成し、 
各 PR ペルソナを実装

各実装リビジョンについて、次の手順を実行
1. ベースリビジョンのルート・パーティションの 
 .qdb ファイルを追加
2. PR 領域にバインドされたエンティティーを指定
3. 実装リビジョンをコンパイル

各 PR 実装リビジョンの 
タイミングを解析

1.6.7. ステップ 7 : ベースリビジョンのコンパイルとスタティック領域のエクスポート

PR パーティションとリビジョンの定義とフロアプランを行った後、ベースリビジョンをコンパイルしてス
タティック領域をエクスポートします。個々のデザイン・パーティションを手動でエクスポートすることも、
Compiler を実行するたびに 1 つ以上のパーティションを自動でエクスポートすることもできます。

次の手順に従って、ベース領域とスタティック領域をコンパイルしてエクスポートします。

1. 現在のリビジョンを指定するには、Project > Revisions をクリックし、ベースリビジョンを現在
のリビジョンとして選択するか、メインツールバーのドロップダウン・リストからベースリビジョンを
選択します。

2. インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デザインの場合、必要に応じて次のアサイン
メントを .qsf に追加し、必要な PR ビットストリームをコンパイル後に自動生成します。この手順
は、インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザインの場合は不要です。

set_global_assignment -name GENERATE_PR_RBF_FILE ON set_global_assignment -
name ON_CHIP_BITSTREAM_DECOMPRESSION OFF

3. ベースリビジョンをコンパイルするには、Processing > Start Compilation をクリックしま
す。

4. スタティック領域をエクスポートするには、Project > Export Design Partition をクリック
して、パーティション・エクスポートのオプションを指定します。
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図 -28: Export Design Partition

表 7. デザイン・パーティションのオプション

オプション 設定

Partition name root_partition を選択します。

Partition database file 分かりやすいファイル名を指定します。

Include entity-bound SDC files パーティション・エクスポートでエンティティーにバインドされた .sdc
ファイルを含めることができるようにします。

Snapshot final スナップショットを選択します。

5. あるいは、次の手順に従って、1 つ以上のデザイン・パーティションを各コンパイル後に自動エクス
ポートします。 デザイン・パーティションに親パーティションが保持されていない場合、 そのデザイ
ン・パーティションは、root_partition を含め、自動エクスポートできます。

a. Design Partitions Window ウィンドウを開くには、Assignments > Design
Partitions Window をクリックします。

b. 合成結果を含むパーティションを合成実行後に毎回、自動エクスポートするには、.qdb エク
スポート・パスとファイル名をパーティションの Post Synthesis Export File オプション
に指定します。ファイル名のみを指定して、パスがない場合、そのファイルは、コンパイル後にプ
ロジェクト・ディレクトリーにエクスポートされます。

c. 終スナップショットの結果を含むパーティションを Fitter 実行時に毎回、自動エクスポート
するには、.qdb ファイル名をパーティションの Post Final Export File オプションに指
定します。
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図 -29: Design Partitions Window でのエクスポート・ファイルの指定

同等の QSF ファイル

set_instance_assignment -name \ EXPORT_PARTITION_SNAPSHOT_<FINAL|
SYNTHESIZED> \ <hierarchy_path> -to <file_name>.qdb 

1.6.8. ステップ 8 : PR 実装リビジョンのセットアップ

PR 実装リビジョンの準備は、デバイス・プログラミング用の PR ビットストリームを生成する前に行って
ください。このセットアップでは、スタティック領域 .qdb ファイルを各実装リビジョンのソースファイル
として追加します。さらに、PR 領域の対応エンティティーを指定してください。

次の手順に従って、PR 実装リビジョンをセットアップします。

1. 実装リビジョンを Current Revision として設定します。

2. .qdb ファイルを root_partition のソースとして指定するには、Assignments >
Design Partitions Window をクリックします。Partition Database File セルをダブル
クリックし、適切な .qdb ファイルを指定します。

3. PR 実装リビジョンごとに、Entity Re-binding cell でパーシャル・リコンフィグレーションを行
うエンティティー名を指定します。このエンティティー名は、この実装リビジョンで実装するペルソナ
のデザインファイルから取ります。

図 -30: Design Partitions Window

4. デザインをコンパイルするには、Processing > Start Compilation をクリックします。

5. ステップ 1 から 4 を繰り返して、各実装リビジョンのセットアップおよびコンパイルを行います。ま
たは、単純な Tcl スクリプトを使用して、すべての実装リビジョンをコンパイルします。

set_current_revision <implementation1 revision name> execute_flow -compile 
set_current_revision <implementation2 revision name> execut_flow -
compile . . .
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1.6.9. ステップ 9 : FPGA デバイスのプログラミング

Intel Quartus Prime Assembler では、デザインペルソナ用の PR ビットストリームを生成します。イ
ンテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デザインの場合は、ビットストリームを PR 制御ブ
ロックに送信します。インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デザインでは、PR ビットストリーム
を SDM に送信します。PR ビットストリームを生成する前に、ベースリビジョンおよび実装リビジョンを
少なくとも 1 つ含む PR プロジェクトをコンパイルしてください。

インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デザインの場合、Assembler では、コンパイルの 後に
コンフィグレーション .rbf を自動生成します。インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX
デザインの場合は、GENERATE_PR_RBF_FILE アサインメントを .qsf に追加するか、Convert
Programming Files ダイアログボックスを使用して、Partial-Masked SRAM Object File
(.pmsf) を .rbf ファイルに変換します。詳細は PR ビットストリーム・ファイルの生成 (40 ページ)
で説明しています。

図 -31: プログラミング・ファイルの生成
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static.msf
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Design
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PR revision persona B
PR revision persona C

表 8. PR プログラミング・ファイル

プログラミング・ファイル 説明

<rev>.<pr_region>.pmsf PR 領域の partial-mask ビットが含まれています。.pmsf ファイルに
は、PR ビットストリームを作成するためのすべての情報が含まれていま
す。
注意: デフォルトのファイル名はパーティション名に対応しています。

<rev>.<static_region>.msf スタティック領域の mask ビットが含まれています。

<rev>.sof デバイス全体のコンフィグレーション情報が含まれています。

関連情報
PR ビットストリームのセキュリティー検証 (インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デザイン)
(51 ページ)
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1.6.9.1. PR ビットストリーム・ファイルの生成

インテル Stratix 10 デザインの場合、Assembler では、コンフィグレーション .rbf をコンパイルの
後に自動生成します。インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デザインの場合、次のい

ずれかの方法を使用して PR ビットストリームを処理し、Raw Binary File (.rbf) を生成し、リコンフ
ィグレーションを行います。

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR デザインのコンパイルをインテ
ル Agilex デバイスに対してサポートしていますが、インテル Agilex PR ビットストリームの生成は未
サポートです。

コンパイル中の PR ビットストリームの生成

次の手順に従って、コンパイル中に .rbf ファイルを生成します。

1. 次のアサインメントをリビジョン .qsf に追加して、コンパイル後に必要な PR ビットストリームを
自動生成します。

set_global_assignment -name GENERATE_PR_RBF_FILE ON set_global_assignment -
name ON_CHIP_BITSTREAM_DECOMPRESSION OFF

2. リビジョンをコンパイルして .rbf を生成するには、Processing > Start Compilation を
クリックします。

Programming File Generator を使用した PR ビットストリームの生成

次の手順に従い、Programming File Generator を使用して .rbf を PR プログラミング用に
生成します。

1. File > Programming File Generator をクリックします。Programming File
Generator が表示されます。

2. ターゲットの Device family および Configuration mode をパーシャル・リコンフィグレー
ション用に指定します。

3. Output File タブで、Output directory、ファイルの name を指定し、Raw Binary File
for Partial Reconfiguration (.rbf) ファイルタイプをイネーブルします。

4. 変換する入力 .pmsf ファイルを追加するには、Input Files タブをクリックし、Add
Bitstream をクリックし、Assembler で生成した .pmsf を指定します。

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

40

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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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 -32: ビットストリーム・ファイルの追加

5. Input Files タブで .pmsf ファイルを選択し、Properties をクリックします。次のオプション
のいずれかを .rbf に対して指定します。

• Enable compression - 圧縮 PR ビットストリーム・ファイルを生成して、ファイルサイズを
縮小します。

• Enable encryption - 暗号化独立ビットストリームをベースイメージと PR イメージに対
して生成します。PR イメージの暗号化は、ベースイメージが暗号化されていない場合でもでき
ます。PR イメージには、別の暗号化キーファイル (.ekp) を持たせることができます。その他
の Security settings を指定することもできます。

• Enable encryption をオンにした場合は、Design Security Feature Disclaimer
を了承してください。了承するには、次の図に示すとおり、ボックスをオンにします。

図 -33: Design Security Feature Disclaimer

6. OK をクリックします。

7. Programming File Generator で Generate をクリックします。PR ビットストリーム・ファ
イルが、仕様に従って生成されます。
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Convert Programming Files ダイアログボックスでの PR ビットストリームの生成

次の手順に従い、Convert Programming Files ダイアログボックスで .rbf を生成します。

1. File > Convert Programming Files をクリックします。Convert Programming
Files ダイアログボックスが表示されます。

2. 出力ファイル名を指定し、Programming file type を Raw Binary File for Partial
Reconfiguration (.rbf) として指定します。

3. 変換する .pmsf ファイルを追加するには、Add File をクリックします。

4. 新しく追加された .pmsf ファイルを選択し、Properties をクリックします。

図 -34: PMSF File Properties Bitstream Encryption

5. 次のオプションのいずれかをイネーブルまたはディスエーブルして、OK をクリックします。

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

42

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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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


• Compression — PR ビットストリームの圧縮をイネーブルします。

• Enhanced compression - PR ビットストリームの拡張圧縮をイネーブルします。

• Generate encrypted bitstream - ベースイメージおよび PR イメージ用の暗号化独立
ビットストリームを生成します。PR イメージの暗号化は、ベースイメージが暗号化されていな
い場合でもできます。PR イメージには、別の暗号化キーファイル (.ekp) を持たせることがで
きます。Generate encrypted bitstream をイネーブルした場合は、Enable volatile
security key、Use encryption lock file、および Generate key programming
file オプションをイネーブルまたはディスエーブルします。

6. Generate をクリックします。PR ビットストリーム・ファイルが、仕様に従って生成されます。

1.6.9.2. パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの互換性チェック

パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの互換性チェックでは、リコンフィグレーション・ビ
ットストリームの互換性を検証して、互換性のない PR ビットストリームによるコンフィグレーションを
防止します。次のセクションでは、PR ビットストリームの互換性チェックのサポートについて説明しま
す。

図 -35: PR ビットストリームの互換性チェック
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インテル Stratix 10 およびインテル Agilex PR ビットストリームの互換性チェック

インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デザインの場合、PR ビットストリームの互換性チェック
は、Compiler および Secure Device Manager (SDM) ファームウェアで、デフォルトで自動的にイ
ネーブルされています。PR ビットストリーム互換性チェックがイネーブルの場合、次の制限が PR デザイ
ンに適用されます。

• ファームウェアでは、階層型パーシャル・リコンフィグレーションのレイヤー数に関係なく、合計で
大 32 個の親 PR 領域を使用できます。

• PR デザインには、階層型パーシャル・リコンフィグレーションのレイヤーを 大 6 個含めることがで
きます。

• 階層がない場合、PR デザインには、 大 32 個の領域を含めることができます。

• PR デザインには、各親 PR 領域に子 PR 領域を 大 15 個含めることができます (階層型の場
合)。子 PR 領域の数は、PR 領域の合計数 32 個に含まれます。

PR ビットストリームの互換性チェックがイネーブルになっている場合、PR デザインが上述の制限数を
超えると、Compiler ではエラーを生成します。

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
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必要な PR 領域が制限数を超える場合、または PR ビットストリームの互換性チェックをディスエーブル
にする場合は、次のアサインメントを .qsf ファイルに追加します。

set_global_assignment -name ENABLE_PR_POF_ID OFF

このアサインメントをオフに設定すると、32 個の領域の合計数の制限は、Compiler では適用されませ
ん。

注意: デザインに PR ビットストリーム認証機能が必要な場合は、PR ビットストリームの互換性チェックをイ
ネーブルするため、グローバル・アサインメント ENABLE_PR_POF ID を ON に設定してください。デ
フォルト設定は ON です。

インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR ビットストリームの互換性チェック

インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デザインでは、PR ビットストリームの互換性チェ
ックをイネーブルまたはディスエーブルするため、Partial Reconfiguration Controller Intel Arria
10/Cyclone 10 FPGA IP を IP Catalog からインスタンス化する際に、Enable bitstream
compatibility check オプションをオンにします。

PR IP では、パーシャル・リコンフィグレーション PR ビットストリーム・ファイル (rbf) を検証します。ビ
ットストリーム互換性チェックをイネーブルすると、PR .pof ID は、PR ビットストリームの 71 番目の
ワードとしてエンコードされます。PR IP によって互換性のないビットストリームが検出された場合、PR
IP は PR 動作を停止し、ステータス出力でエラーを報告します。

Enable bitstream compatibility check をオンにすると、PR Controller IP コアでは、PR
bitstream ID を作成し、そのビットストリーム ID をコンフィグレーション・ダイアログボックスに表
示します。階層型 PR デザインでのビットストリームの互換性チェックについては、次のドキュメントで追
加手順を確認してください。AN 806: Hierarchical Partial Reconfiguration Tutorial for Intel
Arria 10 GX FPGA Development Board。

関連情報
AN 806: Hierarchical Partial Reconfiguration Tutorial for Intel Arria 10 GX FPGA
Development Board

1.6.9.3. ロウ・バイナリ・プログラミング・ファイル・バイト・シーケンスの送信例

ロウ・バイナリ・プログラミング・ファイル (.rbf) には、リトルエンディアンのロウ・バイナリ形式のデバ
イス・コンフィグレーション・データが含まれています。次に示すのは、.rbf バイトシーケンス 02 1B
EE 01 x32 モードの送信例です。

表 9. x32 モードでの PR 制御ブロックまたは SDM への書き込み
x32 モードの場合、ファイルの 初のバイトは、コンフィグレーション・ダブル・ワードの 下位バイトです。4 番目のバイトは 上位バ
イトです。

Double Word = 01EE1B02

LSB: BYTE0 = 02 BYTE1 = 1B BYTE2 = EE MSB: BYTE3 = 01

D[7..0] D[15..8] D[23..16] D[31..24]

0000 0010 0001 1011 1110 1110 0000 0001

1.6.9.4. 複数の .pmsf ファイルをマージして 1 つの .pmsf ファイルを生成する

マージした .rbf ファイル 1 つを使用して、2 つの PR 領域のリコンフィグレーションを同時に行いま
す。2 つ以上の .pmsf ファイルをマージするには、次を実行します。
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1. Convert Programming Files ダイアログボックスを開きます。

2. 出力ファイル名およびプログラミング・ファイル・タイプを Merged Partial-Mask SRAM
Object File (.pmsf) として指定します。

3. Input files to convert ダイアログボックスで、PMSF Data を選びます。

4. 入力ファイルを追加するには、Add File をクリックします。マージするファイルを 2 つ以上指定し
てください。

5. マージファイルを生成するには、Generate をクリックします。

または、2 つ以上の .pmsf ファイルをインテル Quartus Prime シェルからマージするには、次のコ
マンドを入力します。

quartus_cpf --merge_pmsf=<number of merged files> <pmsf_input_file_1> \ 
<pmsf_input_file_2> <pmsf_input_file_etc> <pmsf_output_file>

例えば、２つの .pmsf ファイルをマージするには、次のコマンドを入力します。

quartus_cpf --merge_pmsf=<2> <pmsf_input_file_1> <pmsf_input_file_2> \ 
<pmsf_output_file>

1.7. 階層型パーシャル・リコンフィグレーション

階層型パーシャル・リコンフィグレーション (HPR) とは、パーシャル・リコンフィグレーション (PR) の拡
張です。HPR では、1 つの PR 領域を別の PR 領域内に含めます。親パーティションと子パーティションの
両方に対して複数のペルソナが作成可能です。子パーティションは、その親パーティション内にネスト化
します。親パーティションをリコンフィグレーションしても、スタティック領域内の動作への影響はありま
せんが、親領域の子パーティションが、デフォルトの子パーティション・ペルソナに置き換えられます。

HPR デザインフローには、次の手順が含まれます。

1. デザインのベースリビジョンを作成し、スタティック領域をにエクスポートします。これについてはス
テップ 7 : ベースリビジョンのコンパイルとスタティック領域のエクスポート (36 ページ) で説明
しています。

2. 各ペルソナの実装リビジョンをステップ 8 : PR 実装リビジョンのセットアップ (38 ページ) の説
明に従って作成し、親パーティションをエクスポートします。

3. .qdb ファイル・パーティションをスタティック領域と親領域に対して指定します。

4. 親または子に対応するエンティティーを指定します。

HPR デザインの実装リビジョンをコンパイルする場合は、ベースリビジョンの PR 領域のプランニングと
同様に、子パーティションを完全にフロアプランしてください。

注意: 階層型 PR (HPR) デザインでは、PR ビットストリーム・セキュリティー検証はサポートしていません。

関連情報
AN826: Hierarchical Partial Reconfiguration Tutorial for Intel Stratix 10 GX FPGA
Development Board

HPR の詳細手順
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1.8. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのタイミング解析

パーシャル・パーティションとスタティック・パーティションとの間のインターフェイスは、各 PR 実装のリ
ビジョンで同一です。各 PR 実装リビジョンでタイミング解析を実行し、タイミング違反がないことを確
認します。複数の PR 領域を含むデザインのタイミング・クロージャーを確実にするため、考えられるすべ
ての PR 領域の組み合わせに対して集約リビジョンを作成し、タイミング解析を実行します。

注意: Logic Lock 領域によって課されている配置制約は、PR デザインのパフォーマンスおよびリソースの使
用率に影響します。デザインに、追加のタイミング許容値と使用可能なデバイスリソースがあることを確
認します。 大かつ もタイミング・クリティカルなペルソナをベースペルソナとして選択すると、タイミ
ング・クロージャーが 適化されます。さらに、ベースデザインのコンパイルの際に時間借用をイネーブル
にした場合は、実装デザインのコンパイルの際に時間借用をイネーブルします。そうしないと、ベースデ
ザインの時間借用がゼロにリセットされ、デザインはタイミングをパスしない可能性があります。この状
態が発生した場合は、update_timing_netlist –recompute_borrow コマンドを使用し、
デザイン全体の時間借用を復元し、タイミング解析を行います。

関連情報
インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: タイミング・アナライザー

1.8.1. 集約リビジョンでのタイミング解析の実行

複数の PR 領域を含むデザインのタイミング・クロージャーを確実に行うには、考えられるすべての PR
領域の組み合わせに対して集約リビジョンを作成し、タイミング解析を実行します。

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

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

3. Revision name を指定し、Based on Revision でベースリビジョンを選択します。

4. ポストフィット・データベースをベースコンパイル (スタティック・パーティション) からエクスポート
するには、次のコマンドをインテル Quartus Prime シェルに入力します。

quartus_cdb <project name> <base revision> --export_block \ 
"root_partition" --snapshot final --file \ "<base revision name>.qdb"

注
意: 

スタティック領域および PR 領域に .sdc および .ip ファイルをすべて含めるようにしてく
ださい。クロック検出のため、PR Controller IP の .sdc ファイルが、IP コアが使用するク
ロックを作成する .sdc ファイルのエントリーに従っていることを確認します。この命令を容
易にするために、PR Controller IP の .ip ファイルの前に、プロジェクト・リビジョン
の .qsf ファイルでクロックを作成するために使用する .ip または .sdc ファイルがある
ことを確認します。詳細は、パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP ユーザーガ
イド (65 ページ) を参照してください。

5. ポストフィット・データベースを複数のペルソナ (PR 実装リビジョン用) からエクスポートするに
は、次のコマンドをインテル Quartus Prime シェルに入力します。

quartus_cdb <project name> -c <PR1 revision> --export_block \ <PR1 
Partition name> --snapshot final --file "pr1.qdb" quartus_cdb <project 
name> -c <PR2 revision> --export_block \ <PR2 Partition name> --snapshot 
final --file "pr2.qdb"
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6. スタティック領域のポストフィット・データベースを集約リビジョンとしてインポートするには、次の
コマンドをインテル Quartus Prime シェルに入力します。

quartus_cdb <project name> -c <aggr_rev> --import_block \ "root_partition" 
--file "<base revision name>.qdb" quartus_cdb <project name> -c <aggr_rev> 
--import_block \ <PR1 partition name> --file "pr1.qdb" quartus_cdb <project 
name> -c <aggr_rev> --import_block \ <PR2 Partition name> --file "pr2.qdb" 

7. すべてのパーティションのポストフィット・データベースを統合するには、次のコマンドをインテル
Quartus Prime シェルに入力します。

quartus_fit <project name> -c <aggr_rev>

注意: Fitter により、ポストフィット・データベースの正当性の検証、ネットリストの結合、およびタイ
ミング解析が行われます。Fitter ではデザインの再配線は行いません。

8. タイミング解析を集約リビジョンで実行するには、次のコマンドを インテル Quartus Prime シェ
ルに入力します。

quartus_sta <proj name> -c <aggr_rev>

9. 考えられるすべての PR ペルソナの組み合わせについて、集計リビジョンのタイミング解析を実行
します。特定のペルソナのタイミング・クロージャーが失敗した場合は、ペルソナを再コンパイルし、
タイミング解析を再度実行します。

