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1. Tcl スクリプティング

Tcl スクリプトを使用して、 インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアを制御し、デザインのコンパ
イルや一般的なタスクのスクリプト作成など、さまざまな機能を実行することができます。

たとえば、Tcl スクリプトを使用して次のタスクを実行します。

• インテル Quartus Prime プロジェクトの管理

• アサインメントの作成

• デザイン制約の定義

• デバイス・アサインメントの作成

• デザインのコンパイル

• タイミング分析の実行

• レポートへのアクセス

また、Tcl スクリプトによって、プロジェクトまたはアサインメントの移行が容易になります。たとえば、同
じプロトタイプまたは開発ボードを異なるプロジェクトで使用する場合に、新しいプロジェクトごとにピ
ン位置の再アサインメントを自動化するスクリプトを作成できます。 インテル Quartus Prime 開発ソ
フトウェアはまた、プロジェクトにおける現在のすべてのアサインメントに基づいて Tcl スクリプトを生
成し、アサインメントを別のプロジェクトに簡単に切り替えることができるようにします。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの Tcl コマンドは、EDA 業界の Tcl アプリケーション・プロ
グラム・インターフェイス (API) 規格に基づいて、コマンドライン・オプションを使用します。これにより、
Tcl コマンドを簡単に習得し使用することができます。コマンド引数でエラーが発生した場合、Tcl インタ
ープリターは正しい使用法を示すヘルプ情報を提示します。

この章では、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのタスクを自動化するための Tcl スクリプト
の例を示します。これらのスクリプト例を変更して独自のデザインで使用することができます。その他の
Tcl スクリプトの例は、アルテラ・ウェブサイトの「サポート」の「Design Examples」の項で参照できま
す。

関連情報
Tcl Design Examples

1.1. ツールコマンド言語

Tcl（ティクルと読みます）は、Tool Command Language（ツールコマンド言語）の略で、業界標準のス
クリプト言語です。Tcl は、制御構造、変数、ネットワーク・ソケット・アクセス、および API をサポートして
います。

Tcl を使用すると、ほとんどの開発プラットフォームでシームレスに作業できます。 Synopsys* 、
Mentor Graphics* 、および Intel のソフトウェア製品は Tcl 言語をサポートしています。
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Tcl コマンドと インテル Quartus Prime API 関数を併用すると、独自のプロシージャーを作成してデ
ザインフローを自動化することができます。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアをバッチモー
ドで実行するか、 インテル Quartus Prime Tcl シェルで個々の Tcl コマンドを対話形式で実行します。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、Tcl DeveloperXchange によって提供される Tcl/Tk
バージョン 8.5 をサポートしています。

1.2.  インテル Quartus Prime Tcl パッケージ

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、Tcl コマンドはパッケージ内で関数ごとにグループ
化されています。

表 1. インテル Quartus Prime Tcl パッケージ

パッケージ名 パッケージの説明

chip_planner リソースの使用量および Chip Editor を使用した配線を識別および変更します。

design アサインメント・データベースを含むプロジェクト・データベースを操作して、.qsfファイルを変更せずにインスタンス・
アサインメントを作成できるようにします。

device デバイス・データベースからデバイスおよびファミリーの情報を取得します。

external_memif_toolkit 外部メモリー・インターフェイスおよびデバッグ・コンポーネントとインタラクトします。

fif Fault Injection ファイル (FIF) ドライバーを使用するための一連の Tcl 関数が含まれています。

flow プロジェクトをコンパイルし、コマンドライン実行コマンドおよびその他の共通フローを実行します。

insystem_memory_edit Intel デバイス内のメモリー内容を読み取り、編集します。

insystem_source_probe Intel デバイス内で In-System Sources and Probes ツールとインタラクトします。

iptclgen メモリー IP を生成します。

jtag JTAG チェーンを制御します。

logic_analyzer_interface ロジック・アナライザーのインターフェイス出力ピン状態を照会し、変更します。

misc ナチュラルバスの命名、パッケージの読み込み、メッセージの投稿など、その他のタスクを実行します。

periph インターフェイス・プランとインタラクトします。

project プロジェクトおよびリビジョンを作成および管理し、タイミング・アサインメントを含むプロジェクト・アサイメントを作成
します。

report レポート表から情報を取得し、カスタムレポートを作成します。

rtl デザインの RTL ネットリストを走査および照会します。

sdc TimeQuest アナライザーに対して制約および例外を指定します。

sdc_ext Intel 特有の SDC コマンド

simulator シミュレーションをコンフィグレーションし実行します。

sta タイミング・アナライザーから高度な情報を取得する一連の Tcl ファンクションを含めます。

stp Signal Tap ロジック・アナライザーを実行します。

synthesis_report 動的合成レポートツール用の一連の Tcl 関数を含めます。

tdc タイミング・アナライザーから情報を取得します。

1. Tcl スクリプティング
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メモリー要件を可能な限り軽減するために、 小数のパッケージのみが インテル Quartus Prime 実
行コマンドで自動的に読み込まれます。他のパッケージからコマンドを実行するには、それらのパッケー
ジをあらかじめ読み込む必要があります。

スクリプトで使用するパッケージを含む実行コマンドを使用してスクリプトを起動します。たとえば、
sdc_extパッケージのコマンドを使用する場合は、quartus_sta実行コマンドを使用する必要が
あります。これは、quartus_staが sdc_extパッケージをサポートする唯一の実行コマンドである
ためです。

次のコマンドは、実行コマンドのために読み込まれた、または読み込み可能なパッケージのリストをコン
ソールに出力します。

<executable name> --tcl_eval help

たとえば、次のコマンドを入力して、 quartus_fit実行コマンドによって読み込まれた、または読み
込み可能なパッケージのリストを表示します。

quartus_fit --tcl_eval help

1.2.1. パッケージの読み込み

インテル Quartus Prime Tcl パッケージを読み込むには、load_packageコマンドを次のように使
用します。

load_package [-version <version number>] <package name>

このコマンドは package requireと類似していますが、このコマンドを使用して、 インテル
Quartus Prime Tcl パッケージの異なるバージョン間で切り替えることができます。

関連情報
コマンドライン・スクリプティング (27 ページ)

1.3.  インテル Quartus Prime Tcl API のヘルプ

インテル Quartus Prime Tcl のヘルプを使用して、 インテル Quartus Prime Tcl コマンドに関する
情報に簡単にアクセスすることができます。

• このコマンドによって、 インテル Quartus Prime コマンドラインおよび Tcl API のヘルプブラウ
ザーが起動し、このブラウザーに インテル Quartus Prime Tcl API のコマンドおよびオプション
のすべてが表示されます。システム・コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力して、 インテル
Quartus Prime Tcl API ヘルプにアクセスします。

quartus_sh --qhelp

• Tcl API のヘルプには、Tcl コンソールからもアクセスできます。Tcl プロンプトで、

help

と入力してヘルプ情報にアクセスします。出力は次のとおりです。

Tcl コンソールには、特定の情報を表示するヘルプオプションが用意されています。
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表 2. インテル Quartus Prime Tcl 環境で利用可能なヘルプオプション

ヘルプのコマンド 説明

help 利用可能な インテル Quartus Prime Tcl パッケージの全リストを表
示します。

help -tcl Tcl パッケージを読み込み、コマンドライン・ヘルプにアクセスする方法
について説明します。

help -pkg <package_name -[-version <version number>] 指定した インテル Quartus Prime パッケージのヘルプコマンドを表
示します。利用可能な Tcl コマンドのリストも表示されます。
• -versionを指定しない場合、 インテル Quartus Prime 開発ソ

フトウェアは、現在読み込まれているパッケージの 新バージョン
を読み込みます。

• パッケージが読み込まれていない場合、 インテル Quartus Prime
開発ソフトウェアはパッケージの 新バージョンのヘルプを表示し
ます。

例:

help -pkg ::quartus::project

help -pkg project

help -pkg project -version 1.0

<command_name> -h

or

<command_name> -help

パッケージが読み込まれている インテル Quartus Prime Tcl コマン
ドのショートヘルプを表示します。例:

project_open -h

project_open -help

package require ::quartus::<package name>[<version>] インテル Quartus Prime Tcl パッケージの指定のバージョンを読み込
みます。-versionを指定しない場合は、 インテル Quartus Prime
開発ソフトウェアは、パッケージの 新バージョンを読み込みます。
例:

package require ::quartus::project 1.0

このコマンドは load_packageコマンドに類似しています。

load_package <package name> [-version <version 
number>]