1.9. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのシミュレーション

シミュレーションでは、デバイス・プログラミングに先立ってデザインの動作を検証します。 インテル
Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR 制御ブロックへのパーシャル・リコンフィ
グレーション・ビットストリームの受け渡しのシミュレーションをサポートしています。このシミュレーシ
ョンでは、リコンフィグレーション可能なパーティションで生じる変化と中間効果を観察することができ
ます。

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、シミュレーション・マルチプレクサ
を使用した PR ペルソナ遷移のシミュレーションをサポートしています。シミュレーション・マルチプレク
サを使用して、シミュレーション中に PR 領域内のロジックを駆動するペルソナを変更します。このシミ
ュレーションでは、リコンフィグレーション可能なパーティションで生じる変化や中間効果を観察するこ
とができます。

非 PR デザインのシミュレーションと同様に、PR シミュレーションの準備には、シミュレーター作業環境
の設定、シミュレーション・モデル・ライブラリーのコンパイル、およびシミュレーションの実行が必要で
す。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのシミュレーション・コンポーネントにより、PR デザイ
ンのシミュレーションを行い、ゲートレベルの PR シミュレーション・モデルを各ペルソナに対して生成
することができます。動作 RTL モデルまたはゲートレベルの PR シミュレーション・モデルのいずれかを
使用し、PR ペルソナのシミュレーションを行います。ゲートレベルの PR シミュレーション・モデルによ
り、デザイン内のレジスターの正確なシミュレーションが可能になり、シーケンス検証がリセットされま
す。テクノロジー・マップ・レジスターでは、初期条件を想定していません。

関連情報
• インテル FPGA IP の生成およびシミュレーション (114 ページ)

• Simulating インテル FPGA Designs

1.9.1. パーシャル・リコンフィグレーション・シミュレーション・フロー

PR 動作の手順の概要は次のとおりです。

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
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1. PR イベントのシステムレベルの準備。

2. メモリーからのパーシャル・ビットストリームの取得。

3. PR 制御ブロックまたは SDM へのパーシャル・ビットストリームの送信。

4. 新しいペルソナがアクティブになり、デザインが変更される。

5. PR 後のシステム調整。

6. 新しいペルソナをシステム内で使用。

検証タイプの要件に応じて、このプロセスの手順を個別にシミュレーションするか、またはより大きなシ
ーケンスとしてシミュレーションします。

関連情報
• インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR 制御ブロックのシミュレーション・モデル

(120 ページ)

• PR ペルソナ・シミュレーション・モデルの生成 (121 ページ)

1.9.1.1. PR ペルソナ置き換えのシミュレーション

PR パーティションのロジック動作が変更されるのは、パーシャル・リコンフィグレーションのプロセス中
に新しいペルソナがロードされた場合です。ペルソナ置き換えのシミュレーションには、シミュレーショ
ン中のペルソナの出入力のマルチプレクサを使用します。ペルソナの 上位を表す RTL ラッパーロジッ
クを作成します。ラッパーにより、デフォルトのペルソナがコンパイル時にインスタンス化されます。シミ
ュレーション中、ラッパーでは、アクティブなペルソナを別のペルソナに置き換えることができます。各ペ
ルソナを Intel Quartus Prime EDA Netlist Writer によって生成される PR シミュレーション・モデ
ルの動作 RTL としてインスタンス化します。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに含まれてい
るシミュレーション・モジュールは、シミュレーション・テストベンチにインターフェイス接続します。

• altera_pr_wrapper_mux_in

• altera_pr_wrapper_mux_out

• altera_pr_persona_if (SystemVerilog インターフェイスを使用すると、ラッパー・マルチ
プレクサをテストベンチ・ドライバーに接続できます。)

1. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成
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図 -36: PR ペルソナ切り替えのシミュレーション
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例-3: PR ペルソナ切り替えシミュレーション用 RTL ラッパー

altera_pr_wrapper_mux_out モジュールの pr_activate 入力によって、出力 X への
MUX がイネーブルされます。この機能により、PR ペルソナからの未知の出力のシミュレーションが可能
になります。また、デザインのフリーズロジックの通常動作の検証が行われます。次のコードは、上図の
PR ペルソナ切り替えシミュレーションに対応しています。

module pr_core_wrapper ( input wire a, input wire b, output wire o ); 
localparam ENABLE_PERSONA_1 = 1; localparam ENABLE_PERSONA_2 = 1; localparam 
ENABLE_PERSONA_3 = 1; localparam NUM_PERSONA = 3; logic pr_activate; int 
persona_select; altera_pr_persona_if persona_bfm(); assign pr_activate = 
persona_bfm.pr_activate; assign persona_select = persona_bfm.persona_select; 
wire a_mux [NUM_PERSONA-1:0]; wire b_mux [NUM_PERSONA-1:0]; wire o_mux 
[NUM_PERSONA-1:0]; generate if (ENABLE_PERSONA_1) begin localparam persona_id = 
0; `ifdef ALTERA_ENABLE_PR_MODEL assign u_persona_0.altera_sim_pr_activate = 
pr_activate; `endif pr_and u_persona_0 
( .a(a_mux[persona_id]), .b(b_mux[persona_id]), .o(o_mux[persona_id]) ); end 
endgenerate generate if (ENABLE_PERSONA_2) begin localparam persona_id = 1; 
`ifdef ALTERA_ENABLE_PR_MODEL assign u_persona_1.altera_sim_pr_activate = 
pr_activate; `endif pr_or u_persona_1 
( .a(a_mux[persona_id]), .b(b_mux[persona_id]), .o(o_mux[persona_id]) ); end 
endgenerate generate if (ENABLE_PERSONA_3) begin localparam persona_id = 2; 
`ifdef ALTERA ENABLE PR MODEL assign u_persona_2.altera_sim_pr_activate = 
pr_activate; `endif pr_empty u_persona_2 
( .a(a_mux[persona_id]), .b(b_mux[persona_id]), .o(o_mux[persona_id]) ); end 
endgenerate altera_pr_wrapper_mux_in #(.NUM_PERSONA(NUM_PERSONA), .WIDTH(1)) \ 
u_a_mux(.sel(persona_select), .mux_in(a), .mux_out(a_mux)); 
altera_pr_wrapper_mux_in #(.NUM_PERSONA(NUM_PERSONA), .WIDTH(1)) \ 
u_b_mux(.sel(persona_select), .mux_in(b), .mux_out(b_mux)); 
altera_pr_wrapper_mux_out #(.NUM_PERSONA(NUM_PERSONA), .WIDTH(1)) \ 
u_o_mux(.sel(persona_select), .mux_in(o_mux), .mux_out(o), .pr_activate \ 
(pr_activate)); endmodule 
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1.9.1.2.  altera_pr_persona_if モジュール

altera_pr_persona_if SystemVerilog インターフェイスを PR 領域のシミュレーション・ラッ
パーでインスタンス化し、それをすべてのラッパー・マルチプレクサに接続します。必要に応じて、
pr_activate を PR シミュレーション・モデルに接続します。

インターフェイスの persona_select をすべての入力および出力マルチプレクサの sel ポートに
接続します。pr_activate をすべての出力マルチプレクサの pr_activate に接続します。必要
に応じて、レポートイベントを PR シミュレーション・モデルのレポート・イベント・ポートに接続します。こ
れで PR 領域ドライバーのテストベンチ・コンポーネントにより、インターフェイスを駆動することができ
ます。

interface altera_pr_persona_if; logic pr_activate; int persona_select; event 
report_storage_if_x_event; event report_storage_if_1_event; event 
report_storage_if_0_event; event report_storage_event; initial begin 
pr_activate <= 1'b0; end endinterface : altera_pr_persona_if

<QUARTUS_INSTALL_DIR> /eda/sim_lib/altera_lnsim.sv ファイルでは、
altera_pr_persona_if コンポーネントを定義します。

1.9.1.3.  altera_pr_wrapper_mux_out モジュール

altera_pr_wrapper_mux_out モジュールでは、すべての PR ペルソナの出力を PR 領域ラッパ
ーの出力に対して多重化することができます。

出力ポートごとに 1 つのマルチプレクサをインスタンス化します。マルチプレクサの sel ポートを使用
して、アクティブなペルソナを指定します。pr_activate ポートを使用すると、マルチプレクサ出力を
「x」に駆動し、PR 動作中に PR 領域出力の未知の値をエミュレートすることができます。コンポーネント
のパラメーター化を行い、pr_activate がアサートするときのペルソナ入力数、マルチプレクサ幅、
および MUX 出力値を指定します。

module altera_pr_wrapper_mux_out #( parameter NUM_PERSONA = 1, parameter WIDTH 
= 1, parameter [0:0] DISABLED_OUTPUT_VAL = 1'bx ) ( input int sel, input wire 
[WIDTH-1 : 0] mux_in [NUM_PERSONA-1:0], output reg [WIDTH-1:0] mux_out, input 
wire pr_activate ); always_comb begin if ((sel < NUM_PERSONA) && (!
pr_activate)) mux_out = mux_in[sel]; else mux_out = 
{WIDTH{DISABLED_OUTPUT_VAL}}; end endmodule : altera_pr_wrapper_mux_out 

<QUARTUS_INSTALL_DIR> /eda/sim_lib/altera_lnsim.sv ファイルでは、
altera_pr_wrapper_mux_out コンポーネントを定義します。

1.9.1.4.  altera_pr_wrapper_mux_in モジュール

altera_pr_wrapper_mux_in モジュールでは、すべての PR ペルソナの PR パーティション・ラ
ッパーに対する入力の多重化を解除することができます。

入力ポートごとに 1 つのマルチプレクサをインスタンス化します。マルチプレクサの sel ポートを使用
して、アクティブなペルソナを指定します。コンポーネントをパラメーター化して、ペルソナ出力数、マル
チプレクサ幅、およびディスエーブルされた出力の MUX 出力を指定します。
altera_pr_wrapper_mux_in を使用してクロック入力を多重化する場合は、
DISABLED_OUTPUT_VAL を 0 に設定して、ディスエーブルされたペルソナのシミュレーション・ク
ロック・イベントがないことを確認します。

module altera_pr_wrapper_mux_in#( parameter NUM_PERSONA = 1, parameter WIDTH = 
1, parameter [0:0] DISABLED_OUTPUT_VAL = 1'bx ) ( input int sel, input wire 
[WIDTH-1:0] mux_in, output reg [WIDTH-1 : 0] mux_out [NUM_PERSONA-1:0] ); 
always_comb begin for (int i = 0; i < NUM_PERSONA; i++) if (i == sel) 
mux_out[i] = mux_in; else mux_out[i] = {WIDTH{DISABLED_OUTPUT_VAL}}; end 
endmodule : altera_pr_wrapper_mux_in 
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The <QUARTUS_INSTALL_DIR> /eda/sim_lib/altera_lnsim.sv ファイルでは、
altera_pr_wrapper_mux_in コンポーネントを定義します。

1.10. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのデバッグ

Signal Tap Logic Analyzer を使用すると、デザインのスタティック領域またはパーシャル・リコンフィ
グレーション (PR) 領域をデバッグすることができます。PR 領域は、パーシャル・リコンフィグレーション
用に指定するデバイスフロアプランの領域です。デバイスの残りの (非 PR) 領域はスタティック領域で
す。スタティック領域のみをデバッグする場合は、In-System Sources and Probes Editor、In-
System Memory Content Editor、または JTAG Avalon Master Bridge を使用できます。

関連情報
インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デバッグツール

1.10.1.  Signal Tap Logic Analyzer を使用した PR デザインのデバッグ

Signal Tap Logic Analyzer を使用して PR デザインをデバッグするには、デバッグブリッジを作成し
て、PR パーティションへの Signal Tap デバッグを拡張してください。その後、Signal Tap を使用し、デ
バッグブリッジに接続してデバッグします。デバッグブリッジを使用するには、SLD JTAG Bridge
Agent Intel FPGA IP および SLD JTAG Bridge Host Intel FPGA IP のペアのインスタンス化をデ
ザインの各 PR 領域に対して行います。

プランニングの早期段階で次の手順を実行し、Signal Tap を使用してスタティック領域および PR 領域
のデバッグができるようにします。

1. SLD JTAG Bridge Agent IP をスタティック領域でインスタンス化します。

2. SLD JTAG Bridge Host IP をデフォルトのペルソナの PR 領域でインスタンス化します。

3. 各ペルソナの SLD JTAG ブリッジホスト IP をペルソナのリビジョンの作成時にインスタンス化し
ます。

Signal Tap Logic Analyzer では、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの階層型デバッグ機
能を使用し、スタティック領域と PR 領域の信号を同時にタップします。

PR 領域に存在する複数のペルソナをデバッグすることができます。PR 領域が複数でも同様に可能で
す。階層ハブを使用したデバッグ・インフラストラクチャーに関する詳細情報は、インテル Quartus
Prime プロ・エディション ユーザーガイド: デバッグツールを参照してください。

関連情報
• AN 845: Signal Tap Tutorial for Intel Arria 10 Partial Reconfiguration Design

• AN 841: Signal Tap Tutorial for Intel Stratix 10 Partial Reconfiguration Design

• Instantiating the SLD JTAG Bridge Agent

• Instantiating the SLD JTAG Bridge Host

1.11. PR ビットストリームのセキュリティー検証 (インテル Stratix 10 およびインテ
ル Agilex デザイン)

インテル Stratix 10 およびインテル Agilex デバイスでは、オプションの PR ビットストリームのセキュ
リティー検証をサポートしています。これにより、ペルソナを FPGA にロードする前に、PR 領域のペルソ
ナにプラットフォームの整合性や機密性に対する脅威がないことを確認します。
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PR ビットストリームのセキュリティー検証のライセンスを取得してイネーブルすると、Programmer で
は、PR ビットストリームを生成する前にビット所有権を実行し、ピーク、ポークを通知し、競合チェックを
行います。Programmer による PR ペルソナの pmsf ファイルの確認が、Secure Mask Settings フ
ァイル (.smsf) に対してできない場合、PR ビットストリームの生成は終了します。

注意: PR ビットストリームのセキュリティー検証でサポートしているのは、インテル Stratix 10 およびインテ
ル Agilex デバイスのみです。階層型 PR (HPR) デザインでは、PR ビットストリームのセキュリティー検
証をサポートしていません。この機能には、別のライセンスが必要です。また、.qsf 設定をイネーブルす
ることが必要です。これについては、PR ビットストリームのセキュリティー検証の使用 (インテル
Stratix 10 およびインテル Agilex デザイン) (53 ページ) で説明しています。

PR ビットストリームのセキュリティー検証では、マルチテナント FPGA の使用をイネーブルします。例え
ば、Platform Owner によって単一のデバイスをパーティション化し、複数のサードパーティー Client
をホストする場合などです。Platform Owner は Client を信頼せず、Client は相互に信頼しない可能
性がありますが、Client は Platform Owner を信頼します。PR ビットストリームのセキュリティー検証
により、Platform Owner と Client は、専用サーバー、Client のコンフィグレーションの破損、または後
続のパーシャル・リコンフィグレーションによるピーク攻撃またはポーク攻撃の開始から保護されます。

このようなマルチテナント・シナリオでは、PR ビットストリームのセキュリティー検証により、次のような
既知の脅威から保護することができます。

• 他者が所有する PR 領域のビットの変更 - PR ペルソナにより、別のクライアントのペルソナへの機
能変更の注入、DOS または PDOS 攻撃、意図しない機能、所有者のないペルソナからの信号のリ
ダイレクトが引き起こされる可能性があります。

• ポーク攻撃 - PR ペルソナは、ワイヤーをポークして、他の PR 領域の入力データを破壊する可能性
があります。

• ピーク攻撃 - PR ペルソナは、他の PR 領域からの配線ワイヤーの値を表示して、データをスヌーピ
ングする可能性があります。

• 過度の電力消費 - PR ペルソナにより、PR 領域内でのワイヤー競合Ｈが原因で FPGA の過剰な電
力消費が引き起こされる可能性があります。

1.11.1. PR ビットストリームのセキュリティーの使用ケース (インテル Stratix 10 およびイ
ンテル Agilex デザイン)

一般的な使用例では、PR ビットストリームのセキュリティー検証により、Platform Owner は、Client
のサードパーティーの IP デザインを検証し、プラットフォームの整合性および機密性に対する既知の脅
威が含まれていないことを確認することができます。これは、PR ペルソナをパーシャル・リコンフィグレ
ーション中に FPGA にロードする前に行います。この検証は、Cloud Service Provider およびシステ
ム・インテグレーターにとってクリティカルです。

Cloud Service Provider は、FPGA をさまざまな PR 領域にパーティション化し、複数のサードパーテ
ィー・クライアントをホストします。Cloud Service Provider は、このパーティション化されたデザイン
をベース・デバイス・コンフィグレーションに使用します。デバイス・コンフィグレーションがデバイスにロ
ードされると、PR ビットストリームのセキュリティーにより、検証済みの PR 領域ペルソナのみを、対応す
る PR 領域にロードすることができます。
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図 -37: マルチテナンシー・ビットストリームのセキュリティー検証
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1.11.2. PR ビットストリームのセキュリティー検証の使用 (インテル Stratix 10 およびイン
テル Agilex デザイン)

PR ビットストリームのセキュリティー検証には、別のライセンスが必要です。また、.qsf 設定をイネー
ブルする必要があります。ライセンスを取得して PR ビットストリーム検証をイネーブルすると、
Compiler では、公開された Secure Mask Settings File (.smsf) とプライベートの Partially
Masked Settings File (.pmsf) の両方をベースコンパイル中のそれぞれの PR 領域に対して生成し
ます。

.pmsf には包括的な情報が含まれています。これは、Programmer による Client 領域の PR ビット
ストリーム生成に必要です。これには、実際のビット設定、領域マスク、すべての補助ビットマスクなどが
含まれます。.smsf には、領域所有権マスクのほか、PR 領域のペルソナによってピーク攻撃やポーク
攻撃を検出するための包括的な情報が含まれています。

その後、Programmer には、この PR 領域の PR ビットストリームを生成するため、プライベート
の .pmsf と公開された .smsf の両方が必要です。これにより、PR ペルソナによって変更することが
できるビットは、ペルソナが所有するビットのみになります。Platform Owner は、.smsf ファイルを
サードパーティーの Client に対して、PR 領域の担保の一部としてリリースする場合としない場合があり
ます。Platform Owner は、.smsf を使用し、Client の .pmsf からこの PR 領域に対する PR ビット
ストリームの生成を Programmer で行います。
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図 -38: Programmer での PR ビットストリームのセキュリティー検証
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次の手順に従って、PR ビットストリームのセキュリティー検証のライセンスを取得し、イネーブルして使
用します。

1. ライセンスファイルを取得し、PR 領域に対する smsf ファイルの生成がベースコンパイル中にで
きるようにします。Programmer での PR ビットストリーム生成中に PR ビットストリームのセキュ
リティー検証を実行します。ライセンスを取得するには、マイ・インテルにログインまたはアカウント
登録してから、インテル・ プレミアサポートのケースを提出し、ライセンスキーをリクエストしてくだ
さい。

2. ライセンスファイルをインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアに追加するに
は、Tools > License Setup をクリックし、License File 機能を指定します。

3. PR セキュリティー検証機能をイネーブルするには、次の行を .qsf プロジェクトに追加します。

set_global_assignment -name PR_SECURITY_VALIDATION on

4. ベースリビジョンをコンパイルします。

5. ベースコンパイルに続いて、Assembler レポートを表示し、生成された .smsf ファイルを表示し
ます。このファイルは、各 PR 領域のビットストリーム生成に必要です。

6. Platform Owner は、.smsf ファイルをサードパーティーのクライアントに対して PR 領域の担
保の一部としてリリースすることができます。 Client は、プライベートの .pmsf を Platform
Owner に提供し、PR ペルソナのコンフィグレーションの PR セキュリティーを検証し、検証済み
PR ビットストリームを生成します。

7. Client の .pmsf の PR セキュリティーを検証するため、Platform Owner は、.smsf および対
応する .pmsf ファイルを Programmer のコマンドラインで次のとおりに指定し、検証済み PR
ビットストリームを生成します。

quartus_cpf -c –-smsf=<smsf_file> <pmsf_file> <output_file>

関連情報
マイ・インテル・ダッシュボード
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1.12. PR ビットストリームの圧縮および暗号化 (インテル Arria 10 およびインテル
Cyclone 10 GX デザイン)

インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR プロジェクトのベース・ビットストリームおよ
び PR ビットストリームの圧縮および暗号化には、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで使用
可能なオプションを使用します。

ベース・ビットストリームおよび PR プログラミング・ビットストリームをデザイン要件に基づいて個別に
圧縮します。ベースイメージのみを暗号化する場合、PR イメージを暗号化するかどうかを指定します。次
のガイドラインは、PR ビットストリームの圧縮および暗号化に適用します。

• ベースイメージと PR イメージを個別に暗号化します。ベースイメージには不揮発性の暗号化キー
を使用します。PR イメージには揮発性の暗号化キーを使用します。

• 表 10 (57 ページ) を参照して、暗号化または圧縮の正しい Clock-to-Data (CD) 比の設定を
確認します。

拡張解凍をイネーブルするため、IP Catalog またはプラットフォーム・デザイナーパラメーター・エディ
ターでパラメーターを指定するときに Enable enhanced decompression オプションをオンに
します。