バージョンが異なる同一のパッケージ間で切り替えることができます。
例:

load_package ::quartus::project -version 1.0

help -cmd  <command_name>
      -[-version <version>]

or

<command_name> -long_help

インテル Quartus Prime Tcl コマンドのヘルプの全テキストを表示し
ます。-versionを指定しない場合は、 インテル Quartus Prime 開
発ソフトウェアは、パッケージの 新バージョンを読み込みます。
例:

project_open -long_help

help -cmd project_open

help -cmd project_open -version 1.0

help -examples インテル Quartus Prime Tcl の使用例を表示します。

help -quartus プロジェクト情報および実行中の インテル Quartus Prime 実行コマ
ンドに関する情報を含む、定義済みのグローバル Tcl 配列のヘルプを表
示します。

continued...   
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ヘルプのコマンド 説明

quartus_sh --qhelp インテル Quartus Prime コマンドライン・ヘルプの Tk ビューアーを起
動し、コマンドライン実行コマンドおよび Tcl API パッケージのヘルプ
を表示します。

help -timequestinfo 定義済みのグローバル

"TimeQuestInfo"

Tcl 配列を表示します。実行中のタイミング ・ アナライザー・デザインの
遅延モデル情報とスピードグレード情報が含まれています。

Tcl API のヘルプは、 インテル Quartus Prime オンラインヘルプでも利用できます。コマンドまたは
パッケージ名を検索して、そのコマンドまたはパッケージの詳細を確認します。

1.3.1. コマンドライン・オプション

Tcl をサポートする実行コマンドでは、次のコマンドライン・オプションのいずれかを使用できます。

表 3. Tc スクリプティングをサポートするコマンドライン・オプション

コマンドライン・オプション 説明

--script=<script file> [<script args>] 指定した Tcl スクリプトをオプションの引数付きで実行します。

-t <script file> [<script args>] 指定した Tcl スクリプトをオプションの引数付きで実行します。-tオプションは、--
scriptオプションの短い形式です。

--shell インタラクティブ Tcl シェルモードで実行コマンドを開きます。

-s インタラクティブ Tcl シェルモードで実行コマンドを開きます。 -sオプションは、--
shellオプションの短い形式です。

--tcl_eval <tcl command> 残りのコマンドライン引数を Tcl コマンドとして評価します。たとえば、次のコマンドはプ
ロジェクト・パッケージのヘルプを表示します。quartus_sh --tcl_eval help
-pkg project

1.3.1.1. Tcl スクリプトの実行

-tオプションで実行コマンドを実行すると、指定した Tcl スクリプトが起動します。スクリプトに引数を
指定することもできます。argv変数を使用して引数にアクセスするか、または次の形式の引数をサポー
トする cmdlineなどのパッケージを使用します。

-<argument name> <argument value>

cmdlineパッケージは、<Intel Quartus Prime directory>/common/tcl/packages ディ
レクトリーに格納されています。

たとえば、myscript.tclという名前のスクリプトを、1 つの引数 Stratix® を指定して実行す
るには、システム・コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。

quartus_sh -t myscript.tcl 
               Stratix
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1.3.1.2. インタラクティブ・シェル・モード

-sオプションで実行コマンドを実行すると、インタラクティブ Tcl シェルが起動します。たとえば、 イン
テル Quartus Prime タイミング・アナライザーをインタラクティブ・シェル・モードで実行するには、次の
ように入力します。

quartus_sta -s

Tcl シェルに入力したコマンドは、Enter を押したときに解釈されます。Tcl スクリプトをインタラクティ
ブ・シェルで実行するには、次のように入力します。

source <script name>

コマンドは、シェルで認識されない場合、外部コマンドと解釈され、execコマンドで実行されます。

1.3.1.3. Tcl としての評価

--tcl_evalオプションで実行コマンドを実行すると、その実行コマンドは残りのコマンドライン引
数を Tcl コマンドとして直ちに評価します。これは、シンプルな Tcl コマンドを他のスクリプト言語から実
行する場合に便利です。

例えば、次のコマンドは、プロジェクト・パッケージで利用可能なコマンドを出力する Tcl コマンドを実行
します。

quartus_sh --tcl_eval help pkg project

1.3.2.  インテル Quartus Prime Tcl Console ウィンドウ

Tcl コマンドを インテル Quartus Prime Tcl Console ウィンドウで直接実行するには、View をク
リックします。デフォルトでは、Tcl Console ウィンドウは、 インテル Quartus Prime GUI の右下に
ドッキングされています。Tcl コンソールに入力したすべての Tcl コマンドは、 インテル Quartus
Prime Tcl シェルによって解釈されます。

注意: cdや lsなどのいくつかのシェルコマンドは、Tcl execコマンドを使用して、Tcl Console ウィンドウ
で実行できます。ただし、 良の結果を得るには、シェルコマンドおよび インテル Quartus Prime 実行
コマンドを インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア GUI 外のシステム・コマンドプロンプトから実
行してください。

Tcl メッセージは、System タブ(Messages ウィンドウ)に表示されます。stdoutおよび stderr
に書き込まれるエラーおよびメッセージは、 インテル Quartus Prime Tcl コンソールウィンドウにも
表示されます。

1.4. 終端間デザインフロー

Tcl スクリプトを使用して、スクリプティング・インターフェイスを含む他のソフトウェアの制御など、デザ
インフローのすべての側面を制御することができます。

一般に、EDA ツールには、コア言語の機能をツール固有のコマンドで拡張した独自のスクリプト・インタ
ープリターが含まれています。たとえば、 インテル Quartus Prime Tcl インタープリターは、すべての
コア Tcl コマンドをサポートするとともに、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに固有の多数
のコマンドを追加します。1 つの Tcl スクリプトにコマンドを含めて、別のスクリプトを実行することがで
きます。これにより、スクリプトを結合または連結して異なるツールを制御することが可能になります。異
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なるツールのスクリプトは異なる Tcl インタープリターで実行する必要があるため、1 つのスクリプトで
ファイルに情報を書き込み、他のスクリプトでそれを読み取らない限り、スクリプト間で情報を受け渡す
ことは困難です。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでは、単一のスクリプトからデザインフロー内の多数のさ
まざまな操作（合成、フィッティング、タイミング解析など）を実行することができ、グローバルステート情
報の維持と操作間でのデータの受け渡しが容易になります。ただし、各実行コマンドでさまざまなパッケ
ージがサポートされているため、単一のスクリプトで実行できる操作にはいくつかの制限があります。

実行コマンドからのフローの実行に対しては、制限事項はありません。フローは、

インテル Quartus Prime GUI の Processing > Start にある操作を含み、execute_flow Tcl
コマンドのオプションとしても表示されます。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで設定し、フ
ローを実行して目的の結果が得られる場合は、Tcl スクリプトで同じ設定を行い、同じフローを実行でき
ます。

1.5. プロジェクトの作成およびアサインメントの作成

既存のプロジェクトのすべてのアサインメントに対して１つのスクリプトを作成し、そのスクリプトを使用
していつでもプロジェクト設定を既知の状態に復元することができます。

Project > Generate Tcl File for Project をクリックして、アサインメントを含む.tclファイ
ルを自動的に生成します。このファイルを基にしてプロジェクトを再度作成し、デザインをコンパイルす
るなどのその他のコマンドを追加することができます。このファイルは、プロジェクト管理コマンドおよび
アサインメント・コマンドについて習得する上で、適切な開始点となります。
.qsfファイルに対して作成、または変更したアサインメントを確定するには、
export_assignmentsまたは project_closeコマンドを使用します。ただし、
execute_flowコマンドを実行すると、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはアサインメ
ントの変更を.qsfファイルに自動的に確定します。この動作を防止するには、-
dont_export_assignmentsロジックオプションを指定します。

関連情報
• インテル Quartus Prime プロ・エディション Settings File Reference Manual

• インタラクティブ・シェル・モード (9 ページ)

• Constraining Designs

1.6. デザインのコンパイル

インテル Quartus Prime コマンドライン実行コマンドは、Tcl スクリプトから実行することができま
す。組み込まれている flowパッケージを使用して、さまざまな インテル Quartus Prime コンパイル
フローを実行するか、または各実行コマンドを直接実行します。

1.6.1. flow パッケージ

flowパッケージには 2 つのコマンドが含まれており、 インテル Quartus Prime コマンドライン実行
コマンドを、標準的なコンパイルシーケンスで個別にまたは同時に実行します。

• execute_moduleコマンドを利用すると、個々の インテル Quartus Prime コマンドライン実
行コマンドを実行することが可能になります。

• execute_flowコマンドを利用すると、一般的に使用される組み合わせでモジュールの一部ま
たはすべてを実行することが可能になります。
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システムコールの代わりに、flowパッケージを使用して、スクリプトまたは インテル Quartus Prime
Tcl コンソールから インテル Quartus Prime 実行コマンドを実行します。

1.6.2. すべてのリビジョンのコンパイル

単純な Tcl スクリプトを使用して、プロジェクト内のすべてのリビジョンをコンパイルすることができま
す。次のスクリプトを compile_revisions.tclという名前のファイルに保存し、次のように入力
して実行します。

quartus_sh -t compile_revisions.tcl <project name> 

すべてのリビジョンのコンパイル

load_package flow
project_open [lindex $quartus(args) 0]
set original_revision [get_current_revision]
foreach revision [get_project_revisions] {
    set_current_revision $revision
    execute flow -compile
}
set_current_revision $original_revision
project_close