注意: 拡張解凍と暗号化は同時に使用できません。拡張解凍は、Partial Reconfiguration Controller Intel
Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP でのみ使用可能です。

1.12.1. 暗号化 PR ビットストリームの生成 (インテル Arria 10 またはインテル Cyclone
10 GX デザイン)

インテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX デバイスのパーシャル・リコンフィグレーションを
暗号化されたビットストリームを使用して行うには、次の手順に従います。

注意: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザイ
ンのビットストリームの暗号化と圧縮はサポートしていません。

1. 256 ビットのキーファイル (.key) を作成します。

2. プログラミング・ファイル (.ekp) をインテル Quartus Prime シェルから生成するには、次のコ
マンドを入力します。

quartus_cpf --key <keyfile>:<keyid> \ <base_sof_file><output_ekp_file>

例 :

quartus_cpf --key my_key.key:key1 base.sof key.ekp

3. 暗号化 PR ビットストリーム (.rbf) を生成するには、次のコマンドを実行します。

quartus_cpf -c <pr_pmsf_file><pr_rbf_file> qcrypt -e --keyfile=<keyfile> --
keyname=<keyid> –lockto=\ <qlk file> --keystore=<battery|OTP> \ 
<pr_rbf_file><pr_encrypted_rbf_file>

• lockto - 暗号化ロックを指定します。

• keystore - 揮発性キー (バッテリー) または不揮発性キー (OTP) を指定します。
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例 :

quartus_cpf -c top_v1.pr_region.pmsf top_v1.pr_region.rbf \ qcrypt -e --
keyfile=my_key.key --keyname=key1 --keystore=battery \ top_v1.pr_region.rbf 
top_v1_encrypted.rbf

4. キーファイルを揮発性キー (デフォルト) としてデバイスにプログラムするには、次のコマンドを入
力します。

quartus_pgm -m jtag -o P;<output_ekp_file>

例 :

quartus_pgm -m jtag -o P;key.ekp

5. ベースイメージをデバイスにプログラムするには、次のコマンドを入力します。

quartus_pgm -m jtag -o P;<base_sof_file>

例 :

quartus_pgm -m jtag -o P;base.sof

6. デバイスのパーシャル・リコンフィグレーションを暗号化されたビットストリームで行うには、次のコ
マンドを入力します。

quartus_pgm -m jtag --pr <output_encrypted_rbf_file>

例 :

quartus_pgm -m jtag --pr top_v1_encrypted.rbf

注意: qcrypt でエラーを生成するのは、Enable bitstream compatibility check パラメーターが
Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPのインスタンスに対し
てイネーブルされている場合です。次のいずれかの方法を使用して、このエラーを回避します。

• qcrypt ではなく、Convert Programming Files ダイアログボックスを使用し、暗号化ビッ
トストリームを生成します。これについては、PR ビットストリームの生成 で説明しています。

• qcrypt をインテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX で使用する場合は、Partial
Reconfiguration Controller IP の再生成を Enable bitstream compatibility check オ
プションをイネーブルしないで行います。Enable hierarchical PR support オプションはイ
ネーブルしておきます。これについては、Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/
Cyclone 10 FPGA IP の追加で説明しています。デザインの再コンパイルは、PR ビットストリーム
の再生成前に行います。

関連情報
• AN556: インテル FPGA におけるデザイン・セキュリティー機能の使用

• PR ビットストリーム・ファイルの生成

• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPの追加

1.12.2. ビットストリームの暗号化および圧縮の Clock-to-Data 比 （インテル Arria 10 ま
たはインテル Cyclone 10 GX デザイン)

次の表は、ビットストリームの暗号化と圧縮の有効な組み合わせを示しています。Clock-to-Data (CD)
比は、クロックサイクル数として定義され、データの各サイクルは、次のクロックサイクルまで有効な状態
である必要があります。例えば、CD 比が 4 の場合、データは次のサイクルの前に 4 クロックサイクルの
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間有効である必要があるということです。拡張解凍がイネーブルされている場合は、常に x16 データ幅
を参照します。圧縮と拡張圧縮を併用すると、CD 比は圧縮ビットストリームに従い、4 になります。プレ
ーン圧縮と拡張圧縮を併用すると、CD 比はプレーン・ビットストリームに従い、1 になります。

表 10. ビットストリームの暗号化と圧縮の有効な組み合わせおよび CD 比

コンフィグレーション・データ幅 AES 暗号化 基本圧縮 CD 比

x8 オフ オフ 1

オフ オン 2

オン オフ 1

x16 オフ オフ 1

オフ オン 4

オン オフ 2

x32 オフ オフ 1

オフ オン 8

オン オフ 4

正確な CD 比は、ビットストリームの暗号化と圧縮に有効な組み合わせと CD 比の表で、異なるビットス
トリーム・タイプに対して指定されているものを使用します。プレーンな .rbf の CD 比は 1 でなけれ
ばなりません。圧縮された .rbf の CD 比は、幅に応じて、2、4、または 8 でなければなりません。CD 比
を必要 小値として指定して、異なるビットストリーム・タイプをサポートすることはしないでください。

注意: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザイ
ンに対するビットストリームの暗号化と圧縮はサポートしていません。

1.12.3. データ圧縮の比較

標準的な圧縮では、.rbf のサイズは 30％から 45％減少します。拡張データ圧縮アルゴリズムを使用
すると、.rbf のサイズは 55％から 75％減少します。このアルゴリズムによって圧縮率は高まります
が、代わりに圧縮アルゴリズムの実装に追加のコア領域が必要になります。

次の図で示すのは、程度の異なるロジックエレメント (LE) を使用した PR デザインの圧縮率の比較で
す。
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図 -39: 標準圧縮と拡張圧縮の圧縮率の比較
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1.13. PR プログラミング・エラーの回避

次のガイドラインを使用して、一般的な PR プログラミング・エラーを回避または解決することができま
す。

表 11. PR プログラミング・ガイドライン

PR プログラミング・ガイドライン 説明

プロジェクトのデバイスは、ボード上の
デバイスと一致している必要がありま
す。

プロジェクトに指定したターゲットの FPGA デバイスが、ターゲットとする開発キットのデバイスと一致
することを確認します。この 2 つのデバイスは同一である必要があります。Assignments > Device
をクリックし、ターゲットデバイスを表示します。

Programmer のバージョンは、一致し
ている必要があります。

Intel Quartus Prime Programmer を使用して PR プログラミングを行う場合、Programmer のバ
ージョンとコンパイルに使用するインテル Quartus Prime のバージョンが一致していることを確認しま
す。あるマシンでコンパイルしてから、別のマシンでコンパイルするっときにインテル Quartus Prime 開
発ソフトウェアの異なるバージョンを使用すると、Programmer とインテル Quartus Prime 開発ソフ
トウェアの間で不一致が発生することがあります。ソフトウェアのバージョンの一致は、インテル Stratix
10 およびインテル Agilex デザインの場合、特に重要です。これは、PR コンフィグレーション・ハードウェ
アの依存関係が Programmer 内部にあるためです。

より低い JTAG クロック周波数を指定
します。

JTAG クロック周波数を 6MHz に下げます。
1. Programmer ウィンドウで、Hardware Setup をクリックしてから、 インテル FPGA ダウンロ

ード・ケーブル II をプログラミング・ハードウェアとして選択します。
2. Hardware frequency には、24000000 (24Mhz) から 6000000 (6Mhz) の値を指定しま

す。
continued...   
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PR プログラミング・ガイドライン 説明

すべてのリビジョンのタイミングを収束
します。

各プロジェクト・リビジョンでデザインのコンパイル後にタイミングが収束したことを確認します。
1. Compilation Report で、Timing Analyzer > Slow 900mV 100C Model フォルダーを

展開し、Setup Summary、Hold Summary、Recovery Summary、Removal Summary、およ
び Minimum Pulse Width Summary レポートを表示します。各レポートで負の Slack 値によっ
て示されるタイミング違反がないことを確認します。

2. ステップ 1 を繰り返して、タイミング収束を Slow 900mV 0C Model、Fast 900mV 100C
Model、Fast 900mV 0C Model で確認します。デザインのタイミングが収束するのは、クロック
に対して負の Slack 値がレポートにない場合です。

Negative slack indicates 
timing violation

3. ステップ 1 と 2 を PR デザインの各プロジェクト・リビジョンに対して繰り返します。

注意: Single Event Upset (SEU) 検出を使用しているインテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザ
インの PR 動作中にエラーが発生した場合、PR 領域はフリーズして機能は停止し、PR 領域がカバーす
るすべてのセクターで SEU 検出がディスエーブルされます。Avalon-ST ステータス・インターフェイスま
たは Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP の Avalon-MM レジスターマップでは、こ
のエラーステータスを反映します。このエラーを解決して SEU 検出を復元するには、別の PR 動作を実
行し、有効な PR ビットストリームをリロードします。
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1.14. PR デザインのバージョン互換コンパイル・データベースのエクスポート

バージョン互換データベースを使用して、PR デザインのベースリビジョンを新しいバージョンのインテ
ル Quartus Prime 開発ソフトウェアにインポートし、PR リビジョンをソフトウェアの新しいバージョ
ンでコンパイルします。このときスタティック領域の再コンパイルは不要です。

この手法が役立つのは、PR 実装リビジョンのビットストリームのコンパイルおよび生成を 新バージョ
ンのインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用して行う場合です。コンフィグレーション・ビット
ストリームはバージョン互換ではないため、同じバージョンのインテル Quartus Prime 開発ソフトウ
ェアのすべてのビットストリームを生成する必要があります。

ベースリビジョンをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの新しいバージョンに移行した後 、生
成するビットストリームと互換性があるのは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの同じバージ
ョンを使用した PR 実装コンパイルからのビットストリームのみです。このビットストリームは、以前のバ
ージョンのインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの PR ビットストリームとは互換性がありませ
ん。

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 19.1 では、次のソフトウェ
アのバージョンおよびデバイスの PR デザインのバージョン互換データベースをサポートします。

表 12. PR デザインに対するバージョン互換コンパイル・データベースのデバイスおよびソフ
トウェア・バージョンのサポート

インテル Quartus
Prime プロ・エディシ
ョン 開発ソフトウェア
のエクスポート・バージ

ョン

インテル Quartus
Prime プロ・エディシ
ョン開発ソフトウェア
のインポート・バージョ

ン

インテル Stratix 10 およびインテ
ル Agilex デバイス

インテル Arria 10 およびインテル
Cyclone 10 GX デバイス

18.0 19.1 サポートなし すべてのデバイスをサポートします

18.1 19.1 • 1SG250L
• 1SG280H_S2
• 1SG280L
• 1SG280L_S3
• 1SX250L
• 1SX280L
• 1SX280L_S3

すべてのデバイスをサポートします

次のトピックでは、バージョン互換データベースの生成フローおよび手順について説明します。

PR デザインのバージョン互換データベースのフロー (61 ページ)

PR デザインのバージョン互換コンパイル・データベースの生成 (61 ページ)

関連情報
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

バージョン互換コンパイル・データベースのファイル生成に関する詳細について説明しています。
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1.14.1. PR デザインのバージョン互換データベースのフロー

単一の PR 領域を含むデザインの移行に伴う手順の概要は次のとおりです。このセクションでは、その手
順についてさらに詳しく説明します。

1. 初に、ベースリビジョンの初期コンパイルをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバー
ジョン N で実行します。

2. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N でデザイン全体のバージョン互換デ
ータベースをエクスポートします 。

3. バージョン互換データベースをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N+M に
インポートします。

4. ベースリビジョン .sof ファイルおよびビットストリームを Intel Quartus Prime Assembler
のバージョン N+M で生成します 。

5. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N+M のスタティック領域 .qdb をエ
クスポートします。

6. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N+M で PR 実装のコンパイルを実行し
ます。

注意: インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン (N+M) で使用するすべての PR ビットスト
リームを生成してください。これには、フルチップ・コンフィグレーション・ビットストリームおよび PR ビ
ットストリーム .rbf が含まれます。

図 -40: スタティック領域の移行 (単一の PR 領域を新しいバージョンでコンパイルした場合）

Static
Region 
(RTL)

chip_top Version N

Static
Region
(.qdb)

chip_top Version N

PR Region A
Version N+M

PR Region A
Version N

Export Design

1.14.2. PR デザインのバージョン互換コンパイル・データベースの生成

次の手順に従って、PR デザインのバージョン互換コンパイル・データベースを生成します。

1. コンパイル済みのデザイン全体をインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N か
らエクスポートします。Project > Export Design をクリックするか、次のコマンドラインを入
力します。

quartus_cdb <project> -c <base_revision> --export_design --snapshot final \ 
--file <base_revision>.qdb

2. コンパイル済みのデザインをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン N+M にイ
ンポートします。Project > Import Design をクリックするか、次のコマンドラインを入力しま
す。

quartus_cdb <project> -c <base_revision_import> --import_design --file \ 
<base_revision>.qdb
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注
意: 

可能な場合は、デザインのインポート先は、ベースデザインのコンパイルに使用する作業ディ
レクトリーとは別のディレクトリーにします。同じディレクトリーをインポートとコンパイル、お
よびベースデザインに使用しなければならない場合は、そのデザインを qdb/* を含めてア
ーカイブして、コンパイル済みデザインのバックアップ・コピーを作成します。 または、ディスク
上のディレクトリーとサブディレクトリーをすべてコピーします。古いデータベース・ディレクト
リー qdb/* およびすべてのビットストリーム関連ファイル (*.sof *.msf *.pmsf) も
削除する必要があります。

3. Fitter のファイナライズ・ステージをインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア
のバージョン N+M で再実行します。Processing > Start > Start Fitter (Finalize)をク
リックするか、次のコマンドラインを入力します。

quartus_fit <project> -c <base_revision_import> --finalize

4. Assembler をインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン N+M
で実行し、ブルー・ビットストリームを再生成するには、Processing > Start > Start
Assembler をクリックするか、次のコマンドラインを入力します。

quartus_asm <project> -c <base_revision_import>

5. インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン N+M のスタティック
領域 .qdb をエクスポートするには、Project > Export Design Partition をクリックする
か、次のコマンドラインを入力します。

quartus_cdb <project> -c <base_revision_import> --export_block \ 
root_partition --snapshot final --file <static.qdb>

6. 各実装リビジョンのコンパイルをインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアの
バージョン N+M で実行します。前のステップでエクスポートしたスタティック・リビジョン .qdb
を使用します。

quartus_sh –flow compile <project> –c <impl_rev>

1.15. パーシャル・リコンフィグレーション・デザインの作成の改訂履歴

ドキュメントのバージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2020.05.11 20.1 • インテル Cyclone 10 GX およびインテル Arria 10 デバイスに対する PR ビットス
トリームの互換性チェックの手順の説明を更新しました。

2020.04.13 20.1 • 「パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリーム互換性チェック」のトピックの
要件を更新しました。

• 「パーシャル・リコンフィグレーション・デザインのタイミング解析」のトピックに時間借
用に関する注記を追加しました。

• HPR デザインでは PR セキュリティー・ビットストリーム検証をサポートしていないこ
とを示す注記を追加しました。

2019.11.18 19.3.0 • 「PR 領域を新しいソフトウェア・バージョンに移行する」というタイトルを「PR デザイ
ンのバージョン互換コンパイル・データベースのエクスポート」に変更し、例を一般的
し、INI 要件を削除しました。
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ドキュメントのバージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2019.09.30 19.3.0 • インテル Cyclone 10 GX およびインテル Agilex PR デザインに対するコンパイル
サポートを追加しました。

• IP 名を「Partial Reconfiguration Controller Intel Stratix 10 FPGA IP」から
「Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP」に更新し、インテル Agilex
デザインを包含しました。

• 「クロック・ゲーティング」のトピックの表現を更新し、明確にしました。
• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP の

「パラメーター」のトピックに拡張解凍のサポートに関する注記を追加しました。

2019.06.10 19.1.0 • PRESERVE_FANOUT_FREE_NODE の合成に関する詳細を「パーシャル・リコンフ
ィグレーション・デザイン・ガイドライン」に追加しました。

2019.04.22 19.1.0 • インテル Cyclone GX デバイスの POF 生成のサポートに対応していることを示しま
した。

• 「PR 移行フロー」のトピックのコード例を修正しました。

2019.04.01 19.1.0 • PR デザインのスタティック領域のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの新し
いバージョンへの移行について説明しました。

• 新機能「PR ビットストリームのセキュリティー検証」について説明しました。
• output_files からプロジェクト・ディレクトリーへの自動エクスポートの新しい場所に

ついて説明しました。

2018.12.30 18.1.1 • 「パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリーム互換性チェック」および PR 領
域の制限について説明しました。

2018.10.24 18.1.0 • 「PR ファイル管理」のトピックを追加しました。
• 「パーシャル・リコンフィグレーション・デザイン・ガイドライン」の 1 番目のガイドライン

を更新しました。

2018.09.24 18.1.0 • 「デザイン・パーティションのエクスポート」で .qdb のパーティションの自動エクスポ
ートについて説明しました。

• 必要とされるアサインメントの詳細を「ステップ 6 : ペルソナのリビジョンの作成」に
追加しました。

• 配置されたスナップショットへの参照を削除しました。合成スナップショットおよび
終スナップショットのみがサポートされています。

• デザイン・パーティションの設定の表のエンティティーの再バインドオプションの説明
を修正しました。

• リビジョンを作成するためのコマンドラインの説明を追加しました。
• インテル Cyclone 10 GX デバイスに対する PR コンパイル・フローのサポートを記

載しました。
• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10 FPGA IPの名前を Partial

Reconfiguration Controller Intel Arria 10 FPGA IP に更新しました。
• 「行クロック領域境界の表示」を追加しました。
• 「追加クロックおよびその他のグローバル配線のプランニング」を追加しました。

2018.07.18 18.0.0 • PR ペルソナ・スイッチングのシミュレーションの図で信号を修正しました。

2018.06.18 18.0.0 • 構文エラーを修正し、集計リビジョンでのタイミング解析の実行に注記を追加しまし
た。

2018.05.29 18.0.0 • Design Partitions Window でルート・パーティション階層パスを識別する「|」の説
明を追加しました。

• 集計リビジョンでのタイミング解析の実行の .qsf アサインメントを明確にしました 。

2018.05.07 18.0.0 • 新しい Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel
Stratix 10 FPGA IP の説明を追加しました。

• 廃止された合成のみリビジョンおよび対応するペルソナの説明を削除しました。 新
の簡略化されたフローの説明に置き換えました。

• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10 FPGA IPおよび Partial
Reconfiguration Controller Intel Stratix 10 FPGA IP の名前を更新しました。

• デザイン・パーティション設定のトピックを追加しました。
continued...   
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ドキュメントのバージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

• PR パーティションの初期条件の評価のトピックを追加しました。
• PR プログラミング・エラーの回避のトピックを追加しました。
• qcrypt の非互換性について「ビットストリームの互換性チェックのイネーブル」と回避

策で説明しました。
• 新しいパーシャル・リコンフィグレーション・ユーザーガイドに章として追加しました。
• 集計リビジョンでのタイミング解析の実行のトピックでコマンドライン構文を更新し

ました。
• 廃止された HPR フロースクリプト情報を削除し、AN826: Hierarchical Partial

Reconfiguration Tutorial for Intel Stratix 10 GX FPGA Development
Board にリンクしました。

• インテル Stratix 10 デザインで SEU 検出を使用する場合の PR エラー後の回復に
関する注記を追加しました。

2017.11.06 17.1.0 • インテル Stratix 10 デバイスのパーシャル・リコンフィグレーションのサポートを追
加しました。

• Intel Partial Reconfiguration Controller IP、SUPR、HPR、および SDM の説明
を用語リストに追加しました。

• 新のインテルブランドおよびソフトウェア・ユーザー・インターフェイスに更新しまし
た。

2017.05.08 17.0.0 • 階層型パーシャル・リコンフィグレーションに関する情報を追加しました。
• 新しいトピック「パーシャル・リコンフィグレーションのシミュレーションと検証」を追

加しました。
• 新しいトピック「複数の PR パーティションを持つデザインでのタイミング解析の実

行」を追加しました。
• PR 領域のフリーズロジックを更新しました。
• 新しいトピック Signal Tap Logic Analyzer を使用したデバッグを追加しました。
• その他の軽微な更新を行いました。

10.31.2016 16.1.0 • 初版
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2. パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP 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に含まれる次のインテル FPGA IP コア
によって、パーシャル・リコンフィグレーションの実装が簡素化されます。

これらの IP コアのうち 1 つ以上をインスタンス化して、デザインに PR 機能のハンドシェイクを実装し、
ロジックをフリーズします。または、独自の PR ハンドシェイクを作成し、PR 領域とインターフェイス接続
するロジックをフリーズします。

表 13. パーシャル・リコンフィグレーション IP コア

Intel FPGA IP 説明 使用方法

Partial Reconfiguration
Controller Intel FPGA IP

インテル Stratix 10 またはインテル Agilex のパーシャル・リコン
フィグレーション・ビットストリームを送信する専用の IP コンポーネ
ント。PR ビットストリームでは、リコンフィグレーションを実行する
ために、FPGA の CRAM ビットを調整します。

インテル Stratix 10 また
はインテル Agilex FPGA
ごとに 1 つのインスタンス

Partial Reconfiguration External
Configuration Controller Intel
FPGA IP

専用 PR ピンを介した外部ソース経由のインテル Stratix 10 およ
びインテル Agilex FPGA パーシャル・リコンフィグレーションをサ
ポートする IP コンポーネント。(5)

インテル Stratix 10 また
はインテル Agilex FPGA
ごとに 1 つのインスタンス、
外部コンフィグレーション

Partial Reconfiguration
Controller Intel Arria 10/Cyclone
10 FPGA IP

パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームをインテル
Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX FPGA に送信する専用
の IP コンポーネント。PR ビットストリームでは、リコンフィグレーシ
ョンを実行するために、FPGA の CRAM ビットを調整します。

インテル Arria 10 または
インテル Cyclone 10 GX
FPGA ごとに 1 つのインス
タンス、内部または外部コン
フィグレーション

Partial Reconfiguration Region
Controller Intel FPGA IP

PR 領域とのハンドシェイクを制御するブロックへの標準 Avalon®

Memory Mapped (Avalon-MM) インターフェイスを提供します。
PR 領域の停止、リセット、および再起動が、PR ハンドシェイクに従っ
て行われることを保証します。

PR 領域ごとに 1 つのインス
タンス

Avalon-MM Partial
Reconfiguration Freeze Bridge
Intel FPGA IP

Avalon-MM インターフェイスの PR 領域にフリーズ機能を提供し
ます。

各 PR 領域の各インターフ
ェイスに 1 つのインスタンス

Avalon-ST Partial
Reconfiguration Freeze Bridge
Intel FPGA IP

Avalon Streaming (Avalon-ST) インターフェイスの PR 領域に
フリーズ機能を提供します 。

各 PR 領域の各インターフ
ェイスに 1 つのインスタンス

2.1. 内部および外部 PR ホスト・コンフィグレーション

PR の実行には、コアリソースにある内部ホスト、または専用デバイスピンを介した外部ホストを使用し
ます。内部ホストを使用すると、PR ホストロジックを外部デバイスではなく、FPGA デバイス上に格納し
ます。PR ホストは、単純なハンドシェイクとデータ転送を介して制御ブロックとインターフェイス接続し
ます。

(5) インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR デザインのコンパイルをインテル
Agilex デバイスに対してサポートしていますが、インテル Agilex PR ビットストリームの生成は未サポートです。
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図 -41: Intel Arria 10 または Intel Cyclone 10 GX Partial Reconfiguration IP コンポーネント
(内部ホスト)
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図 -42: Intel Stratix 10 または Intel Agilex Partial Reconfiguration IP コンポーネント (内部
ホスト)
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図 -43: マイクロコントローラー外部ホストを使用したパーシャル・リコンフィグレーション (インテル Arria
10 またはインテル Cyclone 10 GX デバイス)
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図 -44: HPS 内部ホストを使用したパーシャル・リコンフィグレーション (インテル Arria 10 またはインテル
Cyclone 10 GX デバイス)
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関連情報
AN 784: PCI Express リファレンス・デザインを使用したインテル Arria 10 デバイスのパーシャル・リ
コンフィグレーション

2.2.  Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP では、インテル Stratix 10 およびインテル
Agilex デザインのパーシャル・リコンフィグレーション機能を提供しています。この IP コアでは、FPGA
セキュア・デバイス・マネージャー (SDM) への標準インターフェイスを提供し、 大クロック周波数は
200 MHz です。(6)

図 -45: Intel Stratix 10 および Intel Agilex Partial Reconfiguration Controller (Avalon-
ST インターフェイス)
(7)
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注意: Single Event Upset (SEU) 検出を使用したインテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザイン
の PR 動作中にエラーが発生した場合は、PR 領域はフリーズし、機能しなくなり、PR 領域内のすべての
セクターおよび PR 領域に隣接する一部のセクターで SEU 検出がディスエーブルされます。このエラー
を解決し、影響を受けたエリアの SEU 検出を復元するには、チップ全体のコンフィグレーションを実行
します。

2.2.1. メモリーマップ

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP は次のメモリーマップを備えています。

(6) インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、インテル Agilex デバイスの PR デザインの
コンパイルをサポートしていますが、インテル Agilex PR ビットストリームの生成は未サポートです。

(7) Avalon-MM インターフェイスのバリアントも使用可能です。
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表 14. Avalon-MM スレーブ・メモリー・マップ

名前 アドレスオフセ
ット

幅 アクセス 説明

PR_DATA 0x00 32 Write このアドレスへのすべてのデータ 書き込みは、このビットストリー
ムが IP コアに送られることを示します。
幅の設定には Input data width パラメーターを使用します。

PR_CSR 0x01 32 読み出しまたは
書き込み

次のオフセットビットを持つコントロール・ステータス・レジスター :
• 31 - 6 : 予約済み。
• 5 : irq 信号マスクビットの読み出し/書き込み。1 をこのビッ

トイネーブル irq 信号に書き込み、0 を書き込み、irq 信号
をディスエーブルします。

• 4 : irq 信号の読み出し/クリア。エラーが発生すると、irq
信号がアサートされます。Master はステータス信号を読み出
し、1 このビットに書き込みによって割り込みをクリアする必要
があります。

• 3 - 1 : ステータス 信号の読み出し専用。
• 0 : pr_start 信号の読み出し/書き込み。フローの合理化

のため、IP コアは、信号のアサート後 1 クロックサイクルで値
0 に自動的にデアサートします。

PR_SW_VER 0x02 32 読み出し 読み出し専用 SW バージョンレジスター。レジスターは現在
0xBA500000 です。

注意: IP コアのインスタンス化のガイドラインについては、デバイス・コンフィグレーションの適切なユーザー
ガイドを参照してください。

関連情報
• Avalon インタフェースの仕様書

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

• インテル Stratix 10 コンフィグレーション・ユーザーガイド

• Intel Agilex Configuration User Guide

2.2.2. パラメーター

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP では、次のパラメーターのカスタマイズをサポ
ートします。

表 15. Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP のパラメーター設定

パラメーター 値 説明

Enable Avalon-ST
or Avalon-MM
slave interface

Avalon-ST/
Avalon-MM

コントローラーの Avalon-ST または Avalon-MM スレーブ・インターフェイスをイネーブル
します。

Input data width <ビット> コントローラのデータ・コンジット・インターフェイスのサイズをビット単位で指定します。この
IP でサポートするデバイス幅は 32 と 64 です。

Enable interrupt
interface

Yes/No 互換性のないビットストリーム CRC_ERROR、PR_ERROR、または正常なパーシャル・リコ
ンフィグレーションを検出するための割り込みアサートをイネーブルします。割り込み時に
PR_CSR[4:2] のステータスを照会します。1 を PR_CSR[5] に書き込み、割り込みをク
リアします。必ず Avalon-MM スレーブ・インターフェイスと一緒に使用してください。

Enable protocol
error

CSR レジスターからエラービットを読み出します。
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図 -46: パラメーター・エディター

2.2.3. ポート

Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP には次のインターフェイス・ポートが含まれま
す。

図 -47: Avalon-ST シンク・インターフェイス・ポート
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図 -48: Avalon-MM スレーブ・インターフェイス・ポート

表 16. クロック/リセットポート

ポート名 幅 入力/出力 機能

reset 1 入力 PR Controller IP コアの非同期リセット。パーシャル・リコンフィグレー
ション動作中に PR Controller IP コアをリセットすると、デバイスがロ
ックアップする可能性があります。

clk 1 入力 PR Controller IP コア用への入力クロック
入力クロックはフリーランニングでなければなりません。IP コアの 大
クロック周波数は 200 MHz です。

表 17. Avalon-ST スレーブ・インターフェイス・ポート
この表のポートが使用可能なのは、Avalon-ST スレーブ・インターフェイスがイネーブルになっている場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

pr_start 1 入力 このポートに到達した信号が High にアサートされると、PR
イベントが開始されます。PR 動作が終了する前に、この信号
を 低 1 クロックサイクルの間 High にアサートし、Low に
デアサートする必要があります。

avst_sink_data[] 32|64 入力 Avalon-ST データ信号。clk 信号の立ち上がりエッジと同
期します。Input data width パラメーターでこのポート
幅を指定します。

avst_sink_valid 1 入力 Avalon-ST データ有効信号。avst_sink_data ポート
に有効なデータが含まれていることを示します。

avst_sink_ready 1 出力 Avalon-ST レディ信号。デバイスが、avst_sink_valid
信号が High にアサートされるときはいつでも
avst_sink_data ポートのストリーミング・データを読み
出す準備ができていることを示します。このポートが Low の
場合は、有効データの送信を停止します。

status[2..0] 3 出力 3 ビットのエラー出力。PR イベントのステータスを示します。
出力が次のように High にラッチされると、出力をリセットで
きるのは、次の PR イベントの開始時のみです。
3’b000 – power-up nreset asserted

3’b001 – configuration system is busy

3’b010 – PR operation is in progress

3’b011 – PR operation successful

3’b100 – PR_ERROR is triggered

3’b101 – Reserved

continued...   
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ポート名 幅 入力/出力 機能

3'b110 – Reserved

3'b111 – Reserved

protocol_error 1 出力 CSR レジスターからエラービットを読み出します。

表 18. Avalon-MM スレーブ・インターフェイス・ポート
この表のポートが使用可能なのは、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスがイネーブルになっている場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

avmm_slave_address 4 入力 ワード・アドレッシング単位の Avalon-MM アドレスバス。

avmm_slave_read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御。

avmm_slave_readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス。

avmm_slave_write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御。

avmm_slave_writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス。

avmm_slave_waitrequest 1 出力 アサートされると、IP がビジー状態であり、読み出しまたは書き
込みに対応できないことを示します。

irq 1 出力 Enable interrupt interface パラメーターをイネーブルし
たときの割り込み信号。

2.2.4. タイミング仕様

次のタイミング図で示すのは、Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP を使用した PR
動作です。status[2:0] 出力信号では、動作が成功したか失敗したかを示します。PR 動作は、
pr_start 信号のアサート時に開始されます。status[] 信号を監視して、PR 動作の終了を検出し
ます。

図 -49: タイミング仕様
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pr_start
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avst_sink_valid

avst_sink_ready

status[2:0]

00000000 12345678 . . 78123456 FFFFFFFF

0 2 3

x5 5

Power-Up Reset PR Operation Begins PR Operation End

2. パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP ユーザーガイド
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

72

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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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


2.3. Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10
FPGA IP

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP で提供する標準インタ
ーフェイスは、PR 制御ブロックのパーシャル・リコンフィグレーション機能に対するものです。この IP コ
アを使用して、PR 制御ブロック・インターフェイスの手動インスタンス化を回避します。 Partial
Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP では、 大クロック周波数
100MHz のインテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR デザインをサポートします。

図 -50: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP
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2.3.1. スレーブ・インターフェイス

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPで提供する Avalon-
MM スレーブ・インターフェイスでは、PR コンフィグレーション・レジスターに対する読み出しおよび書き
込みを行います。

表 19. データ/CSR メモリー・マップ・フォーマット

名前 アドレスオフセット アクセス 説明

PR_DATA 0x00 書き込み このアドレスへのすべてのデータ write は、このビットストリームが
IP コアに送られることを示します。
read このアドレスで実行すると、すべて 0 が返されます。

PR_CSR 0x01 読み出しまたは書き
込み

コントロール・レジスターおよびステータスレジスター。

Version
Register

0x02 読み出し専用 読み出し専用 SW バージョンレジスター。レジスターは現在
0xAA500003 です。

PR Bitstream ID 0x03 読み出し専用 読み出し専用 PR POF ID レジスター。
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表 20. PR_CSR コントロール・レジスターおよびステータスレジスター

ビットオフセット 説明

0 pr_start 信号のコントロール・レジスターを読み書きします。pr_start 信号の詳細に関してはポート
(78 ページ) を参照してください。
pr_start = PR_CSR[0]

IP によって PR_CSR[0] が値 0 に自動アサートされるのは、PR_CSR[0] がアサートしてから 1 クロック
サイクル後です。これにより、 このレジスターの手動アサートおよびデアサートを回避するフローが合理化さ
れ、pr_start 信号を制御します。

1 予約済み。

2-4 status[2:0] 信号の読み出し専用ステータスレジスター。
PR_CSR[4:2] = status[2:0]

ステータス信号の詳細については、ポート (78 ページ) を参照してください。

5 割り込みのためのビットの読み出しおよびクリア。
割り込みインターフェイスをイネーブルした場合、このビットを読み出すと、irq 信号の値が返されます。1 を
書き込むと、割り込みがクリアされます。
割り込みインターフェイスをディスエーブルした場合、このビットを読み出すと常に値 0 が返されます。

0-31 予約済みビット。Avalon-MM データバス幅に依存します。

関連情報
• Avalon インタフェースの仕様書

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

2.3.2. リコンフィグレーション・シーケンス

パーシャル・リコンフィグレーションは、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスを介して次のシーケンス
で行われます。

1. Avalon-MM マスター・コンポーネントでは、0x01 を IP アドレスオフセット 0x1 に書き込み、PR
動作をトリガーします。

2. 必要に応じて、ステータスレジスターを PR Operation in Progressになるまでポーリン
グします。ポーリングを行わない場合、 初のワードは waitrequest になります。

3. Avalon-MM マスター・コンポーネントでは、PR ビットストリームがすべて書き込まれるまで、PR ビ
ットストリームを IP アドレスオフセット 0x0 に書き込みます。拡張解凍がオンの場合、
waitrequest は、PR 動作中はアクティブになります。マスターでスレーブ・インターフェイスか
らの waitrequest を処理できることを確認します。

4. Avalon-MM マスター・コンポーネントは、IP アドレスオフセット 0x1 からデータを読み出し、
status[2:0] 値を確認します。必要に応じて、Avalon-MM マスター・コンポーネントは、この
IP の status[2:0] を PR 動作中に読み出し、PR_ERROR などの初期障害を検出します。

2.3.3. 割り込みインターフェイス

Avalon Memory Mapped Slave インターフェイスをイネーブルした場合、オプションの Partial
Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPの割り込みインターフェイスを
使用できます。

IP コアによって次のイベント中に irq がアサートされます。
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表 21. 割り込みインターフェイス・イベント

ステータスコード イベント

3'b001 PR_ERROR が発生しました。

3'b010 CRC_ERROR が発生しました。

3'b011 IP コアは、互換性のないビットストリームを検出します。

3'b101 正常な PR 動作の結果。

IRQ がアサートすると、マスターでは次のうち 1 つ以上を実行します。

• PR IP コアのステータスを照会します。PR_CSR[4：2]。
• エラーレポートなどのアクションを実行します。

• 割り込みが処理されたら、「1」を PR_CSR[5] に書き込んで割り込みをクリアします。
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2.3.4. パラメーター

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPでは、次のパラメータ
ーのカスタマイズをサポートします。

表 22. パラメーターの設定

パラメーター 値 説明

Use as partial
reconfiguration
internal host

On|Off コントローラーを内部ホストとして使用できるようにします。このオプションをイネーブルす
ると、prblock および crcblock WYSIWYG がデザインの一部として自動インスタン
ス化されます。コントローラーを外部ホストとして使用するには、このオプションをディスエー
ブルします。追加のインターフェイス信号を専用パーシャル・リコンフィグレーション・ピンに
接続します。

Enable JTAG debug
mode

On|Off インテル Quartus Prime Programmer によるコントローラーへのアクセスをイネーブル
して、JTAG インターフェイスを介したパーシャル・リコンフィグレーションに使用します。

Enable Avalon-MM
slave interface

On|Off コントローラーの Avalon-MM スレーブ・インターフェイスをイネーブルします。この設定が
Off の場合、IP コントローラーでは、コンジット・インターフェイスをイネーブルします。

Enable interrupt
interface

On|Off 割り込みアサートをイネーブルし、互換性のないビットストリーム CRC_ERROR、
PR_ERROR、または正常なパーシャル・リコンフィグレーションを検出します。割り込み時に
PR_CSR[4:2] のステータスを照会します。PR_CSR[5] に 1 を 書き込み、割り込みを
クリアします。必ず Avalon-MM スレーブ・インターフェイスと一緒に使用してください。

Enable freeze
interface

On|Off コントローラーのシングルビット・フリーズ・インターフェイスをイネーブルします。このインタ
ーフェイスは、パーシャル・リコンフィグレーション動作のために、デザインの任意の領域がア
クティブであるか、フリーズされているかを識別します。このインターフェイスをオフのままに
して、Partial Reconfiguration Region Controller IP からフリーズ・インターフェイスを
使用します。

Enable bitstream
compatibility check

On|Off 外部ホストからのパーシャル・リコンフィグレーション動作中のビットストリームの互換性チ
ェックをイネーブルします。ビットストリーム互換性チェックは、内部ホストによるパーシャ
ル・リコンフィグレーションを使用すると自動的にイネーブルになります。外部ホストによる
パーシャル・リコンフィグレーションに対してこのオプションをイネーブルする場合、パーシャ
ル・リコンフィグレーション・ビットストリーム ID 値を指定します。

PR bitstream ID <32 ビット整数> 外部ホストのパーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリーム ID の符号付き 32 ビッ
ト整数値を指定します。この値は Compiler によりターゲットのパーシャル・リコンフィグレ
ーション・デザインにに対して生成されるパーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリー
ム ID と一致させてください。Assembler レポート (.asm.rpt) でターゲットのパーシャ
ル・リコンフィグレーション・デザイン・ビットストリーム ID を見つけます。

Input data width 1|8|16|32 コントローラーのデータ・コンジット・インターフェイスのサイズをビット単位で指定します。エ
ラー検出 CRC の要件 (77 ページ) を参照してください 。

Clock-to-data ratio 1|4|8 パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームのデータタイプに対応する clock-to-
data 比を指定します。 ビットストリーム暗号化の clock-to-data (CD) 比と圧縮の有効な
組み合わせの表を参照してください。

Divide error detection
frequency by

1..256 内部クロックの除算値を指定します。この値によって、エラー検出 CRC の頻度が決まります。
除算値は 2 の累乗にしてください。デバイスのドキュメントを参照して、選択したデバイスの
内部クロックの周波数を確認します。エラー検出 CRC の要件 (77 ページ) を参照してくだ
さい。

Enable enhanced
decompression

On|Off パーシャル・リコンフィグレーション・ビットストリームの拡張解凍をイネーブルします。
注意: 拡張解凍は、暗号化とは同時に使用できません。拡張解凍が使用可能なのは、

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPの
みです。
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表 23. 詳細設定

パラメーター 値 説明

Auto-instantiate
partial
reconfiguration
control block

On|Off パーシャル・リコンフィグレーション制御ブロックをコントローラーに自動的に含めます。コ
ントローラーを内部ホストとして使用する場合は、このオプションをディスエーブルし、パー
シャル・リコンフィグレーション・ブロックを他の IP コアと共有します。パーシャル・リコンフィ
グレーション制御ブロックを手動でインスタンス化し、関連する信号をコントローラーに接
続することもできます。

Auto-instantiate CRC
block

On|Off コントローラー内に CRC ブロックを自動的に含めます。同じ PR デザインで Single Event
Upset (SEU) IP を使用する予定がない場合は、このオプションをイネーブルのままにして
おきます。このオプションをディスエーブルすると、IP 生成によって crc_error_pin が
エクスポートされ、手動でインスタンス化した外部 CRC ブロックへの手動接続に使用されま
す。このオプションをディスエーブルして、エクスポートされた crc_error_pin をフロー
ティングのままにしておくと、予期しない crc_error_pin が原因で PR 動作が不確定に
なります。

Generate timing
constraints file

On|Off 適切な Synopsys Design Constraints (.sdc) ファイルを自動生成し、コントローラー
のタイミングを制約します。タイミング制約を別のファイルで提供する場合は、このオプショ
ンをディスエーブルします。

図 -51: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP パラメータ
ー・エディター

2.3.4.1. エラー検出 CRC の要件

次に説明するのは、さまざまな PR コンフィグレーション方法とパラメーターの組み合わせを使用してエ
ラー検出 CRC オプションをイネーブルするための要件です。Assignments > Device > Device
& Pin Options > Error Detection CRC > Enable Error Detection Check をクリック
し、PR ビットストリーム生成の前に EDCRC をイネーブルします。
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注意: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPを使用する際、Input
data width が 32 ビットで、Passive Parallel x1、x8、または x16 コンフィグレーションの場合、
Enable Error Detection Check オプションはオンにし、Divide error detection
frequency by の値は２または４にしてください。

注意: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPを使用する際、Input
data width が 32 ビットで、Passive Parallel x32 コンフィグレーションの場合、PR では、Enable
Error Detection Check のオンまたはオフをサポートします。Enable Error Detection
Check がオンの場合、PR では、Divide error detection frequency by のいずれの値もサポー
トします。

注意: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPを使用する際、Input
data width が 16 ビットで、Passive Parallel x1、x8、x16、または x32 コンフィグレーションの場
合、PR では、Enable Error Detection Check オンまたはオフをサポートします。Enable Error
Detection Check がオンの場合、PR では、Divide error detection frequency by のいずれ
の値もサポートします。

表 24. Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP エラー検出
CRC (EDCRC) 要件一覧

PR IP 入力データ幅 コンフィグレーション・モード Enable Error
Detection Check

PR サポート

1、8、16 Passive Parallel x1、x8、x16 オフ サポートあり

1、8、16 Passive Parallel x1、x8、x16 オン Divide error detection
frequency by のいずれの
値でもサポートあり