1.7. レポート

コンパイルレポートから情報を抽出して結果を評価することができます。 インテル Quartus Prime Tcl
API ではレポートデータに簡単にアクセスできるため、テキスト・レポート・ファイルを解析するスクリプ
トを記述する必要はありません。

アクセスしたい 1 つまたは複数のレポートセルを正確に把握している場合は、
get_report_panel_dataコマンドを使用して、行と列の名前（または xと y座標）および該当す
るレポートパネルの名前を指定します。多くの場合、レポートパネルでデータを検索できます。そのために
は、get_report_panel_rowコマンドを使用して、一度に 1 行だけレポートを読み取るループを
使用します。

レポートパネルの列見出しは、行 0 にあります。一度に 1 行だけレポートを読み取るループを使用する
場合は、行 1 から開始して列見出しをスキップします。get_number_of_rowsコマンドは、列見出
し行を含むレポートパネルの行数を返します。行数に列見出し行が含まれているため、ループ・インデッ
クスが行数よりも小さい場合は、ループを継続します。

レポートパネルは階層的に配置され、階層の各レベルは文字列 “||“ で示されます。たとえば、Fitter
Settings レポートパネルの名前は、Fitter Settings レポートパネルが Fitterフォルダにあるので、
Fitter||Fitter Settingsとなります。階層の 上位レベルにあるパネルには、“||” 文字列
は使用されません。たとえば、Flow Settings レポートパネルは、Flow Settingsという名前になり
ます。

次の Tcl コードは、プロジェクト内のすべてのレポートパネル名のリストを出力します。このコードは、レ
ポートパッケージのサポートを含む実行コマンドで実行できます。

すべてのレポートパネル名の出力

load_package report
project_open myproject
load_report
set panel_names [get_report_panel_names]
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foreach panel_name $panel_names {
post_message "$panel_name"
}

1.7.1. csv 形式でのレポートデータの保存

任意の インテル Quartus Prime レポートからカンマ区切り値 (.csv) ファイルを作成して、スプレッ
ドシート・エディターで開きます。

次の Tcl コードは、レポートの Fitter パネルからのデータで.csvファイルを簡単に作成する方法を示
します。

レポートからの.csv ファイルの作成

load_package report
project_open my-project
load_report
# This is the name of the report panel to save as a CSV file
set panel_name "Fitter||Fitter Settings"
set csv_file "output.csv"
set fh [open $csv_file w]
set num_rows [get_number_of_rows -name $panel_name]
# Go through all the rows in the report file, including the
# row with headings, and write out the comma-separated data
for { set i 0 } { $i < $num_rows } { incr i } {
    set row_data [get_report_panel_row -name $panel_name \
        -row $i]
    puts $fh [join $row_data ","]
}
close $fh
unload_report

スクリプトを変更して、コマンドライン引数を使用して、プロジェクト、レポートパネル、および使用する
出力ファイルの名前を渡すことができます。このスクリプト例は、レポートパッケージをサポートする実
行コマンドで実行できます。

1.8. タイミング分析

インテル Quartus Prime タイミング・アナライザーには、 sdcパッケージ内の業界標準の SDC コマ
ンドに対するサポートが含まれています。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアには、包括的な Tcl API のほか、staおよび sdc_ext
パッケージでのタイミング・アナライザーの SDC 拡張子が含まれています。 インテル Quartus Prime
開発ソフトウェアには、タイミング・アナライザーから情報を取得する tdcパッケージも含まれていま
す。

関連情報
インテル Quartus Prime プロ・エディション Settings File Reference Manual

1.9. スクリプト実行の自動化

コンパイルのさまざまな時点でスクリプトが自動的に実行されるようにコンフィグレーションすることが
できます。この機能を使用して、カスタムレポートを実行し、特定のアサインメントを作成し、他の多くの
タスクを実行するスクリプトを自動的に実行します。
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次の 3 つのグローバル・アサインメントは、スクリプトが自動的に実行される時期を制御します。

• PRE_FLOW_SCRIPT_FILE - フローの開始前

• POST_MODULE_SCRIPT_FILE - モジュールの終了後

• POST_FLOW_SCRIPT_FILE - フローの終了後

モジュールとは、フロー内で 1 つのステップを実行する インテル Quartus Prime 実行コマンドです。
たとえば、論理合成 (quartus_syn) とタイミング分析 (quartus_sta) の 2 つのモジュールで
す。

フローとは、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアが定義済みのオプションで実行する一連のモ
ジュールです。たとえば、デザインのコンパイルは、一般に（指示されたモジュールによって実行される）
次のステップで構成されるフローです。

1. 論理合成 (quartus_syn)

2. フィッター （quartus_fit）

3. アセンブラー （quartus_asm）

4. タイミング・アナライザー (quartus_sta)

その他のフローについては、execute_flow Tcl コマンドのヘルプで説明しています。さらに、 インテ
ル Quartus Prime GUI の Processing メニューのコマンドの多くは、このデザインフローに対応し
ています。

自動的にスクリプトを実行するようにアサインメントを作成するには、次の形式でアサインメントをプロ
ジェクトの.qsfに追加します。

set_global_assignment -name <assignment name> <executable>:<script name>

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアがスクリプトを実行します。

<executable> -t <script name> <flow or module name> <project name> <revision 
name>

argv変数（または quartus (args)変数）に引き渡される第１引数は、使用するアサインメントに
応じて、実行中のフローまたはモジュールの名前になります。第 2 引数はプロジェクトの名前、第 3 引数
はリビジョンの名前です。

後のプロセス、現在のプロジェクト、および現在のリビジョンは、 インテル Quartus Prime 開発ソフ
トウェアによって引き渡され、以下のコマンドでアクセスすることができます。

set process  [lindex $quartus(args) 0]
set project  [lindex $quartus(args) 1]
set revision [lindex $quartus(args) 2]

project_open $project -revision $revision

POST_MODULE_SCRIPT_FILEアサインメントを使用する場合、指定されたスクリプトはフロー内
のすべての実行コマンドに続いて自動的に実行されます。モジュール名（スクリプトに引き渡された第 1
引数）との文字列比較を使用して、スクリプト処理を特定のモジュールに分離することができます。
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1.9.1. 実行例

完全なフローで自動スクリプト実行がどのように動作するかを示します。ここでは、現在のリビジョンが
rev_1 という名前で top という名前のプロジェクトがあり、プロジェクトに対して次のアサインメント
が.qsfにあると仮定しています。

set_global_assignment -name PRE_FLOW_SCRIPT_FILE quartus_sh:first.tcl
set_global_assignment -name POST_MODULE_SCRIPT_FILE quartus_sh:next.tcl
set_global_assignment -name POST_FLOW_SCRIPT_FILE quartus_sh:last.tcl

プロジェクトをコンパイルするとき、PRE_FLOW_SCRIPT_FILEアサインメントによって、次のコマ
ンドがコンパイルの開始前に実行されます。

quartus_sh -t first.tcl compile top rev_1

次に、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはコンパイルを開始し、 quartus_syn実行コマ
ンドによって論理合成が実行されます。論理合成が終了すると、POST_MODULE_SCRIPT_FILEア
サインメントによって、次のコマンドが実行されます。

quartus_sh -t next.tcl quartus_fit top rev_1

次に、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはコンパイルを継続し、quartus_fit実行コマ
ンドによってフィッターが実行されます。フィッターが終了すると、POST_MODULE_SCRIPT_FILE
アサインメントによって、次のコマンドが実行されます。

quartus_sh -t next.tcl quartus_fit top rev_1

対応するコマンドは、コンパイルのその他の段階の後に実行されます。 後に、コンパイルが完了すると、
POST_FLOW_SCRIPT_FILEアサインメントによって次のコマンドを実行されます。

quartus_sh -t last.tcl compile top rev_1

1.9.2. 処理の制御

POST_MODULE_SCRIPT_FILEアサインメントによって、スクリプトが各モジュールに続いて実行
されます。各モジュールに続いて同じスクリプトが実行されるため、スクリプトにおける処理を特定のモ
ジュールに制限するステートメントを追加することが必要になる場合があります。

たとえば、スクリプトをタイミング分析後にのみ実行する場合は、次の例のような条件テストを使用しま
す。第 1 引数としてスクリプトに引き渡されたフロー名またはモジュール名をチェックし、モジュールが
quartus_staである場合にコードを実行します。

単一モジュールへの処理の制限

set module [lindex $quartus(args) 0]
if [string match "quartus_sta" $module] {
    # Include commands here that are run
    # after timing analysis
    # Use the post-message command to display
    # messages
    post_message "Running after timing analysis"
}
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1.9.3. メッセージの表示

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアがスクリプトを自動的に実行する方法による都合上、メッ
セージを表示するには、putsコマンドの代わりに post_messageコマンドを使用する必要があり
ます。この要件は、「スクリプト実行の自動化」に示す 3 つのアサインメントによって実行されるスクリプ
トにのみ適用されます。

関連情報
• post_message コマンド (17 ページ)

• スクリプト実行の自動化 (12 ページ)

1.10. その他のスクリプティング機能

インテル Quartus Prime Tcl API には、その他にも、この項で説明する汎用のコマンドおよび機能が
含まれています。

1.10.1. ナチュラル・バス・ネーミング

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、ナチュラル・バス・ネーミングをサポートしています。ナ
チュラル・バス・ネーミングでは、角括弧を使用して HDL 内のバスインデックスを指定し、エスケープ文
字を含めることなく、Tcl が角括弧をコマンドを含むものとして解釈することを防ぎます。たとえば、
addressという名前のバス内のある信号は、address\[0\]ではなく address[0]として識別す
ることができます。アサインメントを作成するときには、ナチュラル・バス・ネーミングを活用することがで
きます。

set_location_assignment -to address[10] Pin_M20

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デフォルトでナチュラル・バス・ネーミングを使用しま
す。ナチュラル・バス・ネーミングは、disable_natural_bus_namingコマンドでオフにすること
ができます。ナチュラル・バス・ネーミングについて詳しくは、 インテル Quartus Prime Tcl プロンプト
で次のように入力して確認してください。

enable_natural_bus_naming -h

1.10.2. 短いオプション名

コマンドオプションの短いバージョンは、それが一義的であれば使用することができます。たとえば、
project_openコマンドは、 -current_revisionと-revisionの 2 つのオプションをサポ
ートしています。

次の-revisionオプションの省略形のいずれかを使用できます。

• -r

• -re

• -rev

• -revi

• -revis

• -revisio
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project_openコマンドの場合、文字 r で始まるオプションはほかにないので、-rなどの非常に短
いオプションを使用できます。ただし、report_timingコマンドには、-recoveryと-removal
のオプションが含まれています。省略形は一意ではないため、これらのオプションのいずれも-rまた
は-reと短縮して使用することはできません。

1.10.3. コレクション・コマンド

一部の インテル Quartus Prime Tcl 関数は、Tcl リストとして非効率な非常に大きなデータセットを
返します。これらのデータ構造はコレクションと呼ばれ、 インテル Quartus Prime Tcl API はコレクシ
ョン ID を使用してこのコレクションにアクセスします。

コレクションを操作するには、 foreach_in_collectionと get_collection_sizeの２つ
の インテル Quartus Prime Tcl コマンドがあります。コレクション ID を変数に割り当てるには、set
コマンドを使用します。

1.10.3.1. foreach_in_collection コマンド

foreach_in_collectionコマンドは、 foreach Tcl コマンドに類似しています。これを使用し
て、コレクション内のすべての要素をイタレーションします。次の例では、開いているプロジェクト内のす
べてのインスタンス・アサインメントが出力されます。

foreach_in_collection の例

set all_instance_assignments [get_all_instance_assignments -name *]
foreach_in_collection asgn $all_instance_assignments {
    # Information about each assignment is
    # returned in a list. For information
    # about the list elements, refer to Help
    # for the get-all-instance-assignments command.
    set to [lindex $asgn 2]
    set name [lindex $asgn 3]
    set value [lindex $asgn 4]
    puts "Assignment to $to: $name = $value"
}

関連情報
foreach_in_collection (::quartus::misc)

インテル Quartus Prime のヘルプ内

1.10.3.2. get_collection_size コマンド

コレクション内のエレメントの数を取得するには、 get_collection_sizeコマンドを使用しま
す。次の例では、開いているプロジェクト内のグローバル・アサインメントの数が出力されます。

get_collection_size の例

set all_global_assignments [get_all_global_assignments -name *]
set num_global_assignments [get_collection_size $all_global_assignments]
puts "There are $num_global_assignments global assignments in your project"
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1.10.4. post_message コマンド

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアと同様にフォーマットされたメッセージを出力するには、
post_messageコマンドを使用します。 post_messageコマンドによって出力されたメッセージ
は、 インテル Quartus Prime GUI で Messages ウィンドウの System タブに表示され、スクリプ
トの実行時に標準出力に書き込まれます。 post_messageコマンドの引数には、オプションのメッセ
ージタイプと必須のメッセージ文字列があります。

メッセージタイプは次のうちのいずれかです。

• info（デフォルト）

• extra_info

• warning

• critical_warning

• error

タイプを指定しない場合、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアはデフォルトで infoを使用し
ます。

Windows で インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用している場合は、システム・コマンド
プロンプトに表示されるコードメッセージに post_messageコマンドを使用して、色を指定すること
ができます。次の行を quartus2.iniファイルに追加します。

DISPLAY_COMMAND_LINE_MESSAGES_IN_COLOR = on

次の例では、 post_messageコマンドの使用方法を示します。

post_message -type warning "Design has gated clocks"

1.10.5. コマンドライン引数へのアクセス

グローバル変数 quartus(args)は、コマンドラインで Tcl スクリプト名に続けて入力された引数か
らなるリストです。

例-1: コマンドライン引数への簡単なアクセス

次の Tcl の例は、すべての引数を quartus(args)変数に出力します。

set i 0
foreach arg $quartus(args) {
    puts "The value at index $i is $arg"
    incr i
}

例-2: スクリプトへのコマンドライン引数の引渡し

以前の例のスクリプトを print_args.tclという名前のファイルにコピーした場合、次に示すコマ
ンドをコマンドプロンプトで入力したとき、次の出力が表示されます。

quartus_sh -t print_args.tcl my_project 100MHz
The value at index 0 is my_project
The value at index 1 is 100MHz
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1.10.5.1. cmdline パッケージの使用

より堅固で自己文書化されたコマンドライン引数の引渡しには、 インテル Quartus Prime 開発ソフト
ウェアに含まれる cmdlineパッケージを使用することができます。cmdlineパッケージは、-
<option><value> の形式のコマンドライン引数をサポートしています。

cmdline パッケージ

package require cmdline
variable ::argv0 $::quartus(args)
set options {
   { "project.arg" "" "Project name" }
   { "frequency.arg" "" "Frequency" }
}
set usage "You need to specify options and values"
array set optshash [::cmdline::getoptions ::argv $options $usage]
puts "The project name is $optshash(project)"
puts "The frequency is $optshash(frequency)"

これらのコマンドを print_cmd_args.tclという名前の Tcl スクリプトに保存した場合、次に示す
コマンドをコマンドプロンプトで入力したとき、次の出力が表示されます。

スクリプトへのコマンドライン引数の引渡し

quartus_sh -t print_cmd_args.tcl -project my_project -frequency 100MHz
The project name is my_project
The frequency is 100MHz

実質的に、すべての インテル Quartus Prime Tcl スクリプトは、プロジェクトを開くことを必要としま
す。プロジェクトを開き、オプションで、次の例のようなコードでリビジョン名を指定することができます。
この例では、指定したプロジェクトが存在するかどうかを確認します。存在する場合は、現在のリビジョ
ン、または指定したリビジョンを開きます。

フル機能でプロジェクトを開くための方法

package require cmdline
variable ::argv0 $::quartus(args)
set options { \
{ "project.arg" "" "Project Name" } \
{ "revision.arg" "" "Revision Name" } \
}
array set optshash [::cmdline::getoptions ::argv0 $options]
# Ensure the project exists before trying to open it
if {[project_exists $optshash(project)]} {
    if {[string equal "" $optshash(revision)]} {
        # There is no revision name specified, so default
        # to the current revision
        project_open $optshash(project) -current_revision
    } else {
        # There is a revision name specified, so open the
        # project with that revision
        project_open $optshash(project) -revision \
            $optshash(revision)
    }
} else {
    puts "Project $optshash(project) does not exist"
    exit 1
}
# The rest of your script goes here

このような柔軟性またはエラー・チェックが必要ない場合、次に示すように、単純に project_open
コマンドを使用することもできます。
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簡単にプロジェクトを開くための方法

set proj_name [lindex $argv 0]
project_open $proj_name

1.10.6. The quartus() 配列

グローバル quartus() Tcl 配列には、プロジェクトに関する他の情報とスクリプトに役立つかもしれ
ない現在の インテル Quartus Prime 実行コマンドが含まれます。上記の例のスクリプトは、
quartus(args)にあるコマンドライン引数を解析したものです。quartus()配列の他の要素に関
する情報を得るには、Tcl プロンプトで次のコマンドを入力してください。

help -quartus

1.11. インタラクティブ・モードでの インテル Quartus Prime Tcl シェルの例

この項では、quartus_shインタラクティブ・シェルを使用して、プロジェクト・アサインメントを作成
し、有限インパルス応答 (FIR)フィルター・チュートリアル・プロジェクトをコンパイルする例を示します。

この例では、プロジェクト・ディレクトリーに fir_filterチュートリアル・デザイン・ファイルが用意さ
れていることを想定しています。

1. インタラクティブ Tcl シェルを実行するには、システム・コマンドプロンプトで次のコマンドを入力し
ます。

quartus_sh -s

2. 次のコマンドを入力して、filtrefという名前のリビジョンで fir_filterという名前の新し
いプロジェクトを作成します。

project_new -revision filtref fir_filter r

注
意: 