32 Passive Parallel x1、x8、x16 オフ サポートなし

32 Passive Parallel x1、x8、x16 オン Divide error detection
frequency by の値が 2 ま
たは 4 の場合のみサポートあ
り

1、8、16、32 Passive Parallel x32 オフ サポートあり

1、8、16、32 Passive Parallel x32 オン Divide error detection
frequency by のいずれの
値でもサポートあり

2.3.5. ポート

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPには次のインターフェ
イス・ポートが含まれます。

2. パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP ユーザーガイド
683834 | 2020.05.11

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

フィードバック

78

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%20%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%20(683834%202020.05.11)%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 -52: Partial Reconfiguration Controller インターフェイス・ポート (内部ホスト)

図 -53: Partial Reconfiguration Controller インターフェイス・ポート (外部ホスト)
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表 25. クロック/リセットポート

ポート名 幅 入力/出力 機能

nreset 1 入力 PR Controller IP コアの非同期リセット。パーシャル・リコンフィグレー
ション動作中に PR Controller IP コアをリセットすると、撤回シーケン
スが開始されます。

clk 1 入力 PR Controller IP コアへのユーザー入力クロック。IP コアの 大クロ
ック周波数は 100MHz です。
IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を無視します。

表 26. フリーズ・インターフェイス・ポート

ポート名 幅 入力/出力 機能

freeze 1 出力 アクティブ High 信号。パーシャル・リコンフィグレーションが行われて
いる領域の PR インターフェイス信号をフリーズします。この信号のデア
サートは、PR 動作の終了を示します。
Partial Reconfiguration Controller IP freeze 信号ではなく
Partial Reconfiguration Region Controller IP を使用します。

表 27. コンジット・インターフェイス・ポート
この表のポートが使用可能なのは、Enable Avalon-MM slave interface が Off の場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

pr_start 1 入力 このポートでの 0 から 1 への遷移により、PR イベントが開始されます。
少なくとも 1 クロックサイクルの間、この信号を High にアサートし、PR
動作が終了する前に Low に信号をデアサートする必要があります。この
動作により、PR Controller IP コアでは、freeze 信号が Low の場
合、次の pr_start トリガーイベントを受け入れる準備が整います。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を無視し
ます。

data[] 1、8、16、または 32 入力 選択可能な入力 PR データバス幅、x1、x8、x16、または x32。
PR イベントがトリガーされると、PR イベントが clk 信号の立ち上がり
エッジと同期するのは、data_valid 信号が High で、
data_ready 信号が High の場合です。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を無視し
ます。

data_valid 1 入力 このポートでの 0 から 1 への遷移は、data[] ポートに有効なデータ
が含まれていることを示します。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を無視し
ます。

data_ready 1 出力 このポートでの 0 から 1 への遷移は、data_valid 信号が High に
アサートされたときはいつでも、PR Controller IP コアが data[] ポ
ート上の有効なデータを読み出す準備が整っていることを示します。この
ポートが Low の場合、データ送信側は有効なデータの送信を停止する
必要があります。
この信号は、JTAG デバッグ動作中に Low にデアサートします。

status[2..0] 1 出力 3 ビット出力。PR イベントのステータスを示します。IP によってエラー
(PR_ERROR、 CRC_ERROR、または互換性のないビットストリーム・エ
ラー) が検出されると、この信号は High にラッチします。この信号がリ
セットされるのは、次の PR イベントの開始時のみで、pr_start が
High で、freeze が Low の場合です。例 :
3’b000 – power-up or nreset asserts

3’b001 – PR_ERROR triggers

3’b010 – CRC_ERROR triggers

continued...   
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ポート名 幅 入力/出力 機能

3’b011 – Incompatible bitstream error
detection

3’b100 – PR operation in progress

3’b101 – PR operation passes

3'b110 – Reserved bit

3'b111 – Reserved bit

表 28. Avalon-MM スレーブ・インターフェイス・ポート
この表の信号が使用可能なのは、Enable Avalon-MM slave interface が On の場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

avmm_slave_address 4 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレスバスはワード・アドレッシング
単位です。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を
無視します。

avmm_slave_read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を
無視します。

avmm_slave_readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を
無視します。

avmm_slave_write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を
無視します。

avmm_slave_writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス。
PR Controller IP コアでは、JTAG デバッグ動作中はこの信号を
無視します。

avmm_slave_waitrequest 1 出力 IP がビジーであることを示します。また、IP コアが読み出しまたは
書き込み要求に応答できないことを示します。
IP コアでは、JTAG デバッグ動作中にこの信号を High に引き上
げます。

表 29. 割り込みインターフェイス・ポート
この表のポートが使用可能なのは、Enable interrupt interface が On の場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

irq 1 出力 割り込み信号。

表 30. CRC BLOCK インターフェイス
この表のポートが使用可能なのは、Use as Partial Reconfiguration Internal Host が Off の場合、または CRCBLOCK
のインスタンス化を内部ホストに対して手動で行う場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

crc_error_pin 1 入力 PR Controller IP コアを External Host として使用する場合に使用
可能です。このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA
の専用 CRC_ERROR ピンに接続します。
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表 31. PR ブロック・インターフェイス
この表のオプションが使用可能なのは、Use as Partial Reconfiguration Internal Host が Off の場合、または PRBLOCK
のインスタンス化を内部ホストに対して手動で行う場合です。

ポート名 幅 入力/出力 機能

pr_ready_pin 1 入力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
PR_READY ピンに接続します。

pr_error_pin 1 入力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
PR_ERROR ピンに接続します。

pr_done_pin 1 入力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
PR_DONE ピンに接続します。

pr_request_pin 1 出力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
PR_REQUEST ピンに接続します。

pr_clk_pin 1 出力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
DCLK ピンに接続します。

pr_data_pin[31..0] 16|32 出力 このポートをパーシャル・リコンフィグレーション中の FPGA の専用
DATA[31..0] ピンに接続します。

2.3.6. タイミング仕様

次のタイミング図で示すのは、Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10
FPGA IP を使用して行われる正常な PR 動作です。status[2:0] 出力信号では、動作が成功したか
失敗したかを示します。PR 動作は、pr_start 信号のアサート時に開始されます。status[] 信号
を監視して、PR 動作の終了を検出します。

図 -54: Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IP のタイミン
グ仕様

clk

pr_start

status[2:0]

data[]

data_valid

data_ready

D1 (First Data) D2 D3 D6 (Last Data) Dummy DataD4 D5

(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) (7)

次の注記は、タイミング図の (1) から (7) までの位置に対応しています。

1. pr_start 信号を少なくとも 1 クロックサイクルの間 High にアサートして PR を開始します。
後のデータを送信する前に、pr_start をデアサートしてください。

2. status[] 信号は、pr_start が確認された後に更新されます。この信号が PR 動作中に変化
するのは、CRC_ERROR、PR_ERROR、またはビットストリームの非互換性エラーが発生した場合
です。

3. status[] 信号が PR 動作後に変化するのは、CRC_ERROR がアサートされ、前回の PR 動作中
にエラーが発生しなかった場合です。
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4. data_valid 信号は、pr_start 信号と同時にアサートする必要はありません。適切な時に
data[] を提供し、data_valid をアサートします。

5. 後のデータを送信した後に data_valid 信号を Low に駆動します。または、data[] のダミ
ーデータを使用し、IP が PR の終わりを status[] から読み出すまで data_valid を High
にアサートし続けます。

6. data[] が転送されるのは、data_valid および data_ready が同じサイクルでアサートさ
れる場合のみです。data_valid および data_ready の両方が High ではない場合、データ
バス上の新しいデータを駆動しないでください。

7. data_ready 信号が Low に駆動されるのは、PR IP Controller コアで 後のデータを受信し
た後、または PR IP Controller ではデータの受け入れができない場合です。

2.3.7. PR 制御ブロックおよび CRC ブロック Verilog HDL の手動インスタンス化

Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 IPには PR 制御ブロックが含ま
れています。ただし、独自のカスタムロジックを作成して IP コアの機能を実行する場合は、制御ブロック
を手動でインスタンス化し、FPGA システムと通信します。

次の例では、 上位のインテル Arria 10 PR プロジェクト内の PR 制御ブロックである Chip_Top を
Verilog HDL でインスタンス化します。

Chip_Top: module Chip_Top ( //User I/O signals (excluding PR related 
signals) .. .. //PR interface and configuration signals declaration wire 
pr_request; wire pr_ready; wire pr_done; wire crc_error; wire dclk; wire [31:0] 
pr_data; twentynm_prblock m_pr ( .clk (dclk), .corectl 
(1'b1), .prrequest(pr_request), .data (pr_data), .error (pr_error), .ready 
(pr_ready), .done (pr_done) ); twentynm_crcblock m_crc ( .clk (clk), .shiftnld 
(1'b1), .crcerror (crc_error) ); endmodule 

Error Message Register (EMR) を読み出すためのポート接続の詳細に関しては、AN539: Test
Methodology of Error Detection and Recovery using CRCを参照してください。

関連情報
AN539: Test Methodology of Error Detection and Recovery using CRC in Intel FPGA
Devices

2.3.8. PR 制御ブロックおよび CRC ブロックの VHDL 手動インスタンス化

次に示す例は、 上位のインテル Arria 10 プロジェクト内の PR 制御ブロックである Chip_Top の
VHDL での手動インスタンス化です。

module Chip_Top is port ( --User I/O signals (excluding signals that relate to 
PR) .. .. ) -- Following shows the connectivity within the Chip_Top module 
Core_Top : Core_Top port_map ( .. .. ); m_pr : twentynm_prblock port map( clk 
=> dclk, corectl =>'1', --1 - when using PR from inside --0 - for PR from pins; 
You must also enable -- the appropriate option in Quartus Prime settings 
prrequest => pr_request, data => pr_data, error => pr_error, ready => pr_ready, 
done => pr_done ); m_crc : twentynm_crcblock port map( shiftnld => '1', --If 
you want to read the EMR register when clk => dummy_clk, --error occurrs, refer 
to AN539 for the --connectivity for this signal. If you only want --to detect 
CRC errors, but plan to take no --further action, you can tie the shiftnld --
signal to logical high. crcerror => crc_error ); 

注意: 実際のクロックソースを dummy_clk に接続する必要はありません。ただし、dummy_clk を I/O ピ
ンに接続して、この信号が削除されないようにしてください。
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2.3.8.1. PR 制御ブロックおよび CRC ブロックの VHDL コンポーネント宣言

次の例で示すのは、インテル Arria 10 PR デザインの PR 制御ブロックおよび CRC ブロックの手動イ
ンスタンス化です。

1. 次のサンプルコードを使用します。このコードには、VHDL のコンポーネント宣言が含まれていま
す。このコードによって、コア内 (Core_Top 内のコードブロック) からの PR 機能を実行します。

module Chip_Top is port ( --User I/O signals (excluding signals that relate 
to PR) .. .. ) -- Following shows the connectivity within the Chip_Top 
module Core_Top : Core_Top port_map ( .. .. ); m_pr : twentynm_prblock port 
map( clk => dclk, corectl =>'1', --1 - when using PR from inside --0 - for 
PR from pins; You must also enable -- the appropriate option in Quartus 
Prime settings prrequest => pr_request, data => pr_data, error => pr_error, 
ready => pr_ready, done => pr_done ); m_crc : twentynm_crcblock port 
map( shiftnld => '1', --If you want to read the EMR register when clk => 
dummy_clk, --error occurrs, refer to AN539 for the --connectivity forthis 
signal. If you only want --to detect CRC errors, but plan to take no --
further action, you can tie the shiftnld --signal to logical high. crcerror 
=> crc_error );

注意: この VHDL の例は、Verilog HDL のインスタンス化に対応しています。

2. ポートを Core_Top に追加し、両方のコンポーネントに接続します。

3. PR 制御ブロックをデザインの残りの部分に接続する場合は、次の規則に従います。

• corectl 信号の設定は、コアからのパーシャル・リコンフィグレーションを使用する場合は
「1」 にし、ピンからのパーシャル・リコンフィグレーションを使用する場合は「0」にします。

• corectl は、Enable PR pins オプション設定と一致させます。Device and Pin
Options ダイアログボックス (Assignments > Device > Device and Pin
Options) で設定します。

• パーシャル・リコンフィグレーションをピンから行う場合は、Fitter では、PR の未割り当てピン
を自動的に割り当てます。すべての専用 PR ピンのアサインメントを Pin Planner
(Assignments > Pin Planner) または Assignment Editor (Assignments >
Assignment Editor) を使用して行います。

• パーシャル・リコンフィグレーションをコアロジックから行う場合は、prblock 信号をコアロ
ジックまたは I/O ピン (DCLK などの専用プログラミングピンを除く) に接続します。

2.3.9. PR 制御ブロック信号

次の表は、Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPのインター
フェイス信号の一覧です。

表 32. PR 制御ブロック・インターフェイス信号

信号 幅 入力/出力 説明

pr_data [31:0] 入力 コンフィグレーション・ビットスト
リームを運びます。

pr_done 1 出力 PR プロセスが完了したことを示し
ます。

pr_ready 1 出力 制御ブロックが制御ロジックから
の PR データを受け入れる準備が
できていることを示します。

continued...   
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信号 幅 入力/出力 説明

pr_error 1 出力 パーシャル・リコンフィグレーショ
ンのエラーを示します。

pr_request 1 入力 PR プロセスの開始準備ができて
いることを示します。

corectl 1 入力 パーシャル・リコンフィグレーショ
ンを内部で実行するか、ピンを介
して行うかを決定します。

注意: • コンフィグレーション幅は 8、16、または 32 ビットを指定します。ただし、インターフェイスでは常に
32 ピンを使用します。

• すべての入力および出力は、PR クロック (clk) に非同期です。data 信号は例外です。 data 信
号は clk 信号と同期しています。

• PR クロックはフリーランニングでなければなりません。

• data 信号は、ready 信号の待機中は 0 でなければなりません。

2.3.9.1. PR 制御ブロック信号のタイミング図

2.3.9.1.1. PR セッションの成功例 (インテル Arria 10 の例)

次のフローで、インテル Arria 10 PR セッションの成功例について説明します。

1. PR_REQUEST をアサートし、PR_READY を待機します。PR_DATA を 0 に駆動します。

2. 制御ブロックで clk に非同期の PR_READY をアサートします。

3. Raw Binary File (.rbf) を PR 制御ブロックに送信します。1 クロックサイクルごとに有効なワ
ードを 1 つ送信します。.rbf ファイルの転送が完了したら、PR_DATA を 0 に設定します。PR 制
御ブロックによるリコンフィグレーション動作が完了すると、PR 制御ブロックでは、PR_DONE を
非同期にアサートします。PR 制御ブロックでは、PR_READY をコンフィグレーション完了時にデ
アサートします。

4. PR_REQUEST をデアサートします。PR 制御ブロックでは、PR_REQUEST の終了を確認し、
PR_DONE をデアサートします。これでホストでは、別の PR セッションを開始することができます。

図 -55: インテル Arria 10 PR セッションの成功例のタイミング図
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関連情報
ロウ・バイナリ・プログラミング・ファイル・バイト・シーケンスの送信例 (44 ページ)

2.3.9.1.2. コンフィグレーション・フレームのリードバック・エラーを伴う PR セッションの失敗例 (インテル Arria
10 の例)

次のフローでは、コンフィグレーション・フレーム・リードバックの EDCRC 検証でエラーが発生したイン
テル Arria 10 PR セッションについて説明します。

1. PR 制御ブロックにより、CRC エラーを内部で検出します。

2. CRC 制御ブロックにより CRC_ERROR をアサートします。

3. PR 制御ブロックにより PR_ERROR をアサートします。

4. PR 制御ブロックにより PR_READY をデアサートし、ホストにより PR_REQUEST を撤回できる
ようにします。

5. PR 制御ブロックにより CRC_ERROR をデアサートし、内部 CRC_ERROR 信号をクリアし、新し
い PR セッションの準備をします。これでホストは、別の PR セッションを開始できます。

図 -56: コンフィグレーション・フレームのリードバック・エラーを伴うインテル Arria 10 PR セッションの失
敗例のタイミング図
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2.3.9.1.3. PR_ERROR を伴う PR セッションの失敗例 （インテル Arria 10 の例）

次のフローでは、伝送エラーまたはコンフィグレーション CRC エラーを伴うインテル Arria 10 PR セ
ッションについて説明します。

1. PR 制御ブロックにより PR_ERROR をアサートします。

2. PR 制御ブロックにより PR_READY をデアサートし、ホストにより PR_REQUEST を撤回できる
ようになります。

3. PR 制御ブロックにより PR_ERROR をデアサートし、新しい PR セッションの準備をします。これ
で、ホストは別の PR セッションを開始できます。
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図 -57: PR_ERROR を伴うインテル Arria 10 PR セッションの失敗例のタイミング図
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2.3.9.1.4. 遅い撤回 PR セッション (インテル Arria 10 の例)

次のフローでは、遅い撤回インテル Arria 10 PR セッションの成功例について説明します。

1. PR ホストによる要求の撤回は、PR 制御ブロックによる PR_READY のアサート後に行うことがで
きます。

2. PR 制御ブロックにより PR_ERROR をデアサートします。これで、ホストは別の PR セッションを
開始できます。

図 -58: 遅い撤回インテル Arria 10 PR セッションのタイミング図
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注意: PR ホストによる要求の撤回は、PR コントローラーによる PR_READY のアサート前であればいつでも
できます。したがって、PR ホストは、PR 制御ブロックによる PR_READY のアサートまでは戻りません。
PR_REQUEST のデアサート後、少なくとも PR_CLK を 10 サイクル提供してから、新しい PR セッシ
ョンを要求してください。

2.3.10. インテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX デザイン向け外部ホストのコン
フィグレーション

外部ホストのコンフィグレーションを使用する場合、外部ホストは、パーシャル・リコンフィグレーション
を開始し、PR ステータスの監視をユーザーモード中に外部 PR 専用ピンを使用して行います。このモー
ドの場合、外部ホストでは、パーシャル・リコンフィグレーションを正常に行うためにハンドシェイク信号
に対して適切に応答する必要があります。外部ホストは、外部メモリーからのパーシャル・ビットストリー
ム・データをインテル Arria 10 またはインテル Cyclone 10 GX デバイスに書き込みます。システムレ
ベルのパーシャル・リコンフィグレーションを調整するために、パーシャル・リコンフィグレーション用に正
しい PR 領域を準備するようにします。リコンフィグレーション後、PR 領域を動作状態に戻します。
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デザインに外部ホストを使用するには、次を実行します。

1. Assignments > Device > Device & Pin Options をクリックします。

2. Device & Pin Options ダイアログボックスで Enable PR Pins オプションを選択します。こ
のオプションによって、特殊なパーシャル・リコンフィグレーション・ピンが自動作成され、デバイスの
ピンアウトにピンが定義さます。また、このオプションでにより、ピンは PR 制御ブロックの内部パス
に自動的に接続されます。

注意: このオプションを選択しない場合は、内部ホストまたは HPS ホストを使用してください。ピン
の定義は、デザインの 上位エンティティーで行う必要はありません。

3. この 上位ピンを PR 制御ブロック内の特定のポートに接続します。

次の表は、Enable PR Pins をオンにしたときに自動的に制約される PR ピンと、そのピンに対する特
定の PR 制御ブロックのポート接続の一覧です。

表 33. パーシャル・リコンフィグレーション専用ピン

ピン名 タイプ 制御ブロックのポート名 説明

PR_REQUEST 入力 prrequest このピンのロジック High は、PR
ホストがパーシャル・リコンフィグ
レーションを要求していることを
示します。

PR_READY 出力 ready このピンのロジック High は、PR
ホストがパーシャル・リコンフィグ
レーションを開始する準備ができ
ていることを示します。

PR_DONE 出力 done このピンのロジック High は、パー
シャル・リコンフィグレーションが
完了したことを示します。

PR_ERROR 出力 error このピンのロジック High は、パー
シャル・リコンフィグレーション中
にデバイスでエラーが発生したこ
とを示します。

DATA[31:0] 入力 data このピンは、PR_DATA への接続
性を提供し、PR ビットストリーム
を PR コントローラーに転送しま
す。

DCLK 入力 clk 同期 PR_DATA を受け取ります。

注意: 1. PR_DATA の幅は 8、16、または 32 ビットにすることができます。

2. PR 制御ブロックの corectl ポートを 0 に接続していることを確認してください。

例-4: 外部ホスト PR の Verilog RTL

module top( // PR control block signals input logic pr_clk, input logic 
pr_request, input logic [31:0] pr_data, output logic pr_error, output logic 
pr_ready, output logic pr_done, // User signals input logic i1_main, input 
logic i2_main, output logic o1 ); // Instantiate the PR control block 
twentynm_prblock m_prblock 
( .clk(pr_clk), .corectl(1'b0), .prrequest(pr_request), .data(pr_data), .error(p
r_error), .ready(pr_ready), .done(pr_done) ); // PR Interface partition pr_v1 
pr_inst( .i1(i1_main), .i2(i2_main), .o1(o1) ); endmodule
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例-5: 外部ホスト PR の VHDL RTL

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity top is port( -- PR control 
block signals pr_clk: in std_logic; pr_request: in std_logic; pr_data: in 
std_logic_vector(31 downto 0); pr_error: out std_logic; pr_ready: out 
std_logic; pr_done: out std_logic; -- User signals i1_main: in std_logic; 
i2_main: in std_logic; o1: out std_logic ); end top; architecture behav of top 
is component twentynm_prblock is port( clk: in std_logic; corectl: in 
std_logic; prrequest: in std_logic; data: in std_logic_vector(31 downto 0); 
error: out std_logic; ready: out std_logic; done: out std_logic ); end 
component; component pr_v1 is port( i1: in std_logic; i2: in std_logic; o1: out 
std_logic ); end component; signal pr_gnd : std_logic; begin pr_gnd <= '0'; -- 
Instantiate the PR control block m_prblock: twentynm_prblock port map ( pr_clk, 
pr_gnd, pr_request, pr_data, pr_error, pr_ready, pr_done ); -- PR Interface 
partition pr_inst : pr_v1 port map ( i1_main, i2_main, o1 ); end behav; 

2.4.  Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel
FPGA IP

Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP では、外部ソースを
介したパーシャル・リコンフィグレーションをサポートします。

外部コンフィグレーションを使用する場合、Partial Reconfiguration External Configuration
Controller Intel FPGA IP のすべての 上位ポートを pr_request および status ピンに接続
し、ホストとのハンドシェイクが、インテル Stratix 10 またはインテル Agilex からの SDM を使用して
できるようにしてください。 SDM により、どのタイプのコンフィグレーション・ピンを使用するかが
MSEL の設定に従って決まります。

図 -59: Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP
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2.4.1. パラメーター

Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP では、次のパラメー
ターのカスタマイズをサポートします。

表 34. Partial Reconfiguration External Configuration Controller Parameter Settings

パラメーター 値 説明

Enable Busy Interface On/Off Busy インターフェイスを Enable または Disable にすることができます。これにより、外部
コンフィグレーション中に PR 処理が進行中であることを示す信号がアサートされます。
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図 -60: パラメーター・エディター

2.4.2. ポート

Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP には次のインター
フェイス・ポートが含まれます。

表 35. ポート

ポート名 幅 入力/出力 機能

pr_request 1 入力 PR プロセスの開始準備ができていることを示します。この信号は、どの
クロック信号にも同期しないコンジットです。

pr_error 1 出力 リコンフィグレーション・エラーを示します。この信号は、どのクロック信
号にも同期しないコンジットです。

pr_done 1 出力 PR プロセスが完了したことを示します。この信号は、どのクロック信号
にも同期しないコンジットです。

start_addr 1 入力 アクティブ・シリアル・フラッシュの PR データの開始アドレスを指定しま
す。この信号をイネーブルするには、次のいずれかを選択します。
Avalon-ST または アクティブシリアルを Enable Avalon-ST
Pins or Active Serial Pins パラメーターに対して選択します。こ
の信号は、どのクロック信号にも同期しないコンジットです。

reset 1 入力 アクティブ High の同期リセット信号。

out_clock 1 出力 内部オシレーターから生成されるクロックソース。

busy 1 出力 IP でこの信号をアサートして、PR データ転送が進行中であることを示し
ます。この信号をイネーブルするには、Enable を Enable busy
interface パラメーターに対して選択します。
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2.4.3. インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザイン向け外部ホストのコンフィグレ
ーション

必要に応じて、外部ホストを使用し、外部メモリーからパーシャル・ビットストリーム・データをインテル
Stratix 10 またはインテル Agilex デバイスに書き込みます。外部ホストのコンフィグレーションを使
用する場合、外部ホストでは、パーシャル・リコンフィグレーションを開始するために、pr_request 信
号をアサートします。外部ホストは、PR ステータスの監視を pr_done および pr_error 信号を介
して行います。

パーシャル・リコンフィグレーションを正常に行うため、外部ホストからハンドシェイク信号に適切に応
答する必要があります。システムレベルのパーシャル・リコンフィグレーションを調整するために、パーシ
ャル・リコンフィグレーション用に正しい PR 領域を準備します。リコンフィグレーション後、PR 領域を動
作状態に戻します。

インテル Stratix 10 またはインテル Agilex デザインの外部ホストのコンフィグレーションを行うに
は、次の手順に従います。

1. Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel FPGA IP をパラメータ
ー化して生成します。これについては、IP コアの生成 (インテル Quartus Prime プロ・エディショ
ン) (114 ページ) で説明します。

2. Partial Reconfiguration External Configuration Controller pr_request、pr_done、お
よび pr_error 信号を 上位ピンに接続して、外部ホストによる制御および監視を行います。ピ
ン位置を割り当てるには、Assignments > Pin Planner をクリックします。

3. Assignments > Device をクリックし、Device & Pin Options ボタンをクリックします。

4. Category のリストで Configuration をクリックします。

5. Configuration scheme で、完全なデバイス・コンフィグレーションと一致するスキームを選択
します。例えば、デバイス・コンフィグレーション全体で AVSTx32 スキームを使用している場合
は、PR コンフィグレーションで AVSTx32 を使用してください。このオプションでは、ユーザーモー
ド中に、パーシャル・リコンフィグレーション専用の Avalon-ST コンフィグレーション・ピンが自動
的に予約されます。このピンは、完全なデバイス・コンフィグレーションに使用する Avalon-ST ピン
と全く同じものです。

次の表では、外部ホストで使用する PR ピンについて説明します。Avalon-ST ピンへの PR ストリーミン
グは、バックプレッシャーを伴うデータ転送用に Avalon-ST に準拠している必要があります。

表 36. パーシャル・リコンフィグレーションの外部コンフィグレーション・ピン

ピン名 タイプ 説明

pr_request 入力 Partial Reconfiguration External Configuration Controller IP に接続
されたユーザー割り当てポート。このピンのロジック High は、PR ホストがパ
ーシャル・リコンフィグレーションを要求していることを示します。

pr_done 出力 Partial Reconfiguration External Configuration Controller IP に接続
されたユーザー割り当てポート。このピンのロジック High は、パーシャル・リコ
ンフィグレーションが完了したことを示します。

pr_error 出力 Partial Reconfiguration External Configuration Controller IP に接続
されたユーザー割り当てポート。このピンのロジック High は、パーシャル・リコ
ンフィグレーション中にデバイスでエラーが発生したことを示します。

avst_data: avstx8 - [7:0] 
avstx16 - [15:0] avstx32 - 
[31:0]

入力 このピンでは、外部ホストに接続性を提供し、PR ビットストリームを SDM に
転送します。avstx8 データピンは SDM I/O の一部です。avstx16 および
avstx32 データピンは、I/O 48 バンク 3A からのものです。
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ピン名 タイプ 説明

avst_clk 入力 Avalon-ST インターフェイスをクロックします。avst_data および
avst_valid は、avst_clk と同期しています。avstx8 clk ピンは、
SDM I/O の一部です。avstx16 および avstx32 I/O 48 バンク 3A から
のものです。

avst_valid 入力 このピンのロジック High は、avst_data データが有効なデータであること
を示しています。avstx8 のデータピンは SDM I/O の一部です。avstx16
および avstx32 データピンは、I/O 48 バンク 3A からのものです。

avst_ready 出力 このピンのロジック High は、SDM による外部ホストからのデータ受け入れ
準備ができていることを示します。この出力は SDM I/O の一部です。

2.5.  Partial Reconfiguration Region Controller Intel FPGA IP

Partial Reconfiguration Region Controller Intel FPGA IP で提供される Freeze Control ブロ
ックを介した標準インターフェイスでは、PR 領域とのハンドシェイクを制御します。PR ハンドシェイクに
より、PR 領域トランザクションは、インターフェイスがフリーズする前に完了します。

図 -61: Partial Reconfiguration Region Controller IP コア
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表 37. PR Region Controller のセクション

IP Component 説明

Freeze Control and Status Register freeze 出力信号を生成するステータスレジスターをフリーズします。

Freeze Control Block PR ハンドシェイクを実行し、PR 領域をリセットします。

Conduit Splitter コントローラーの freeze 信号を 1 つ以上の Freeze Bridge コンポーネントに接
続します。Freeze Control Block から freeze を受信し、freeze 入力信号を 1
つ以上の freeze 出力信号に割り当てます。

Conduit Merger 1 つ以上の Freeze Bridge コンポーネントからの illegal_request 信号を
PR Region Controller に接続します。
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IP Component 説明

illegal_request は、Freeze Bridge からのシングルビット出力信号です。
Conduit Merger では、複数の Freeze Bridge からのシングルビット信号をマルチ
ビット・バスに連結します。Conduit Merger では、バスを Freeze Control Block に
接続します。

2.5.1. レジスター

Partial Reconfiguration Region Controller IP コアは、パーシャル・リコンフィグレーションで次の
動作を実行します。

図 -62: フリーズ制御ブロック PR のハンドシェイク・タイミング
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region_reset

start_req

start_ack
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start_req and start_ack
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region_reset is fully
user controlled
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図 -63: レジスターの状態とプログラミング・モデル
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表 38. レジスターマップ

名前 アドレスオ
フセット

アクセス 説明

freeze_csr_status 0x00 読み出し専用 ステータスレジスターをフリーズします。

csr_ctrl 0x01 読み出しまたは書き込み フリーズをイネーブルおよびディスエーブルする制御レジ
スター。

freeze_illegal_req 0x02 読み出しまたは書き込み いずれかのビットが High の場合、フリーズ状態の間の不
正な要求を示します。

freeze_reg_version 0x03 読み出し専用 読み出し専用バージョンレジスター。レジスターは現在
0xAA500003 です。

表 39. freeze_csr_status

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:2 予約済み N/A 0x0 予約済みビット。このビットを読み出すと、常にゼロが返さ
れます。

1 unfreeze_status 読み出し 0 PR 領域が start_ack に戻った後、ハードウェアにより
このビットの設定は 1 になり、ペルソナの開始が正常に行
われたことを示します。
unfreeze_req ビットが低い場合、ハードウェアにより
このビットは 0 にクリアになります。
ブリッジおよび他の PR 領域出力がリセットから解放され
ると、このビットは 1 になります。

0 freeze_status 読み出し 0 PR 領域が stop_ack 信号に戻った後、ハードウェアに
よりこのビットの設定は 1 になり、PR 領域がフリーズ状態
に入る準備ができていることを示します。
freeze_req ビットが Low の場合、ハードウェアにより
このビットは 0 にクリアになります。
ブリッジおよび他の PR 領域出力がリセットから解放され
ると、このビットは 0 になります。

表 40. freeze_csr_ctrl

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:3 予約済み 該当なし 0x0 予約済みビット。このビットを読み出すと、常にゼロが返さ
れます。

2 unfreeze_req 読み出し/書き込
み

0 このビットに 1 を書き込んで、PR 領域インターフェイスの
フリーズ解除を要求します。
unfreeze_status が High になった後、ハードウェ
アによりこのビットは後でクリアになります 。
このビットに 0 を書き込むと、フリーズ解除要求が終了し
ます。
このビットと freeze_req ビットを同時にアサートし
ないでください。freeze_req と unfreeze_req の
両方を同時にアサートすると、動作は無効になります。

1 reset_req 読み出し/書き込
み

0 1 を書き込むと、PR ペルソナのリセットが開始します。
0 を書き込むと、PR ペルソナのリセットが停止します。

0 freeze_req 読み出し/書き込
み

0 このビットに 1 を書き込むと、PR 領域インターフェイスの
フリーズが開始します。

freeze_status が High になった後、ハードウェアに
よりこのビットはクリアになります 。
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ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

このビットがアサートされた後、PR 領域が stop_ack
に戻らない場合は、このビットに 0 を書き込んでフリーズ
要求を終了します

このビットと unfreeze_req ビットを同時にアサート
しないでください。freeze_req と unfreeze_req
の両方を同時にアサートすると、動作は無効になります。

表 41. freeze_illegal_request

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:n 予約済み 該当なし 0x0 予約済みビット。このビットを読み出すと、常にゼロが返さ
れます。

n-1:0 illegal_request 読み出し/書き込
み

0 このバスのいずれかのビットが High の場合は、Avalon-
MM スレーブ・フリーズ・ブリッジがフリーズ状態のとき、ス
タティック領域マスターによる読み出しまたは書き込みの
問題 を示します。フリーズブリッジに不正な要求があるか
を識別するために、バス上の各ビットをチェックします。
例えば、illegal_request ビット 2 が High の場
合、インターフェイス freeze_conduit_in2 に接続
するフリーズブリッジで不正な要求が発生したことを示し
ます。
このバスによって割り込み信号をトリガーします。1 を書き
込むと、このビットはクリアになります。n はブリッジの数
です。

表 42. freeze_reg_version

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:0 バージョンレジスター 読み出し専用 AD000003 このレジスタービットで示すのは、CSR レジスターのバー
ジョン番号です。現在、CSR レジスターはバージョン
0xAD000003 です。

2.5.2. パラメーター

Partial Reconfiguration Region Controller IP コアでは、次のパラメーターのカスタマイズをサポ
ートしています。

表 43. Partial Reconfiguration Region Controller のパラメーター設定

パラメーター 値 デフォルト 説明

Enable Avalon-MM CSR
register

On/Off On PR リージョン・コントローラーの Avalon-MM CSR レジスターをイネーブルし
ます。
このオプションをディスエーブルすると、コンジット・インターフェイスが公開さ
れ、CSR ブロックがインスタンス化されません。

Enable interrupt port
for illegal request

On/Off On PR リージョン・コントローラーでの不正な動作に対して割り込みポートをイネ
ーブルします。
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パラメーター 値 デフォルト 説明

Number of freeze
interfaces

数字 フリーズ動作のフリーズ・インターフェイスの数を指定します。各フリーズ・インタ
ーフェイスをフリーズブリッジに接続するか、インターフェイスを使用して他の
フリーズロジックを制御します。

Enable freeze interface
without illegal request
port

On/Off Off 追加のフリーズ・インターフェイスの作成をイネーブルします。不正なリクエスト
ポートは使用しません。

Specify the number of
freeze interfaces
without illegal request
port

数字 フリーズ動作の不正なリクエストポートのないフリーズ・インターフェイスの数
を指定します。使用可能なのは Enable freeze interface without
illegal request port をオンにしたときのみです。

図 -64: Partial Reconfiguration Region Controller パラメーター・エディター

2.5.3. ポート

Partial Reconfiguration Region Controller IP では、次のポートを備えています。

表 44. Freeze CSR Block ポート
この表のポートが使用可能なのは、Enable Avalon-MM CSR Register が On の場合です。

ポート 幅 入力/出力 説明

clock_clk 1 入力 IP コア入力クロック。

リセット

reset_reset 1 入力 同期リセット。

avl_csr_addr 2 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレスバス幅はワード・アドレッシング単位です。

avl_csr_read 1 入力 CSR ブロックへの Avalon-MM 読み出し制御。

avl_csr_write 1 入力 CSR への Avalon-MM 書き込み制御。
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ポート 幅 入力/出力 説明

avl_csr_writedata 32 入力 CSR への Avalon-MM 書き込みバス。

avl_csr_readdata 32 出力 CSR からの Avalon-MM 読み出しバス。

interrupt_sender_irq 1 出力 不正な読み出しまたは不正な書き込みによるトリガー。

表 45. Freeze Control Block ポート

ポート 幅 入力/
出力

説明

pr_handshake_stop_req 1 出力 この出力のアサートにより、PR ペルソナの実行停止を要求します。

pr_handshake_stop_ack 1 入力 この入力の値 1 により、実行中の PR ペルソナの停止と、そのペルソナが新しいペ
ルソナによって置き換えできることを確認します。

pr_handshake_start_req 1 出力 この出力のアサートにより、新しい PR ペルソナの実行開始を要求します。

pr_handshake_start_ack 1 入力 この入力の値 1 により、新しい PR ペルソナの実行開始と、
pr_handshake_stop_req での実行停止が可能なことを確認します。

conduit_control_freeze_req 1 入力 このビットに 1 を書き込むと、PR 領域インターフェイスのフリーズが開始します。

conduit_control_unfreeze_req 1 入力 このビットに 1 を書き込むと、PR 領域インターフェイスのフリーズが停止します。

conduit_control_freeze_status 1 出力 このビットが High の場合、PR 領域が正常にフリーズ状態になったことを示しま
す。

conduit_control_reset 1 入力 このビットに 1 を書き込むと、PR 領域をリセットします。

conduit_control_unfreeze_status 1 出力 このビットが High の場合、PR 領域は正常にフリーズ状態を終了します。

conduit_control_illegal_req n 出力 このビットが High の場合、フリーズがアクティブなときに Freeze Bridge IP を
介して不正なデータ・トランザクションが発生していることを示します。

表 46. Conduit Splitter および Merger Interface ポート

信号 幅 入力/出
力

説明

bridge_freeze0_freeze 1 出力 この出力は、フリーズブリッジ IP のフリーズ入力信号に接続するか、他のフリーズ
ロジックを制御します。 （フリーズ・インターフェイスの数に応じて複数のインター
フェイスが生成されます。）

bridge_freeze0_illegal_request 1 入力 この入力は、Freeze Bridge IP のインスタンスからの illegal_request
出力信号に接続します。
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図 -65: Partial Reconfiguration Region Controller インターフェイス・ポート (Control and
Status Register ブロックがイネーブルの場合)

図 -66: Partial Reconfiguration Region Controller インターフェイス・ポート (Control and
Status Register ブロックがディスエーブルの場合)
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2.6.  Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge Intel FPGA
IP

Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge IP で PR 領域の Avalon-MM インターフェ
イスをフリーズするのは、freeze 入力信号が High の場合です。PR 領域への各 Avalon-MM インタ
ーフェイスでは、Freeze Bridge IP のインスタンスを使用することをお勧めします。

図 -67: Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge

Freeze Bridge
IP

Avalon-MM
Master/Slave

Freeze Conduit

Avalon-MM
Master/Slave

freeze illegal_request

PR Region 
Slave/Master

Static Region 
Slave/Master

表 47. PR 領域 Avalon-MM スレーブ・インターフェイスへの読み出しおよび書き込み要求
Freeze Bridge による読み出し/書き込みトランザクションの処理は、次の考えられる各インターフェイス・コンフィグレーションに対
して異なる方法で行われます。Freeze Bridge は、PR 領域または PR リージョン・コントローラーで freeze 信号をアサートするま
ではフリーズ状態にあります。

インターフェイス接続 挙動

Read request to Avalon-MM slave
interface in PR region

1. freeze 状態の間、読み出しトランザクションの応答には、偽のデータ
<h'DEADBEEF> を使用します。対応する freeze_illegal_request レジスタ
ービットが設定されます。

2. freeze 状態の間、PR 領域の readrequest、writerequest、
waitrequest、beginbursttransfer、lock、および debugaccess 信号は
Low に固定されます。

3. Avalon-MM スレーブ応答信号は、常に 2'b10 を返し、エンドポイント・スレーブからの
失敗したトランザクションを示します。

4. Enable Freeze port from PR region をディスエーブルすると、IP では応答を生
成しません。

Write request to slave interface in PR
region

1. Freeze Bridge では、freeze 状態の間の書き込みトランザクションをすべて無視しま
す。Freeze Bridge では、waitrequest、beginbursttransfer、lock、および
debugaccess 信号を Low に引き下げます。IP では、対応する
freeze_illegal_request レジスタービットを設定します。

2. Avalon-MM スレーブ応答信号では、2'b10 を更新し、エンドポイント・スレーブからの
失敗したトランザクションを示します。

3. Enable Freeze port from PR region をディスエーブルすると、IP では応答を生
成しません。

表 48. Read/Write request from Avalon-MM master interface in PR region (old or
new persona)

インターフェイス接続 挙動

Read/Write request from Avalon-MM
master interface in PR region (old or
new persona)

1. freeze 状態の間、IP では、PR 領域からの読み出しおよび書き込み信号を無視します。
2. スタティック領域への読み出し信号および書き込み信号がデアサートされます。
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表 49. Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge 信号の挙動
次の表は、Avalon Freeze Bridge がフリーズ状態のときのインターフェイス出力信号の挙動をまとめたものです。フリーズしていな
いとのいは、すべての信号は単にパススルーです。

信号 Avalon-MM スレーブブリッジ Avalon-MM マスターブリッジ

write ‘b0 (Low に固定) ‘b0 (Low に固定)

read ‘b0 (Low に固定) ‘b0 (Low に固定)

address パススルー パススルー

writedata パススルー パススルー

readdata 常に <h’DEADBEEF> を返す パススルー

byteenable パススルー パススルー

burstcount パススルー パススルー

beginbursttransfer ‘b0 (Low に固定) ‘b0 (Low に固定)

debugaccess ‘b0 (Low に固定) ‘b0 (Low に固定)

readdatavalid 要求がある場合は 'b1 を返し、それ以外の場合は 'b0 を返す パススルー

waitrequest 要求がある場合は 'b1 を返し、それ以外の場合は 'b0 を返す ‘b0 (Low に固定)

response Return ‘b10 always パススルー

lock ‘b0 (Low に固定) ‘b0 (Low に固定)

writeresponsevalid 要求がある場合は 'b1 を返し、それ以外の場合は 'b0 を返す パススルー

2.6.1. パラメーター

Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge IPコアでは、次のパラメーターのカスタマイ
ズをサポートしています。