• プロジェクト・ファイルとプロジェクト名が同じである場合、 インテル Quartus Prime
開発ソフトウェアは、プロジェクトと同じ名前をリビジョンに付けます。

• このプロジェクトの.qpfファイルがすでに存在する場合、 インテル Quartus Prime
開発ソフトウェアは、プロジェクトが既に存在することを示すエラーを表示します。

filtrefという名前のリビジョンはトップレベル・ファイルと一致するため、すべてのデザインファ
イルが階層ツリーから自動的に選択されます。

3. デバイスのグローバル・アサインメントを設定します。

set_global_assignment -name family <device family name>

-nameオプションで使用できるアサインメント名の詳細については、 インテル Quartus Prime
のヘルプを参照してください。

注意: アサインメント値にスペースが含まれる場合は、その値を二重引用符で囲みます。

4. デザインをコンパイルするには、::quartus::flowパッケージを使用します。このパッケージ
は、新しいプロジェクト・アサインメントを適切にエクスポートし、一連のコマンドライン実行コマン
ドを正しい順序で使用してデザインをコンパイルします。まず、パッケージを読み込みます。

load_package flow

次のように返されます。

1.1
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5. FIR フィルターデザインのフルコンパイルを実行するには、-compileオプションを指定して、
execute_flowコマンドを使用します。

execute_flow -compile

このコマンドは、FIR フィルター・チュートリアル・プロジェクトをコンパイルし、プロジェクト・アサイ
ンメントをエクスポートし、quartus_syn、 quartus_fit、 quartus_asm 、および
quartus_staを実行します。このイベントのシーケンスは、 インテル Quartus Prime GUI で
Processing > Start Compilation を選択するのと同じです。

6. プロジェクトが終了したら、 project_closeコマンドを使用してプロジェクトを閉じます。

7. 次に、インタラクティブ Tcl シェルを終了するために、Tcl プロンプトで exitと入力します。

1.12. tclsh シェル

UNIX および Linux オペレーティング・システムでは、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに
含まれる tclsh シェルは、 小限の PATH環境変数で初期化されます。その結果、tclsh シェル内でシス
テムコマンドを使用できないことがあります。これは、特定のディレクトリーが PATH環境変数に含まれ
ていないためです。

tclsh シェルによって検索されたパスに他のディレクトリーを含めるには、tclsh シェルを実行する前に
QUARTUS_INIT_PATH環境変数を設定します。QUARTUS_INIT_PATH環境変数のディレクトリ
ーは、システムコマンドの実行時に tclsh シェルによって検索されます。

1.13. Tcl スクリプティングの基礎知識

コア Tcl コマンドは、変数、制御構造、およびプロシージャーをサポートしています。さらに、ファイルシス
テムおよびネットワーク・ソケットにアクセスし、他のプログラムを実行するコマンドもあります。Tk ウィ
ジェット・セットを使用して、プラットフォームに依存しないグラフィカル・インターフェースを作成するこ
とができます。

Tcl コマンドは、インタラクティブ Tcl シェルで入力すると直ちに実行されます。また、スクリプトを（この
章の例を含めて）ファイルに作成し、そのファイルを インテル Quartus Prime 実行コマンドまたは
tclsh シェルを使用して実行することもできます。

1.13.1. Hello World の例

以下に、Tcl での基本的な「Hello world」の例を示します。

puts "Hello world"

helloと worldの２つの単語を 1 つの引数としてグループ化するには、二重引用符を使用します。二
重引用符を使用すると、グループ内で置換を行うことができます。置換は、単純な変数置換とすることも、
ネストしたコマンドの実行した結果とすることもできます。置換しない場合は、中括弧{}を使用してグル
ープ化します。

1.13.2. 変数

変数に値を割り当てるには、setコマンドを使用します。変数は、使用前に宣言する必要はありません。
Tcl 変数名では、大文字と小文字が区別されます。

set a 1
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変数の内容にアクセスするには、変数名の前にドル記号 (“$”) を使用します。次の例では、別の方法で
"Hello world"が出力されます。

set a Hello
set b world
puts "$a $b"

1.13.3. 置換

Tcl は次の 3 つのタイプの置換を実行します。

• 変数値の置換

• ネストしたコマンドの置換

• バックスラッシュの置換

1.13.3.1. 変数値の置換

変数値の置換とは、変数名の前にドル記号 (“$”) を使用することにより、変数に格納された値にアクセ
スすることです。

1.13.3.2. ネストしたコマンドの置換

ネストしたコマンドの置換とは、Tcl インタープリターが角括弧内の Tcl コードを評価する方法です。Tcl
インタープリターがネストしたコマンドを評価するときは、 も内側のネストしたコマンドから始め、次
に同じレベルでネストしたコマンドを左から右の順で行います。ネストした各コマンドの結果は、外側の
コマンドで置き換えられます。

set a [string length foo]

1.13.3.3. バックスラッシュの置換

バックスラッシュの置換を使用すると、ドル記号 (“$”) やカッコ (“[ ]”) など、Tcl の予約文字を引用
することができます。また、タブや改行などのその他の特殊な ASCII 文字をバックスラッシュの置換で指
定することもできます。文字の前のバックスラッシュは、その文字が行の 後の文字ではない場合、その
次の文字をリテラルとして扱うように TCL インタープリターに指示します。

puts "This is a \$ special character"

puts "This is a\
$ special character and line continuation"

puts "This is backslash \is ignored"

puts "This is backslash\
    continued on next line"

1.13.4. 演算

演算を実行するには、exprコマンドを使用します。中括弧 (“{ }”) を使用してこのコマンドの引数を
グループ化すると、効率と数値精度が向上します。

set a 5
set b [expr { $a + sqrt(2) }]
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インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは&& (AND)、|| (OR)、! (NOT) などの Tcl ブール演算
子および算術演算子、ならびに < （より小さい）、 > （より大きい）、 == （等しい）などの比較演算子をサ
ポートしています。

1.13.5. リスト

Tcl リストは一連の値です。サポートされるリスト操作には、リストの作成、リストの追加、リストエレメン
トの抽出、リストの長さの計算、リストのソートなどがあります。

set a { 1 2 3 }

lindexコマンドを使用すると、リスト内の特定のインデックスにある情報を抽出できます。インデック
スはゼロが基準です。インデックス endを使用してリストの 後のエレメントを指定するか、インデック
ス end-< n> を使用してリストの末尾から数えます。たとえば、 aに格納されたリスト内の第 2 エレメ
ント（インデックス 1）を出力するには、次のコードを使用します。

puts [lindex $a 1]

llengthコマンドはリストの長さを返します。

puts [llength $a]

lappendコマンドは、リストにエレメントを追加します。リストがまだ存在しない場合は、指定したリス
トが作成されます。リスト変数名はドル記号(“$”)では指定されません。

lappend a 4 5 6

1.13.6. 配列

配列は、文字列ベースのインデックスを使用することを除いて、リストに類似しています。Tcl 配列はハッ
シュテーブルとして実装されています。配列を作成するには、各エレメントを個別に設定するか、または
array setコマンドを使用します。

daysという名前の配列内でインデックスが Monのエレメントを Mondayの値に設定するには、次の
コマンドを使用します。

set days(Mon) Monday

array setコマンドには、インデックス/値のペアからなるリストが必要です。この例では、days とい
う名前の配列を設定します。

array set days { Sun Sunday Mon Monday Tue Tuesday \
    Wed Wednesday Thu Thursday Fri Friday Sat Saturday }

set day_abbreviation Mon
puts $days($day_abbreviation)

array namesコマンドを使用して、特定の配列内のすべてのインデックスのリストを取得します。イン
デックス値は、決められた順序で返されるわけではありません。次の例は、配列内のすべての値を反復処
理する方法の 1 つです。

foreach day [array names days] {
    puts "The abbreviation $day corresponds to the day\
name $days($day)"
}

1. Tcl スクリプティング
683432 | 2018.09.24

インテル Quartus Prime プロ・エディション ユーザーガイド: スクリプティング フィードバック

22

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%20Quartus%20Prime%20%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%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%20(683432%202018.09.24)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


配列は、Tcl スクリプトで情報を格納する非常に柔軟な方法であると同時に、複雑なデータ構造を構築す
るのに適した方法です。

1.13.7. 制御構造

Tcl は if-then-else 条件や for、 foreach、および whileループなどの一般的な制御構造をサポ
ートしています。次の例に示すように中括弧を配置すると、制御構造コマンドが効率的かつ正しく実行さ
れます。次の例では、変数 aの値が正、負、またはゼロのどれであるかを出力します。

If-Then-Else 構造

if { $a > 0 } { 
    puts "The value is positive"
} elseif { $a < 0 } {
    puts "The value is negative"
} else {
    puts "The value is zero"
}