表 50. パラメーター

パラメーター 値 説明

PR region interface Type Avalon-MM Slave/Avalon-
MM Master

PR 領域と Freeze Bridge をインターフェイス接続するため
のインターフェイス・タイプを指定します。

Enable Freeze port from PR
region

On/Off 各 PR 領域のすべての出力を既知の定数値にフリーズする
freeze ポートをイネーブルします。フリーズすると、スタティ
ック領域内の信号受信器は、パーシャル・リコンフィグレーショ
ン処理中に未定義信号を受信できなくなります。ブリッジのフ
リーズは、PR 領域からのこの信号と PR リージョン・コントロ
ーラーからのフリーズとの論理和です。

Enable the bridge to track
unfinished transaction

On/Off Avalon インターフェイスをフリーズする前に未完了のトラン
ザクションを追跡するブリッジをイネーブルします。PR 領域と
スタティック領域の間の Avalon トランザクションを停止する
カスタムロジックがない場合は、このオプションをオンにしま
す。この機能が必要ない場合は、このオプションをディスエー
ブルして、IP のサイズを小さくします。

Enabled Avalon Interface Signal Yes/No 特定のオプションの Freeze Bridge インターフェイス・ポート
をイネーブル (Yes) またはディスエーブル (No) します。

Address width <1-64> アドレス幅 (ビット単位)。
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パラメーター 値 説明

Symbol width <数字> データシンボル幅 (ビット単位)。バイト指向のインターフェイ
スの場合、シンボル幅は 8 でなければなりません。

Number of symbols <数字> ワードあたりのシンボル数。

Burstcount width <数字> バーストカウント幅 (ビット単位)。

Linewrap burst On/Off On にすると、バーストのアドレスはインクリメントするのでは
なくラップします。ラッピングバーストでは、アドレスがバース
ト境界に到達すると、アドレスは前のバースト境界に戻りま
す。その結果、IP では下位ビットのみを使用してアドレス指定
します。

Constant burst behavior On/Off On にすると、メモリーバーストは一定になります。

Burst on burst boundaries only On/Off On にすると、メモリーバーストはアドレスサイズに合わせて
調整されます。

Maximum pending reads <数字> スレーブによってキューに入れることができる保留中の読み
出しの 大数。

Maximum pending writes <数字> スレーブによってキューに入れることができる保留中の書き
込みの 大数。

Fixed read latency (cycles) <数字> 固定レイテンシー・スレーブの読み出しレイテンシーを設定し
ます。readdatavalid 信号を含むインターフェイスでは
役立ちません。

Fixed read wait time (cycles) <数字> waitrequest 信号を使用しないマスター・インターフェイ
ス向け。読み出し待機時間は、マスターが読み出しに応答する
までのサイクル数を示します。タイミングは、マスターによって
waitrequest がこのサイクル数アサートされた場合と同
じになります。

Fixed write wait time (cycles) <数字> waitrequest 信号を使用しないマスター・インターフェイ
ス向け。書き込み待機時間は、マスターが書き込みを受け入
れるまでのサイクル数を示します。

Address type WORDS/SYMBOLS スレーブ・インターフェイス・アドレス・タイプをシンボルまたは
ワードに設定します。
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図 -68: パラメーター・エディター

2.6.2. インターフェイス・ポート

Avalon-MM Partial Reconfiguration Freeze Bridge IPコアには、次のインターフェイス・ポートが
あります。

表 51. インターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

clock 1 入力 IP の入力クロック。

reset_n 1 入力 IP の同期リセット。

freeze_conduit_freeze 1 入力 この信号が High の場合、ブリッジは現在のトランザ
クションを適切に処理してから、Avalon-MM PR イ
ンターフェイスをフリーズします。

freeze_conduit_illegal_request 1 出力 このバスの High は、不正な要求が、フリーズ状態の
間にブリッジに対して発行されたことを示します。

pr_freeze_pr_freeze 1 入力 イネーブルされた PR 領域からの freeze ポート。
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表 52. Avalon-MM スレーブから PR 領域マスターへのインターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

slv_bridge_to_pr_read 1 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への read ポート。

slv_bridge_to_pr_waitrequest 1 入力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への waitrequest ポート。

slv_bridge_to_pr_write 1 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への write ポート。

slv_bridge_to_pr_address 32 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への address ポート。

slv_bridge_to_pr_byteenable 4 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への byteenable ポート。

slv_bridge_to_pr_writedata 32 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への writedata ポート。

slv_bridge_to_pr_readdata 32 入力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への readdata ポート。

slv_bridge_to_pr_burstcount 3 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への burstcount ポート。

slv_bridge_to_pr_readdatavalid 1 入力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への readdatavalid ポート。

slv_bridge_to_pr_beginbursttransfer 1 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への beginbursttransfer ポート。

slv_bridge_to_pr_debugaccess 1 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への debugaccess ポート。

slv_bridge_to_pr_response 2 入力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への response ポート。

slv_bridge_to_pr_lock 1 出力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への lock ポート。

slv_bridge_to_pr_writeresponsevalid 1 入力 オプションの Avalon-MM スレーブブリッジから PR
領域への writeresponsevalid ポート。

表 53. Avalon-MM スレーブからスタティック領域マスターへのインターフェイス・ポート

注意: Avalon-MM マスターから PR 領域スレーブへのインターフェイスと同じ設定。

ポート 幅 入力/出力 説明

slv_bridge_to_sr_read 1 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への read ポート。

slv_bridge_to_sr_waitrequest 1 出力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への waitrequest ポート。

slv_bridge_to_sr_write 1 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への write ポート。

slv_bridge_to_sr_address 32 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への address ポート。

slv_bridge_to_sr_byteenable 4 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への byteenable ポート。
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ポート 幅 入力/出力 説明

slv_bridge_to_sr_writedata 32 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への writedata ポート。

slv_bridge_to_sr_readdata 32 出力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への readdata ポート。

slv_bridge_to_sr_burstcount 3 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への burstcount ポート。

slv_bridge_to_sr_beginbursttransfer 1 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への beginbursttransfer ポート。

slv_bridge_to_sr_debugaccess 1 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への debugaccess ポート。

slv_bridge_to_sr_response 2 出力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への response ポート。

slv_bridge_to_sr_lock 1 入力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への lock ポート。

slv_bridge_to_sr_writeresponsevalid 1 出力 Avalon-MM スレーブブリッジからスタティック領域
への writereponsevalid ポート。

表 54. Avalon-MM スレーブから PR 領域スレーブへのインターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

mst_bridge_to_pr_read 1 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への read ポート。

mst_bridge_to_pr_waitrequest 1 出力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への waitrequest ポート。

mst_bridge_to_pr_write 1 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への write ポート。

mst_bridge_to_pr_address 32 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への address ポート。

mst_bridge_to_pr_byteenable 4 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への byteenable ポート。

mst_bridge_to_pr_writedata 32 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への writedata ポート。

mst_bridge_to_pr_readdata 32 出力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への readdata ポート。

mst_bridge_to_pr_burstcount 3 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への burstcount ポート。

mst_bridge_to_pr_readdatavalid 1 出力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への readdatavalid ポート。

mst_bridge_to_pr_beginbursttransfer 1 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への beginbursttransfer ポート。

mst_bridge_to_pr_debugaccess 1 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への debugaccess ポート。
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ポート 幅 入力/出力 説明

mst_bridge_to_pr_response 2 出力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への response ポート。

mst_bridge_to_pr_lock 1 入力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への lock ポート。

mst_bridge_to_pr_writeresponsevalid 1 出力 オプションの Avalon-MM マスターブリッジから PR
領域への writeresponsevalid ポート。

表 55. Avalon-MM マスターからスタティック領域スレーブへのインターフェイス・ポート
Avalon-MM スレーブから PR 領域マスターへのインターフェイスと同じ設定。

ポート 幅 入力/出力 説明

mst_bridge_to_sr_read 1 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への read ポート。

mst_bridge_to_sr_waitrequest 1 入力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への waitrequest ポート。

mst_bridge_to_sr_write 1 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への write ポート。

mst_bridge_to_sr_address 32 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への address ポート。

mst_bridge_to_sr_byteenable 4 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への byteenable ポート。

mst_bridge_to_sr_writedata 32 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への writedata ポート。

mst_bridge_to_sr_readdata 32 入力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への readdata ポート。

mst_bridge_to_sr_burstcount 3 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への burstcount ポート。

mst_bridge_to_sr_readdatavalid 1 入力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への readdatavalid ポート。

mst_bridge_to_sr_beginbursttransfer 1 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への beginbursttransfer ポート。

mst_bridge_to_sr_debugaccess 1 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への debugaccess ポート。

mst_bridge_to_sr_response 2 入力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への response ポート。

mst_bridge_to_sr_lock 1 出力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への lock ポート。

mst_bridge_to_sr_writeresponsevalid 1 入力 Avalon-MM マスターブリッジからスタティック領域
への writeresponsevalid ポート。
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図 -69: Avalon-MM マスター・インターフェイス・ポート

Slave Side of Bridge Master Side of Bridge

図 -70: Avalon-MM スレーブ・インターフェイス・ポート

Slave Side of BridgeMaster Side of Bridge
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2.7.  Avalon-ST Partial Reconfiguration Freeze Bridge Intel FPGA IP

Avalon-ST Freeze Bridge コンポーネントで、PR 領域の Avalon-ST インターフェイスをフリーズす
るのは、freeze 入力信号が High の場合です。Avalon-ST Freeze Bridge IP では、接続されたイン
ターフェイスをフリーズする前に、トランザクションが完了していることを確認します。PR 領域への各
Avalon-ST インターフェイスでは、Freeze Bridge IP のインスタンスを使用することをお勧めします。

図 -71: Avalon-ST Partial Reconfiguration Freeze Bridge

Freeze Bridge
IP

Avalon-ST
Source/Sink

Freeze Conduit

Avalon-ST
Source/Sink

freeze illegal_request

PR Region 
Sink/Source

Static Region 
Sink/Source

表 56. Avalon-ST Source Freeze Bridge インターフェイスの挙動

インターフェイス・タイプ 挙動

Source interface in the PR region with
packet transfer (old or new persona)

1. freeze 信号が High になると、Freeze Bridge では、startofpacket 、
endofpacket、および empty ビットを処理し、トランザクションをスタティック領域
には送信しません。

2. Freeze Bridge によって、対応する endofpacket を持たない startofpacket
がフリーズ状態中に検出された場合、これは、未完了のトランザクションを示します。

3. ブリッジでは次に、トランザクションを完了するため、valid および endofpacket
を 1 クロックサイクルの間、スタティック領域に対して High にアサートします。

4. channel 信号は一定のままですが、データビットは 'hDEADBEEF に設定され、エラ
ービットは 1'b1 に設定されます。

5. illegal_request 出力信号は、Partial Reconfiguration Region Controller の
CSR レジスターの更新をトリガーします。

Source interface in the PR region
without packet transfer (old or new
persona)

freeze 信号が High の場合、Freeze Bridge では、トランザクションをスタティック領域
には送信しません。Freeze Bridge は、フリーズ状態が解除されるまでアイドル状態のまま
です。

Source interface in the PR region with
max_channel > 1 (old or new
persona)

複数のチャネルから未完了のトランザクションを転送する場合、Freeze Bridge では
channel 値を追跡し、異なるチャネルからのすべてのパケット・トランザクションを終了す
るため、フリーズ状態の間に endofpacket ビットをアサートします。

Source interface in the PR region with
ready_latency > 0 (old or new
persona)

Freeze Bridge で endofpacket を駆動する場合、valid、または channel をスタテ
ィック領域に出力すると、Freeze Bridge では ready_latency 値を読み出します。
ready_latency 値により実際のクロックサイクルを定義するのは、シンク・コンポーネン
トでデータの準備ができている場合です。
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図 -72: ソースブリッジによるフリーズ中の未完了パケット・トランザクションの処理
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図 -73: PR Freeze Bridge によるエンド・パケット・トランザクションに対する有効信号のアサート
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表 57. Avalon-ST Sink Freeze Bridge インターフェイスの挙動

インターフェイス・タイプ 挙動

Sink interface in PR region トランザクションにパケット転送が含まれる場合、freeze 信号が High になると、Freeze
Bridge では、未完了のトランザクションが完了するまで、ready 信号をスタティック領域ソ
ースに対して High に保ちます。
トランザクションにパケット転送が含まれないの場合、freeze 信号が High になると、
Freeze Bridge では、ready 信号をフリーズ期間中は Low に保ちます。

continued...   
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インターフェイス・タイプ 挙動

illegal_request 信号が High にアサートされ、現在のトランザクションがエラーであ
ることを示します。 デザインをコンフィグレーションし、illegal_request 信号が High
になった後に、トランザクションの PR 領域への送信を停止します。

Sink interface in PR region with
ready_latency > 0

Freeze Bridge で endofpacket を駆動する場合、valid、または channel を PR 領
域に出力すると、Freeze Bridge では ready_latency 値に従う必要があります。
ready_latency 値により実際のクロックサイクルを定義するのは、シンク・コンポーネン
トでデータの準備ができている場合です。

2.7.1. パラメーター

Avalon-ST Partial Reconfiguration Freeze Bridge IP コアでは、次のパラメーターのカスタマイ
ズをサポートしています。

図 -74: パラメーター・エディター
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表 58. パラメーター

パラメーター 値 説明

PR region Interface Type Avalon-ST Source/Avalon-
ST Sink

PR 領域と Freeze Bridge をインターフェイス接続するイン
ターフェイス・タイプを指定します。

Enable Freeze port from PR
region

On/Off 各 PR 領域のすべての出力を既知の定数値にフリーズする
freeze ポートをイネーブルします。フリーズすると、スタティッ
ク領域内の信号受信器は、パーシャル・リコンフィグレーショ
ン処理中に未定義信号を受信できなくなります。

Select Yes or No to enable or
disable interface ports

Yes/No 特定のオプションの Freeze Bridge インターフェイス・ポート
をイネーブルまたはディスエーブルします。

Channel width <1-128> チャネル信号幅を指定します。

Error width <1-256> エラー信号幅を指定します。

Data bits per symbol <1-512> シンボルあたりのビット数を指定します。

Symbols per beat <1-512> 有効なクロックサイクルごとに転送されるシンボル数を指定
します。

Error descriptors <文字列> 1 つ以上の文字列を指定して、ソース・インターフェイスに接続
されているシンク・インターフェイス上のエラーポートの各ビ
ットのエラー状態を記述します。プラスまたはマイナスのボタ
ンをクリックして、記述子を追加または削除します。

Max channel number <0-255> 出力チャネルの 大数を指定します。

Ready latency <0-8> シンク・インターフェイスに接続されているソース・インターフ
ェイスから予期されるレディ・レイテンシーを指定します。レデ
ィ・レイテンシーとは、ready がアサートされてから有効デー
タが駆動されるまでのサイクル数です。

2.7.2. ポート

Avalon-ST Partial Reconfiguration Freeze Bridge IP では、次のポートを備えています。

図 -75: Avalon-ST シンク・インターフェイス・ポート

Source for the PR region sinkSink from the static 
region source
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図 -76: Avalon-ST ソース・インターフェイス・ポート

Source for the PR region sink Sink from the static region source

表 59. Avalon-ST Partial Reconfiguration Freeze Bridge インターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

clock 1 入力 IP の入力クロック。

freeze_conduit_freeze 1 入力 この信号が Hi ｇｈの場合、ブリッジでは現在のトラン
ザクションを適切に処理してから、 PR インターフェ
イスをフリーズします。

freeze_conduit_illegal_request 1 出力 このバスの High は、不正な要求が、フリーズ状態の
間にブリッジに対して発行されたことを示します。
n – フリーズブリッジの数

pr_freeze_pr_freeze 1 入力 イネーブルされた PR 領域からのフリーズポート。

reset_n 1 入力 IP の同期リセット。

表 60. Avalon-ST シンクからスタティック領域へのインターフェイス・ポート
Avalon-ST シンクから PR 領域へのインターフェイスと同じ設定。

ポート 幅 入力/出力 説明

sink_bridge_to_sr_channel 1 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の channel ポート。

sink_bridge_to_sr_data 32 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の data ポート。

sink_bridge_to_sr_empty 2 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の empty ポート。

sink_bridge_to_sr_error 1 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の error ポート。

sink_bridge_to_sr_ready 1 出力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の ready ポート。

continued...   
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ポート 幅 入力/出力 説明

sink_bridge_to_sr_valid 1 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の valid ポート。

sink_bridge_to_sr_endofpacket 1 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の endofpacket ポート。

sink_bridge_to_sr_startofpacket 1 入力 Avalon-ST シンクブリッジからスタティック領域へ
の startofpacket ポート。

表 61. Avalon-ST シンクから PR 領域へのインターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

sink_bridge_to_pr_channel 1 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への channel ポート。

sink_bridge_to_pr_data 32 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への data ポート。

sink_bridge_to_pr_empty 2 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への empty ポート。

sink_bridge_to_pr_error 1 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への error ポート。

sink_bridge_to_pr_ready 1 入力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への ready ポート。

sink_bridge_to_pr_valid 1 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への valid ポート。

sink_bridge_to_pr_endofpacket 1 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への endofpacket ポート。

sink_bridge_to_pr_startofpacket 1 出力 オプションの Avalon-ST シンクブリッジから PR 領
域への startofpacket ポート。

表 62. Avalon-ST ソースからスタティック領域へのインターフェイス・ポート
Avalon-ST ソースから PR 領域へのインターフェイスと同じ設定。

ポート 幅 入力/出力 説明

source_bridge_to_sr_channel 1 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の channel ポート。

source_bridge_to_sr_data 32 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の data ポート。

source_bridge_to_sr_empty 2 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の empty ポート。

source_bridge_to_sr_error 1 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の error ポート。

source_bridge_to_sr_ready 1 入力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の ready ポート。

source_bridge_to_sr_valid 1 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の valid ポート。

source_bridge_to_sr_endofpacket 1 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の endofpacket ポート。

source_bridge_to_sr_startofpacket 1 出力 Avalon-ST ソースブリッジからスタティック領域へ
の startofpacket ポート。
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表 63. Avalon-ST ソースから PR 領域へのインターフェイス・ポート

ポート 幅 入力/出力 説明

source_bridge_to_pr_channel 1 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への channel ポート。

source_bridge_to_pr_data 32 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への data ポート。

source_bridge_to_pr_empty 2 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への empty ポート。

source_bridge_to_pr_error 1 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への error ポート。

source_bridge_to_pr_ready 1 出力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への ready ポート。

source_bridge_to_pr_valid 1 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への valid ポート。

source_bridge_to_pr_endofpacket 1 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への endofpacket ポート。

source_bridge_to_pr_startofpacket 1 入力 オプションの Avalon-ST ソースブリッジから PR 領
域への startofpacket ポート。

2.8. インテル FPGA IP の生成およびシミュレーション

次の情報を使用して、IP コアのバリエーションの生成およびシミュレーションを行います。

2.8.1. IP コアの生成 (インテル Quartus Prime プロ・エディション)

インテル FPGA IP コアの設定を、インテル Quartus Prime パラメーター・エディターで素早く行いま
す。IP Catalog 内の任意のコンポーネントをダブルクリックして、パラメーター・エディターを起動しま
す。パラメーター・エディターを使用すると、IP コアのカスタム・バリエーションの定義ができます。パラメ
ーター・エディターでは、IP バリエーションの合成とオプションのシミュレーション・ファイルを生成し、バ
リエーションを表す .ip ファイルをプロジェクトに自動的に追加します。

次の手順に従って、パラメーター・エディターで IP コアの場所の特定、インスタンス化、およびカスタマイ
ズを行います。

1. インテル Quartus Prime プロジェクト (.qpf) を作成するか、開き、インスタンス化された IP の
バリエーションを含めます。

2. IP Catalog (Tools > IP Catalog) で、カスタマイズする IP コアの名前を探してダブルクリッ
クします。特定のコンポーネントを検索するには、IP Catalog 検索ボックスにコンポーネント名の
一部または全部を入力します。New IP Variation ウィンドウが表示されます。

3. カスタム IP バリエーションの 上位の名前を指定します。IP バリエーション名やパスには空白を
含めないでください。パラメーター・エディターは、 <your_ip>.ip. という名前のファイルに IP
バリエーションの設定を保存します。OK をクリックするとパラメーター・エディターが表示されま
す。
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図 -77: IP パラメーター・エディター (インテル Quartus Prime プロ・エディション）

4. パラメーター・エディターでパラメーター値を設定し、コンポーネントのブロック・ダイアグラムを表
示します。下部の Parameterization Messages タブには、IP パラメーターのエラーが表示
されます。

• 使用する IP コアにパラメーター値のプリセットが提供されている場合は、必要に応じてそれ
を選択します。プリセットにより、それぞれのアプリケーションの初期パラメーター値が指定さ
れます。

• IP コアの機能、ポートのコンフィグレーション、およびデバイス固有の機能を定義するパラメー
ターを指定します。

• 他の EDA ツールで IP コアファイルを処理するオプションを指定します。

注意: 特定の IP コア・パラメーターの詳細に関しては、各 IP コアのユーザーガイドを参照してくだ
さい。

5. Generate HDL をクリックして、Generation ダイアログボックスを表示します。

6. 出力ファイルの生成オプションを指定し、Generate をクリックします。合成ファイルおよびシミュ
レーション・ファイルが仕様に応じて生成されます。

7. シミュレーション向けテストベンチを生成するには、Generate > Generate Testbench
System をクリックします。テストベンチの生成オプションを指定し、Generate をクリックしま
す。
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8. コピーしてテキストエディターに貼り付けることができる HDL インスタンス化のテンプレートを生
成するには、Generate > Show Instantiation Template をクリックします。