次の例では、 forループを使用してリスト内の各エレメントを出力します。

For ループ

set a { 1 2 3 }
for { set i 0 } { $i < [llength $a] } { incr i } {
    puts "The list element at index $i is [lindex $a $i]"
}

次の例では、 foreachループを使用してリスト内の各エレメントを出力します。

foreach ループ

set a { 1 2 3 }
foreach element $a {
    puts "The list element is $element"
}

次の例では、 whileループを使用してリスト内の各エレメントを出力します。

while ループ

set a { 1 2 3 }
set i 0
while { $i < [llength $a] } {
    puts "The list element at index $i is [lindex $a $i]"
    incr i
}

制御構造コマンド内の論理式では、 exprコマンドが自動的に呼び出されるため、exprコマンドをブ
ール式で使用する必要はありません。

1.13.8. プロシージャー

procコマンドを使用して、Tcl プロシージャー（他のスクリプト言語およびプログラミング言語ではサ
ブルーチンまたは関数として知られています）を定義します。プロシージャーにおける変数の範囲は、プ
ロシージャーに対してローカルです。プロシージャーが値を返す場合、 returnコマンドを使用してプ
ロシージャーから値を返します。次の例では、 2 つの値を乗算してその結果を返すプロシージャーを定義
します。
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簡単なプロシージャー

proc multiply { x y } {
    set product [expr { $x * $y }]
    return $product
}

次の例は、コード内で multiplyプロシージャーを使用する方法を示しています。プロシージャーは、
スクリプトで呼び出す前に定義する必要があります。

プロシージャーの使用

proc multiply { x y } {
    set product [expr { $x * $y }]
    return $product
}
set a 1
set b 2
puts [multiply $a $b]

プロシージャーは、スクリプトの先頭付近で定義します。プロシージャー内のグローバル変数にアクセス
する場合は、グローバル変数を使用する各プロシージャーで globalコマンドを使用します。

グローバル変数へのアクセス

proc print_global_list_element { i } {
    global my_data
    puts "The list element at index $i is [lindex $my_data $i]"
}
set my_data { 1 2 3}
print_global_list_element 0

1.13.9. ファイル I/O

Tcl にはファイルとの間で読み書きするコマンドがあります。ファイルは、開いてから読み書きし、読み書
き操作が終了すれば閉じる必要があります。

ファイルを開くには、 openコマンドを使用し、ファイルを閉じるには、closeコマンドを使用します。
ファイルを開くときには、ファイル名とファイルを開くモードを指定します。モードを指定しない場合、Tcl
はデフォルトで読み取りモードになります。ファイルに書き込むには、書き込みモードに wを指定しま
す。

ファイルを書き込み用に開く

set output [open myfile.txt w]

Tcl はその他にも、既存ファイルへの追加や、同じファイルとの間の読み取り/書き込みなどのモードをサ
ポートしています。

openコマンドは、読み取りまたは書き込みアクセスに使用するファイルハンドルを返します。 putsコ
マンドを使用すると、ファイルハンドルを指定してファイルに書き込むことができます。

ファイルへの書き込み

set output [open myfile.txt w]
puts $output "This text is written to the file."
close $output
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getsコマンドでは一度に 1 行だけファイルを読み込むことができます。 getsコマンドを使用して、
ファイルの各行を読み込み、その行番号とともに出力します。

ファイルからの読み込み

set input [open myfile.txt]
set line_num 1
while { [gets $input line] >= 0 } {
    # Process the line of text here
    puts "$line_num: $line"
    incr line_num
}
close $input

1.13.10. 構文およびコメント

Tcl コマンドの引数は空白で区切られ、Tcl コマンドは改行文字またはセミコロンで終了します。 Tcl コ
マンドが複数行にわたっている場合は、バックスラッシュを使用する必要があります。バックスラッシュ
(\) を行の 後の文字にすると、行の延長が指示されます。バックスラッシュの後にスペースを含む他の
文字が続く場合、その文字はリテラルとして扱われます。

Tcl はハッシュ文字またはポンド文字と呼ばれる # を使用し、 #文字からコメントを開始します。コマン
ドと同じ行にコメントを含める場合は、 #文字の前にセミコロンでコマンドを終了してください。次の例
は、 setコマンドとコメントを含む有効なコード行です。

set a 1;# Initializes a

セミコロンがなければ、 setコマンドはコメント後の改行まで終了されないため、無効なコマンドとな
ります。

Tcl インタープリターはコメント内の中括弧をカウントし、これによって解明が困難なエラーが発生する
ことがあります。次の例では、中括弧が閉じられていないためエラーが発生します。

# if { $x > 0 } {
if { $y > 0 } {
    # code here
}

1.13.11. 参考文献

Tcl の使用方法について詳しくは、次の資料を参照してください。

• Brent B. Welch and Ken Jones, and Jeffery Hobbs, Practical Programming in Tcl
and Tk (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003)

• John Ousterhout and Ken Jones, Tcl and the Tk Toolkit (Boston: Addison-Wesley
Professional, 2009)

• Mark Harrison and Michael McLennan, Effective Tcl/Tk Programming: Writing
Better Programs in Tcl and Tk (Boston: Addison-Wesley Professional, 1997)

関連情報
www.tcl.tk

Tcl Developer Xchange
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1.14. Tcl スクリプティングの改訂履歴

この章には、次の改訂履歴が適用されます。

表 4. 改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2017.05.07 18.0.0 • 廃止予定のオプションを削除しました。
• 外部参照リンクを更新しました。
• 入力ミスを修正し、マイナーな内容の修正を行いました。

2016.10.31 16.1.0 • インテルへのブランド変更を実施しました。

2015.11.02 15.1.0 • インスタンスを Quartus II から Quartus Prime に変更しました。
• Quartus Prime Tcl Packages の項の Tcl パッケージのリストを更新しました。
• Quartus Prime Tcl API のヘルプの項を更新しました。

— Tcl ヘルプ出力の更新

2014 年 6 月 14.0.0 フォーマットを更新しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • サーベイリンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 • テンプレートを更新しました。
• 「ツールコマンド言語」の項の Tcl のサポート・バージョンを更新しました。
• 編集上のマイナーな変更を行いました。

2011 年 5 月 11.0.0 文書全体にマイナーな更新を行いました。

2010 年 12 月 10.1.0 テンプレートを更新しました。
クラシック・タイミング・アナライザーで使用される tcl パッケージを削除して更新しまし
た。

2010 年 7 月 10.0.0 文書全体にマイナーな更新を行いました。

2009 年 11 月 9.1.0 • LogicLock の例を削除しました。
• 表 3-1 と表 3-2 に incremental_compilation、insystem_source_probe、およ

び rtl パッケージを追加しました。
• 表 3-2 に quartus_map を追加しました。

2009 年 3 月 9.0.0 • 「EDA ツールのアサインメント」の項を削除しました。
• 3-9 ページの「すべてのリビジョンのコンパイル」の項を追加しました。
• 3-20 ページの「tclsh シェルの使用」の項を追加しました。

2008 年 11 月 8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 8.0.0 参照先を更新しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックは、ドキュメント・アーカイブを検索し
てください。
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2. コマンドライン・スクリプティング

FPGA デザイン・ソフトウェアは、デザインフローに容易に統合することができ、時間の節約と生産性の
向上を実現します。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、FPGA デザインフローの各ステッ
プで使用できるコマンドライン実行コマンドを備え、デザインプロセスをカスタマイズ化および柔軟にす
ることができます。

コマンドライン実行コマンドは、 インテル Quartus Prime GUI と完全に互換性があり、ニーズに 適
なツールを正確に組み合わせることができます。

2.1. コマンドライン実行コマンドの利点

インテル Quartus Prime コマンドライン実行コマンドを使用すると、デザインフローの各ステップを正
確に制御し、メモリー要件を削減し、パフォーマンスを改善させることができます。

インテル Quartus Prime 実行ファイルをスクリプト、バッチファイル、または make ファイルにグルー
プ化して、デザインフローを自動化します。これらのスクリプティング機能によって、 インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアとその他の EDA 合成、シミュレーション、検証ソフトウェアの統合が容易にな
ります。自動デザインフローは、複数のコンピュータで同時に実行し、プロジェクトを簡単にアーカイブお
よび復元することができます。

コマンドライン実行コマンドは、 インテル Quartus Prime GUI の使いやすさを損なうことなく柔軟性
を提供します。 インテル Quartus Prime GUI およびコマンドライン実行コマンドは、デザインフロー
のさまざまな段階で実行できます。たとえば、 インテル Quartus Prime GUI を使用してデザインのフ
ロアプランを編集し、コマンドライン実行コマンドを使用して配置配線を実行し、 インテル Quartus
Prime GUI に戻ってデバッグを実行することができます。

コマンドライン実行コマンドは、デザインフローの各ステップで必要とされるメモリーを削減します。各
実行コマンドは、デザインフローの 1 つのステップのみを対象とするため、実行コマンド自体は、ファイ
ルサイズと処理中に使用されるメモリー量の両方で比較的コンパクトです。このメモリー使用量の削減
は、パフォーマンスを改善させ、また、コンピューティング・リソースの使用量が多くなるとメモリーの可用
性が低下するデザイン環境で特に有用です。

関連情報
About Command-Line Executables

インテル Quartus Prime のヘルプ内

2.2. コマンドライン・スクリプティングのヘルプ

コマンドライン実行コマンドのヘルプは、さまざまな方法で利用できます。コマンドライン・オプションを
使用して、実行コマンドに組み込まれているヘルプにアクセスできます。 インテル Quartus Prime コ
マンドラインと Tcl API Help ブラウザーを使用すると、ヘルプ情報を簡単にグラフィカルに表示できま
す。
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インテル Quartus Prime コマンドラインと Tcl API Help ブラウザーを使用するには、次のコマンド
を入力します。

quartus_sh --qhelp

このコマンドによって、 インテル Quartus Prime コマンドラインと Tcl API Help ブラウザー（ インテ
ル Quartus Prime コマンドライン実行コマンドと Tcl API に関する情報を提供するビューアー）が起
動します。

インテル Quartus Prime コマンドライン実行コマンドとともに -hオプションを使用して、サポートさ
れているオプションの説明とリストを取得します。各オプションの詳細については、 --help=< option
name> オプションを参照してください。

図 -1: インテル Quartus Prime コマンドラインおよび Tcl API Help ブラウザー

2.3. コマンドライン・オプションを使用したプロジェクト設定

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのコマンドライン実行コマンドは、プロジェクト変数を設
定して共通設定にアクセスするための引数を受け入れます。

個々のエンティティーに割り当てを行うには、 インテル Quartus Prime Tcl スクリプティング API を
使用できます。既存のプロジェクトでは、 インテル Quartus Prime GUI でプロジェクトを開き、アサイ
ンメントを変更して、プロジェクトを終了することもできます。変更されたアサインメントは.qsfで更
新されます。この更新の後に実行されるコマンドライン実行コマンドは、更新されたアサインメントを使
用します。

関連情報
• Tcl スクリプティング (4 ページ)

• インテル Quartus Prime Settings File (.qsf) Definition
インテル Quartus Prime のヘルプ内

• インテル Quartus Prime プロ・エディション Settings File Reference Manual
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2.3.1. オプションの優先順位

プロジェクト・アサインメントは、一連の優先規則に従います。プロジェクト・アサインメントは、次の 3 つ
の場所に存在することができます。

• インテル Quartus Prime Settings File (.qsf)

• コンパイラー・データベース

• コマンドライン・オプション

.qsfファイルには、プロジェクトの現在のリビジョンのプロジェクト全体およびエンティティー・レベル
のすべてのアサインメントと設定が含まれています。コンパイラー・データベースには、 後のコンパイル
の結果が /dbディレクトリーに格納され、プロジェクトがコンパイルされた時点でのアサインメントが
反映されます。更新されたアサインメントは、 初にコンパイラー・データベースに、後で.qsfファイル
に表示されます。

コマンドライン・オプションは、.qsfファイルまたはコンパイラー・データベース・ファイルの競合するア
サインメントをオーバーライドします。コマンドラインで指定されていないアサインメントに対し
て .qsfファイルまたはコンパイラー・データベース・ファイルを優先するかどうかを指定するには、オプ
ションの --read_settings_filesを使用します。

表 5. 読み取りアサインメントの優先順位

指定オプション 読み取りアサインメントの優先順位

--read_settings_files = on

（デフォルト）

1. コマンドライン・オプション
2. プロジェクトの.qsf
3. プロジェクト・データベース（存在する場合は db ディレク

トリー）
4. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのデフォル

ト

--read_settings_files = off 1. コマンドライン・オプション
2. プロジェクト・データベース（存在する場合は db ディレク

トリー）
3. インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのデフォル

ト

--write_settings_filesコマンドライン・オプションは、アサインメントが書き込まれる場所
を一覧表示します。

表 6. 書き込みアサインメントの場所

指定オプション 書き込みアサインメントの場所

--write_settings_files = on （デフォルト） .qsfファイルとコンパイラー・データベース

--write_settings_files = off コンパイラー・データベース

コマンドライン・オプションとして指定されていないアサインメント、または.qsfファイルもしくはコン
パイラー・データベース・ファイルに指定されていないアサインメントは、デフォルト値に設定されます。

--Read_settings_files=off オプションおよび --write_settings_files=off オ
プション（適切な場合）を使用して、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアが設定ファイルを読み
込んで更新する方法を 適化します。
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2.4. quartus_sh --flow を使用したコンパイルフロー

次の図は、コマンドライン実行コマンドを使用した一般的な インテル Quartus Prime FPGA デザイン
フローを示しています。

図 -2: 一般的なデザインフロー

Quartus Shell
quartus_sh

Analysis & Synthesis

Fitter
quartus_fit

Assembler
quartus_asm

EDA Netlist Writer
quartus_eda

Programmer
quartus_pgm

Programming File
Converter

quartus_cpf

  Signal Tap Logic
Analyzer

quartus_stp

Power Analyzer
quartus_pow

Compiler Database
quartus_cdb

Output files for EDA tools,
including Verilog Output 
Files (.vo), VDHL Output 
Files (.vho), VQM Files 
and Standard Delay 
Format Output Files (.sdo)

Verilog Design Files (.v), VDHL Design Files (.vhd), 
Verilog Quartus Mapping Files (.vqm),
Text Design Files (.tdf), Block Design Files (.bdf),
and EDIF Netlist Files (.edf) Files

Timing Analyzer
quartus_sta

quartus_syn

quartus_sh実行コマンドを --flowオプションとともに使用すると、1 つのコマンドで完全なコン
パイルフローを実行することができます。--flowオプションは、高性能な再コンパイル機能をサポー
トし、フロー内の各実行コマンドのコマンドライン引数を効率的に設定します。

次の例では、コンパイル、タイミング分析、およびプログラミング・ファイルの生成を 1 つのコマンドで実
行します。

quartus_sh --flow compile filtref

ヒント: 特殊なフローに関する詳細情報については、コマンドプロンプトで quartus_sh --help=flow
と入力してください。
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2.5. テキストベースのレポートファイル

各コマンドライン実行コマンドは、実行時にテキスト・レポート・ファイルを作成します。これらのファイル
は成功または失敗を報告し、実行コマンドによって実行される処理に関する情報を含みます。

レポートファイル名には、レポートファイルを生成した実行コマンドのリビジョン名と短縮名が
<revision>.<executable>.rptのフォーマットで含まれます。たとえば、 quartus_fit実
行コマンドを使用して、リビジョン名が design_top のプロジェクトに対して配置配線すると、
design_top.fit.rptという名前のレポートファイルが生成されます。同様に、 quartus_sta
実行コマンドを使用して、リビジョン名が fir_filter のプロジェクトに対してタイミング分析を実行す
ると、 fir_filter.sta.rptという名前のレポートファイルが生成されます。

テキストベースのレポートファイルを解析する代わりに、 ::quartus::report Tcl パッケージを
使用することができます。

関連情報
• Text-Format Report File (.rpt) Definition

インテル Quartus Prime のヘルプ内

• ::quartus::report
インテル Quartus Prime のヘルプ内

2.6. スクリプトでのコマンドライン実行コマンドの使用

コマンドライン実行コマンドは、 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに加えて、他のソフトウェ
アを制御するスクリプトで使用することができます。たとえば、デザインフローでサードパーティー合成ソ
フトウェアまたはシミュレーション・ソフトウェアを使用していて、コマンドプロンプトでそのソフトウェ
アを実行できる場合は、これらのコマンドを インテル Quartus Prime 実行コマンドと 1 つのスクリプ
トにグループ化することができます。

新しいプロジェクトを設定し、ピン位置アサインメントやタイミング要件などの個別の制約を適用するに
は、Tcl スクリプトまたは インテル Quartus Prime GUI を使用する必要があります。

コマンドライン実行コマンドは、既存のプロジェクトの操作、共通のグローバル設定の作成、および共通
の操作の実行に非常に役立ちます。フローの柔軟性を高めるには、Tcl スクリプトを使用します。さらに、
Tcl スクリプトは、デザインフローのさまざまな段階間でデータを簡単に渡すことができます。

たとえば、UNIX シェルスクリプトを作成してサードパーティーの合成ソフトウェアを実行し、 インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアでデザインを配置配線し、他のシミュレーション・ソフトウェア用の出
力ネットリストを生成することができます。

2.7. QFlow スクリプト

QFlow と呼ばれる Tcl/Tk ベースのグラフィカル・インターフェイスが、コマンドライン実行コマンドに
含まれています。QFlow インターフェイスを使用すると、プロジェクトを開いたり、コマンドライン実行コ
マンドの一部を起動したり、レポートファイルを表示したり、グローバルなプロジェクト・アサインメント
を行うことができます。
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QFlow インターフェイスでは、次のコマンドライン実行コマンドを実行できます。