9. Finish をクリックします。 IP バリエーションを表すファイルをプロジェクトに追加するかどうかを
確認するメッセージが表示されたら、Yes をクリックします。

10. IP バリエーションの生成とインスタンス化の完了後は、適切にピンを割り当て、ポートを接続しま
す。

注
意: 

一部の IP コアでは、IP コアのパラメーターに従って、異なる HDL 実装を生成します。そのよ
うな IP コアの基になる RTL には、固有のハッシュコードが含まれています。これにより、異な
るバリエーションの IP コア間でのモジュール名の競合を防止します。この一意のコードは、IP
コアのパラメーターを編集するか、IP コアのバージョンをアップグレードすると変わることが
あります。シミュレーション環境でのこのような固有コードへの依存関係を回避するには、
Generating a Combined Simulator Setup Script を参照してください。

関連情報
• Introduction to Intel FPGA IP Cores

• Generating a Combined Simulator Setup Script

2.8.2. Freeze Bridge 更新スクリプトの実行

Freeze Bridge をプラットフォーム・デザイナーシステム・コンポーネントとしてインスタンス化する場
合は、Freeze Bridge と PR 領域との間のインターフェイス接続を一致させてください。これによりプラ
ットフォーム・デザイナーによる追加の相互接続の挿入は、システム生成時には行われません。手動で
Avalon インターフェイスのプロパティーを個別にパラメーター・エディターで照合するのではなく、準備
されている Update Freeze Bridge Parameters スクリプトを実行して、フリーズブリッジ Avalon イ
ンターフェイスのプロパティーを自動更新します。

このスクリプトを実行すると、Freeze Bridge のマスター・インターフェイスとスレーブ・インターフェイ
ス、またはシンク・インターフェイスとソース・インターフェイスが、接続する PR 領域コンポーネントの
Avalon プロパティー設定に従って更新されます。

Update Freeze Bridge Parameters スクリプトを実行するには、次の手順に従います。

1. Freeze Bridge コンポーネントのインスタンスを 1 つ以上含むプラットフォーム・デザイナーシス
テムを開きます。

2. プラットフォーム・デザイナーで View > System Scripting をクリックします。System
Scripting タブに プラットフォーム・デザイナー Built-in Scripts が表示されます。

3. すべてのフリーズブリッジの更新をプラットフォーム・デザイナーシステムで行うには、スクリプトの
Additional Commands セクションで、update_all_freeze_bridges を 1 に設定しま
す。フリーズブリッジを 1 つだけ更新するには、フリーズブリッジ・インスタンスをクリックします。

4. Run Script をクリックします。スクリプトが実行され、フリーズブリッジのパラメーターが更新さ
れます。
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図 -78: プラットフォーム・デザイナーの System Scripting タブ

2.8.3. IP コア生成の出力 (インテル Quartus Prime プロ・エディション)

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはプラットフォーム・デザイナーのシステムの一部ではな
い、個別の IP コアにおいて次の出力ファイル構造を生成します。
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図 -79: 個々の IP コアの生成された出力 (インテル Quartus Prime プロ・エディション)

<Project Directory>

<your_ip>_inst.v or .vhd - Lists file for IP core synthesis

<your_ip>.qip  - Lists files for IP core synthesis

synth - IP synthesis files

<IP Submodule>_<version> - IP Submodule Library 

sim

<your_ip>.v or .vhd - Top-level IP synthesis file

sim - IP simulation files

<simulator vendor> - Simulator setup scripts
<simulator_setup_scripts>

<your_ip> - IP core variation files

<your_ip>.ip - Top-level IP variation file

<your_ip>_generation.rpt - IP generation report

<your_ip>.bsf - Block symbol schematic file 

<your_ip>.ppf - XML I/O pin information file

<your_ip>.spd - Simulation startup scripts

*

<your_ip>.cmp  - VHDL component declaration

<your_ip>.v or vhd - Top-level simulation file

synth

 - IP submodule 1 simulation files

 - IP submodule 1 synthesis files

<your_ip>_bb.v - Verilog HDL black box EDA synthesis file

<HDL files>

<HDL files>

<your_ip>_tb - IP testbench system *

<your_testbench>_tb.qsys - testbench system file
<your_ip>_tb - IP testbench files

your_testbench> _tb.csv or .spd - testbench file

sim - IP testbench simulation files
 *  使用中の IP コアのバリエーションに対してサポートされ、イネーブルされている場合

<your_ip>.qgsimc - Simulation caching file (Platform Designer)

<your_ip>.qgsynthc  - Synthesis caching file (Platform Designer)

表 64. インテル FPGA IP 生成の出力ファイル

ファイル名 説明

<your_ip>.ip トップレベルの IP バリエーション・ファイルです。プロジェクトでの IP コアのパラメーター化を
含みます。IP バリエーションがプラットフォーム・デザイナーのシステムの一部の場合、パラメー
ター・エディターは .qsys ファイルを生成します。

<your_ip>.cmp VHDL Component Declaration (.cmp) ファイルです。VHDL デザインファイルで使用する
ローカル・ジェネリックとポート定義を含むテキストファイルです。

<your_ip>_generation.rpt IP またはプラットフォーム・デザイナー生成のログファイルです。IP 生成中のメッセージの要約
を示します。

continued...   
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ファイル名 説明

<your_ip>.qgsimc (プラットフォーム・デ
ザイナーのシステムのみ)

シミュレーション・キャッシング・ファイルです。.qsys と .ip ファイルをプラットフォーム・デ
ザイナーのシステムと IP コアの現在のパラメーター化と比較します。この比較により、プラット
フォーム・デザイナーが HDL の再生成をスキップできるかどうかが決定されます。

<your_ip>.qgsynth (プラットフォーム・デ
ザイナーのシステムのみ)

合成キャッシング・ファイルです。.qsys と .ip ファイルをプラットフォーム・デザイナーのシ
ステムと IP コアの現在のパラメーター化と比較します。この比較により、プラットフォーム・デザ
イナーが HDL の再生成をスキップできるかどうかが決定されます。

<your_ip>.csv IP コンポーネントのアップグレード・ステータスに関する情報を含みます。

<your_ip>.bsf Block Diagram ファイル (.bdf) で使用する IP バリエーションの表記です。

<your_ip>.spd シミュレーション・スクリプトの生成のために ip-make-simscript で必要な入力ファイ
ルです。.spd ファイルは、シミュレーション向けに生成されるファイルのリスト、およびユーザ
ーが初期化するメモリーの情報を含みます。

<your_ip>.ppf Pin Planner で使用するために作成する IP コンポーネントのポートおよびノードの割り当てを
格納する Pin Planner ファイル (.ppf) です。

<your_ip>_bb.v ブラックボックスとして使用するために、empty のモジュール宣言として使用する _bb.v
(Verilog blackbox) ファイルです。

<your_ip>_inst.v または _inst.vhd HDL 例のテンプレート・インスタンスです。IP バリエーションのインスタンス化には、このファイ
ル内容をコピーして、HDL ファイルに貼り付けます。

<your_ip>.regmap IP がレジスター情報を含む場合、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは .regmap
ファイルを生成します。.regmap ファイルは、マスターおよびスレーブ・インターフェイスのレ
ジスターマップ情報を記述しています。このファイルは、システムに関するより詳細なレジスタ
ー情報を提供することで、.sopcinfo ファイルを補完します。このファイルにより、System
Console でのレジスター・ディスプレイ・ビューおよびユーザーによるカスタマイズ可能な統計
が可能になります。

<your_ip>.svd プラットフォーム・デザイナーのシステム内で HPS に接続されているペリフェラルのレジスター
マップを、HPS System Debug ツールで表示できるようにします。
合成中、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デバッグセッションで System
Console マスターが認識可能なスレーブ・インターフェイスの .svd ファイルを .sof ファイ
ルに格納します。System Console はこのセクションを読み出し、これによりプラットフォーム・
デザイナーがレジスターマップ情報を照会します。システムスレーブに対しては、プラットフォー
ム・デザイナーは名前によりそのレジスターにアクセスします。

<your_ip>.v

<your_ip>.vhd

合成またはシミュレーション向けに各サブモジュールまたは子 IP コアをインスタンス化する
HDL ファイルです。

mentor/ ModelSim* シミュレーションの設定および実行のための msim_setup.tcl スクリプトを
含みます。

aldec/ シミュレーションの設定および実行のための rivierapro_setup.tcl スクリプトを含
みます。

/synopsys/vcs

/synopsys/vcsmx

VCS* シミュレーションの設定および実行のためのシェルスクリプトである
vcs_setup.sh を含みます。
VCS MX シミュレーションの設定および実行のためのシェルスクリプトである
vcsmx_setup.sh および synopsys_sim.setup ファイルを含みます。

/cadence NCSim シミュレーションの設定および実行を行うシェルスクリプトの ncsim_setup.sh
およびその他のセットアップ・ファイルを含みます。

/xcelium シミュレーションの設定および実行のための Xcelium* Parallel シミュレーター・シェル・スク
リプトである xcelium_setup.sh およびその他の設定ファイルを含みます。

/submodules IP コア・サブモジュールの HDL ファイルを含みます。

<IP submodule>/ プラットフォーム・デザイナーは、プラットフォーム・デザイナーが生成する各 IP サブモジュー
ル・ディレクトリーの /synth および /sim サブディレクトリーを生成します。
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2.8.4.  インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR 制御ブロックのシミュレー
ション・モデル

インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアでは、PR 制御ブロックへのパーシャル・
リコンフィグレーション・ビットストリームの受け渡しのシミュレーションをサポートしています。このシ
ミュレーションによって、リコンフィグレーション可能なパーティションで生じる変化と中間効果を観察
できます。

インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX PR 制御ブロックでは、PR シミュレーションをサ
ポートします。シミュレーション RBF (PR ビットストリーム) を送信すると、PR 制御ブロックは、PR シ
ミュレーションの成功または失敗に応じて動作できるようになります。PR 領域シミュレーション・ラッパ
ーの特定の PR ペルソナのシミュレーションをアクティブにするには、シミュレーション RBF でエンコー
ドされた PR ID を PR 制御ブロックと共に使用します。PR 制御ブロックのシミュレーションは、スタン
ドアロンとして、または Partial Reconfiguration Controller IP コアのシミュレーション・ファイル・セ
ットの一部として行います。

図 -80: PR 制御ブロックのシミュレーション・モデル

FSM

PR Control Block ready

error

done
request

data

sim_state

sim_pr_id

PR 制御ブロックのシミュレーション・モデルには、シミュレーション専用ポートが追加されています。そ
れは、sim_state と sim_pr_id の 2 つです。この 2 つのシミュレーション・ポートとその他のポー
トを twentynm_prblock_if SystemVerilog インターフェイスに接続します。この接続により、
PR 制御ブロックを監視をテストベンチの PR 制御ブロックモニターを使用して行うことができます。イ
ンテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、twentynm_prblock_if インターフェイスの自動
インスタンス化は、Partial Reconfiguration IP コアのシミュレーション・ファイル・セットを生成すると
きに行います。IP によりインスタンス化される twentynm_prblock_if への参照を取得するため、
alt_pr_test_pkg::twentynm_prblock_if_mgr シングルトンを使用します。次に示すの
はその例です。

virtual twentynm_prblock_if prblock_if; 
alt_pr_test_pkg::twentynm_prblock_if_mgr cb_mgr; // Get the PR control block 
from the prblock manager cb_mgr = 
alt_pr_test_pkg::twentynm_prblock_if_mgr::get(); prblock_if = cb_mgr.if_ref;

twentynm_prblock_if インターフェイスのコードは次のとおりです。

interface twentynm_prblock_if(input logic pr_clk, input logic clk); logic 
prrequest; logic [31:0] data; wire error; wire ready; wire done; logic [31:0] 
sim_only_state; wire [31:0] sim_only_pr_id; // All signals are async except 
data clocking cb1 @(posedge pr_clk); output data; endclocking endinterface : 
twentynm_prblock_if 

twentynm_prblock_if インターフェイスの詳細については、 <installation
directory>/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv ファイルを参照してください。
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PR 制御ブロックのシミュレーション・モデルのシミュレーション状態は、制御ブロックの
PR_EVENT_TYPE 列挙状態を表します。twentynm_prblock_test_pkg SystemVerilog パ
ッケージでは、このような列挙を定義します。このような状態は、制御ブロックのさまざまな許可状態を
表します。定義された制御ブロックの列挙は次のとおりです。

package twentynm_prblock_test_pkg; typedef enum logic [31:0] { NONE, IDLE, 
PR_REQUEST, PR_IN_PROGRESS, PR_COMPLETE_SUCCESS, PR_COMPLETE_ERROR, 
PR_INCOMPLETE_EARLY_WITHDRAWL, PR_INCOMPLETE_LATE_WITHDRAWL } PR_EVENT_TYPE; 

シミュレーション状態が PR_IN_PROGRESS の場合、影響を受ける PR 領域では、シミュレーション
出力マルチプレクスを X に駆動するため、pr_activate 信号をアサートする必要があります。このア
クションは、PR 領域の未知の出力のシミュレーションをパーシャル・リコンフィグレーション中に行いま
す。さらに、PR シミュレーション・モデルの pr_activate 信号をアサートし、PR モデルのすべてのレ
ジスタ-を PR アクティベーション値を使用してロードしてください。

シミュレーション状態が PR_COMPLETE_SUCCESS に到達したら、適切な PR ペルソナのアクティブ
化を適切な PR 領域シミュレーション・ラッパー mux sel 信号を使用して行います。領域や、PR 制御
ブロックの sim_only_pr_id 信号からの特定の選択信号をデコードします。この ID は、シミュレー
ション RBF のエンコード済み ID に対応しています。

表 65. シミュレーション RBF におけるワードの必要なシーケンス
ステップ 1 では、次のワードのうち 0 個以上書き込みます。他のすべてのステップで書き込むのは 1 ワードのみです。

1 ゼロ・パディング・ブロック 0x00000000

2 PR_HEADER_WORD 0x0000A65C

3 PR_ID 32 ビットのユーザー ID

4 PRDATA_COUNT_0 0x01234567

5 PRDATA_COUNT_1 0x89ABCDEF

6 PRDATA_COUNT_2 0x02468ACE

7 PRDATA_COUNT_3 0x13579BDF

注意: The PR_ID ワードは、sim_only_pr_id への出力で、PRDATA_COUNT_0 から始まります。ヘッ
ダーまたはデータカウントに別の値を使用すると、PR シミュレーション・エラーが発生します。

関連情報
• PR ペルソナ置き換えのシミュレーション (48 ページ)

• Simulating Intel FPGA IP Cores

2.8.5. PR ペルソナ・シミュレーション・モデルの生成

Intel Quartus Prime EDA Netlist Writer を使用して、PR ペルソナ・シミュレーション・モデルを作
成します。シミュレーション・モデルは、ペルソナの合成後ゲートレベル・ネットリストを表します。

PR シミュレーション・モデルをペルソナに対して使用する場合、ネットリストには、そのモデル用の新し
い altera_sim_pr_activate 上位信号が含まれています。この信号を非同期に駆動して、モ
デル内のすべてのレジスターを X でロードすることができます。この機能を使用すると、新しいペルソナ
のリセットシーケンスの検証を PR イベントの完了時に行うことができます。リセットシーケンスの検証
は、SystemVerilog アサーション、または他のチェッカーを使用して行います。
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デフォルトで、PR シミュレーション・モデルは、pr_activate 信号のアサート時に、X をレジスターの
ストレージエレメントに非同期にロードします。この動作のパラメーター化は、レジスターごとで行うか、
またはシミュレーション全体のデフォルトの基準で行います。シミュレーション・モデルでは、次の 4 つの
組み込みモードをサポートしています。

• load X

• load 1

• load 0

• load rand

SystemVerilog クラスを使用して、次のモードを指定します。

• dffeas_pr_load_x

• dffeas_load_1

• dffeas_load_0

• dffeas_load_rand

必要に応じて、独自の PR アクティベーション・クラスを作成し、クラスで pr_load 変数を定義して PR
アクティベーション値を指定してください。

次の手順に従って、PR デザインのシミュレーション・モデルを生成します。

1. インテル Quartus Prime プロ・エディションで PR プロジェクトのベースリビジョンを開き、
Processing > Start > Start Analysis & Synthesis をクリックします。 または、次のコ
マンドラインを実行します。

quartus_syn <project name> -c <base revision name>

2. 合成が完了したら、Project > Export Design Partition をクリックします。root
partition を Partition name に対して選択し、synthesized を Snapshot に対して選択
してから、OK をクリックします。または、次のコマンドラインを実行します。

quartus_cdb <project name> -c <base revision name> \ "--export_block 
root_partition --snapshot synthesized \ --file <static qdb name>

3. Project > Revisions をクリックして、現在のリビジョンを、エクスポートするペルソナのリビジ
ョンに切り替えます。

4. Processing > Start > Start Analysis & Synthesis をクリックします。または、次のコマ
ンドラインを実行します。

quartus_syn <project name> -c <persona revision name>

5. ペルソナリビジョンの合成が完了したら、次のコマンドラインを実行して PR シミュレーション・モデ
ルを生成します。

quartus_eda <project name> –c <persona revision name> "--pr --simulation \ 
--tool=modelsim --format=verilog --partition=<pr partition name> \ --
module=<partition name>=<persona module name>

6. ステップ 3 から 5 をシミュレーションを行うすべてのペルソナに対して繰り返します。

例-6: PR シミュレーション・モデル生成の全スクリプト

quartus_syn <project name> -c <base revision name> quartus_cdb <project name> -
c <base revision name> \ "--export_block root_partition --snapshot synthesized 
\ --file <static qdb name> quartus_syn <project name> -c <persona revision 
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name> quartus_eda <project name> –c <persona revision name> \ "--pr --
simulation --tool=modelsim --format=verilog \ --partition=<pr partition name> --
module=<partition name>=\ <persona module name>

2.9.  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のアーカイブ

表にソフトウェア・バージョンが記載されていない場合は、以前のソフトウェア・バージョンのユーザーガイドが適用されます。

インテル Quartus Prime の
バージョン

ユーザーガイド

19.4 Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Partial Reconfiguration

19.3 Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Partial Reconfiguration

19.1 Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Partial Reconfiguration

18.1 Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Partial Reconfiguration

18.0 Intel Quartus Prime Pro Edition User Guide: Partial Reconfiguration

2.10. パーシャル・リコンフィグレーション・ソリューション IP ユーザーガイド 改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2019.12.16 19.4.0 • 「エラー検出 CRC の要件」のトピックを追加しました。

2019.09.30 19.3.0 • IP 名を「Intel Stratix 10 Partial Reconfiguration Controller FPGA IP」から
「Partial Reconfiguration Controller Intel FPGA IP」に更新し、インテル Agilex
デバイスのサポートを包含しました。

• 「PR 制御ブロックおよび CRC ブロック VHDL モジュール」に dummy_clk の接続
に関する注記を追加しました。

• 「PR ビットストリームの圧縮と暗号化」のトピックに拡張解凍のサポートに関する注
記を追加しました。

2019.06.07 19.1.0 • インテル Stratix 10 コンフィグレーション・ユーザーガイドへの注記および参照を追
加しました。.

2019.04.22 19.1.0 • インテル Cyclone GX デバイスの POF 生成のサポートに対応していることを示しま
した。

2019.01.04 18.1.0 • 「制御ブロック信号の」トピックでコンフィグレーション幅に関する記述を明確にしま
した。

2018.12.07 18.1.0 • 「パーシャル・リコンフィグレーション IP コア」の表の誤植を修正しました。
• 「Avalon-MM スレーブから PR 領域マスターへのインターフェイス・ポート」の表の誤

植を修正しました。

2018.09.24 18.1.0 • Partial Reconfiguration Controller Intel Stratix 10 FPGA IP の仕様を 250
MHz から 200 MHz に更新しました。

• インテル Cyclone 10 GX デバイスに対する PR コンパイルフローのサポートについ
て記載しました。

• IP 名を Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10 FPGA IP から
Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10/Cyclone 10 FPGA IPに更
新しました 。

2018.06.27 18.0.0 Registers: Partial Reconfiguration Region Controller の freeze_status 信
号の説明を更新しました。.

2018.06.18 18.0.0 • PR ペルソナ・シミュレーション・モデルの生成で構文エラーを修正しました。 .
continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime のバージョン

変更内容

2018.05.07 18.0.0 • 新しい Partial Reconfiguration External Configuration Controller Intel
Stratix 10 FPGA IP の説明を追加しました。

• Partial Reconfiguration Controller Intel Arria 10 FPGA IPおよび Partial
Reconfiguration Controller Intel Stratix 10 FPGA IP の名前を更新しました。

• Auto-instantiate CRC block Partial Reconfiguration Controller インテル
Arria 10 パラメーターの説明を強化しました。

• 新しいパーシャル・リコンフィグレーション・ユーザーガイドに章を追加しました。
• インテル Stratix 10 デザインで SEU 検出を使用する場合の PR エラー後の回復に

関する注記を追加しました。

2017.11.06 17.1.0 • Intel Stratix 10 Partial Reconfiguration Controller IP コアのサポートを追加
しました。

• 新のインテル製品命名規則に対応するための更新を行いました。

2017.05.08 17.0.0 初版。
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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、インテルで 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、インテル・ダウンロー
ド・ケーブルとの接続を介したインテル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
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