• quartus_syn （論理合成）

• quartus_fit （フィッター）

• Quartus_sta （タイミング・アナライザー）

• quartus_asm （アセンブラー）

• quartus_eda （EDA ネットリスト・ライター）

フロアプランを表示したり、その他の GUI を多用するタスクを実行したりするには、 インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアを起動します。

コマンドプロンプトで次のコマンドを入力して QFlow を開始します。

quartus_sh -g

ヒント: QFlow スクリプトは、<Intel Quartus Prime directory>/common/tcl/apps/
qflow/ ダイレクトリーに存在します。

2.8. コマンドライン・スクリプティングの改訂履歴

この章には、次の改訂履歴が適用されます。

表 7. 改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2017.05.08 17.0.0 • 「コマンドライン実行コマンドの利点およびコマンドライン・オプションを使用したプ
ロジェクトの設定」トピックに関する内容を再構成しました。

• サポートされていない実行コマンドとオプションを削除しました。
• 「導入例と一般的なスクリプトの例」のトピックを削除しました。

2016.10.31 16.1.0 • インテルへのブランド変更を実施しました。

2015.11.02 15.1.0 インスタンスを Quartus II から Quartus Prime に変更しました。

2015.05.04 15.0.0 ソフトウェア 14.0 から削除された make ファイルのサポートの説明を削除しました。

2014 年 12 月 14.1.0 DSE II コマンドを更新しました。

2014 年 6 月 14.0.0 フォーマットを更新しました。

2013 年 11 月 13.1.0 -silnet qmegawizコマンドに関する情報を削除しました。

2012 年 6 月 12.0.0 サーベイリンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 テンプレートを更新しました。

2011 年 5 月 11.0.0 quartus_qpf の使用例が修正されました。
例を更新しました。

2010 年 12 月 10.1.0 テンプレートを更新しました。
メガファンクションのバリエーションを再生成するスクリプトの使用に関する項を追加し
ました。
クラシック・タイミング・アナライザー (quartus_tan) への参照が削除されました。
Qflow の図を削除しました。

2010 年 7 月 10.0.0 quartus_tan の代わりに quartus_sta を使用するようにスクリプト例を更新しました。
また、文書全体でその他のマイナー・アップデートを行いました。

continued...   
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2009 年 11 月 9.1.0 表 2-1 を更新して、quartus_jli および quartus_jbcc の実行コマンドと説明、およびそ
の他のマイナーな更新をドキュメント全体に追加しました。

2009 年 3 月 9.0.0 内容に変更はありません。

2008 年 11 月 8.1.0 次の項を追加しました。
• 2–11 ページの「MegaWizard Plug-In Manager」

2–12 ページの「コマンドラインのサポート」
2-13 ページの「モジュールとウィザードの名前」
2-14 ページの「ポートとパラメーター」
2-15 ページの「無効な構成」
2-15 ページの「ポートおよびパラメーターの値の決定方法」
2–15 ページの「オプションのファイル」
2-16 ページの「パラメーター・ファイル」
2-17 ページの「作業ディレクトリー」
2-17 ページの「バリエーション・ファイル名」

• 2-21 ページの「圧縮された構成ファイルの作成」
• 2-5 ページの「オプションの優先順位」を更新して、順位を制御する方法を明確にしま

した。
• 2–8 ページの例 2–5 を修正しました。
• 例 2-1、例 2-2、例 2-4、および例 2-7 で EP1C12F256C6 デバイスを使用するよう

に変更しました。
• 編集上のマイナー・アップデートを行いました。
• 全章を 8½ "×11"テンプレートを使用して更新しました。

2008 年 5 月 8.0.0 • 19 ページの「参考資料」を更新しました。
• ドキュメント内の参照を更新しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックは、ドキュメント・アーカイブを検索し
てください。
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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フェーズに関する包括
的な情報については、次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 スタート・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機能、ファイル、およデザ
インフローについて紹介します。 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、初期デザイン時の考慮事項、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。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション Platform Designer ユーザーガイド
Platform Designer 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。Platform
Designer 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
を簡素化します。Platform Designer では、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・エディションデザイン推奨事項 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を使用して FPGA をデザインす
るための 適なデザイン手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
の手法は、デザインのパフォーマンスに大きな影響を与えます。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・エディション合成によってデザインが
適な形でハードウェアに実装されます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション デザインのコンパイル ユーザーガイド
インテル Quartus Prime プロ・エディション Compiler の全ステージでのセットアップ、実行
方法、 適化について説明します。Compiler では、デザインの合成、配置、および配線をデバイ
ス・プログラミング・ファイルの生成前に実行します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション デザイン 適化ユーザーガイド
ここで説明するインテルの設定、ツール、および手法を使用すると、 インテル Quartus Prime
プロ・エディション FPGA で 大限のデザイン・パフォーマンスが達成されます。手法には、デザ
イン・ネットリストの 適化、リタイミングおよびタイミング・クロージャーを制限するクリティカ
ル・チェーンの処理、およびデバイスリソース使用量の 適化が含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション Programmer ユーザーガイド：
インテル Quartus Prime プロ・エディション Programmer の操作について説明します。
Intel® Programmer を使用すると、インテル FPGA デバイスのコンフィグレーションや、
CPLD およびコンフィグレーション・デバイスのプログラムを、 インテル Quartus Prime プ
ロ・エディション FPGA ダウンロード・ケーブルとの接続を介して行うことができます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションブロックベースのデザイン ユーザーガイド
ブロックベースのデザインフローについて説明します。これは、モジュラーまたは階層型のデザ
インフローとも呼ばれます。この高度なフローにより、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) をプロジェクト内で保持し、デザインブロックを他のプロジ
ェクトで再利用することができます。
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• インテル Quartus Prime プロ・エディション パーシャル・リコンフィグレーション ユーザーガイド
ここで説明するパーシャル・リコンフィグレーションは、高度なデザインフローです。これによっ
て FPGA の一部分の動的リコンフィグレーションが可能です。その間、FPGA デザインの他の部
分は引き続き動作します。複数のペルソナを特定のデザイン領域に対して定義し、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 サードパーティー・シミュレーション ユーザーガイド
RTL およびゲートレベルのデザイン・シミュレーション・サポートについて説明します。サポート
対象のサードパーティー・シミュレーション・ツールは、Aldec*、 Cadence*、 Mentor
Graphics 、および Synopsys によるものです。このツールを使用すると、デザイン動作の検証
をデバイス・プログラミング前にすることができます。このユーザーガイドには、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 インテル 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 サードパーティー合成ユーザーガイド
デザインのオプション合成のサポートについて説明します。サポート対象のサードパーティー合
成ツールは、 Mentor Graphics および Synopsys によるものです。このユーザーガイドに
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。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション サードパーティーのロジック等価性検証ツール ユー
ザーガイド

デザインのロジック等価性検証 (LEC) のサポートについて説明します。サポート対象は、
OneSpin*によるサードパーティーの LEC ツールです。コンパイル・ネットリスト間でのロジッ
ク等価性の検証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 デバッグツール ユーザーガイド
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。このツールを使用して、デザインのリアルタイム検証を行いま
す。このツールによる可視性は、デザイン内の信号をデバッグロジックに配線 (または「タップ」)
することで得られます。このツールには、System Console、Signal Tap ロジック・アナライザ
ー、Transceiver Toolkit、In-System Memory Content Editor、および In-System
Sources and Probes Editor が含まれています。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション Timing Analyzer ユーザーガイド
静的タイミング解析の基本原理と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 Timing Analyzer では、強力な ASIC 形式の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します。これには、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 電力解析および 適化ユーザーガイド
インテル Quartus Prime プロ・エディション Power Analysis ツールについて説明します。
このツールを使用すると、デバイスの消費電力の高精度な見積もりが可能です。デバイスの消費
電力を見積もって、電力バジェットの策定や電源、電圧レギュレーター、ヒートシンク、および冷
却システムのデザインを行います。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション デザイン制約ユーザーガイド
ここで説明するタイミングおよびロジック制約によって、Compiler でのデザイン実装方法が影
響を受けます。実装方法には、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などが含まれます。Interface Planner 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、および有効なデバイス・フロアプランの迅速
な定義を行います。Pin Planner を使用して、すべての I/O アサインメントの可視化、変更、お
よび確認をターゲットデバイスのグラフィック表示で行います。

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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• インテル Quartus Prime プロ・エディション PCB デザインツール ユーザーガイド
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。シグナル・インテグリティー解析および HSPICE モデルと
IBIS モデルによるシミュレーションに関する情報も含まれます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション スクリプティング ユーザーガイド
Tcl およびコマンドライン・スクリプトを使用した、 インテル Quartus Prime プロ・エディショ
ン開発ソフトウェアの制御および幅広い機能の実行について説明します。これには、プロジェク
ト管理、制約指定、コンパイルまたはタイミング解析の実行、レポート生成などが含まれます。
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