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1. タイミング解析の概要

デザインの包括的なタイミング解析により、回路のパフォーマンスを検証し、タイミング違反を特定し、タ
イミング目標を達成するために Fitter のロジック配置を駆動できます。 インテル® Quartus® Prime
Timing Analyzer は、業界標準の制約および分析手法を使用して、デザイン内のすべてのレジスター
間、I/O、および非同期リセットパスのすべてのデータ必要時間、データ到着時間、およびクロック到着時
間についてレポートします。

Timing Analyzer は、デザインが正しく機能するために必要なタイミング関係が満たされていることを
確認し、指定した制約に対して実際の信号到着時間を確認します。このユーザーガイドでは、 インテル
Quartus Prime Timing Analyzer を使用するための段階的な手順とともに、基本的なタイミング解
析の概念を紹介しています。

1.1. タイミング解析の基本概念

このユーザーガイドでは、タイミング解析を説明する次の概念を紹介します。

表 1. Timing Analyzer に関する用語

用語 定義

arrival time Timing Analyzer は、データとクロックの到着時間と、レジスター・ピンで必要な時間を計算します。

Cell ルック・アップ・テーブル（LUT）、レジスター、デジタル信号処理（DSP）ブロック、メモリーブロック、また
は入出力要素を含むデバイスリソース。Intel Stratix® シリーズデバイスでは、LUT およびレジスター
は、セルとしてモデル化されたロジックエレメント（LE）に含まれています。

Clock デザイン内部および外部のクロックドメインを表現する名前付き信号です。

Clock-as-data analysis クロックパスの PLL に関連する位相シフトを含み、データパスの関連する位相シフトを考慮する複雑な
パスのより正確なタイミング解析。

Clock hold time クロック入力のアクティブな遷移後、データ入力またはクロックイネーブルを供給する入力ピンで信号が
安定している必要がある 小時間間隔。

Clock launch and latch edge 起動エッジは、レジスターまたはその他のシーケンシャル要素からデータを送信するクロックエッジであ
り、データ転送のソースとして機能します。ラッチエッジは、レジスターまたは他のシーケンシャル・エレメ
ントのデータポートでデータをキャプチャーするアクティブ・クロック・エッジで、データ転送の宛先として
機能します。

Clock pessimism クロックペシミズムは、静的タイミング解析中に一般的なクロックパスに関連付けられた 大（ 小では
なく）遅延変動を使用することを指します。

Clock setup time データ入力での信号のアサートと、クロック入力でのローからハイへの遷移のアサートとの間の 小時間
間隔。

Maximum or minimum delay
constraint

デフォルト以外のセットアップまたはホールド関係でタイミングパス解析を指定する制約。

Net 相互接続された 2 つ以上のコンポーネントのコレクション。

Node デザイン内の異なる論理コンポーネント間を移動する信号を伝送するワイヤーを表します。 も基本的
なタイミング・ネットリスト・ユニット。ポート、ピン、およびレジスターを表すために使用されます。
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用語 定義

Pin セルの入力および出力です。

Port デバイスピンのようなトップレベルのモジュールの入力または出力を表します。

Metastability 無関係なまたは非同期のクロックドメインの回路間で信号が転送されると、準安定性の問題が発生する
可能性があります。Timing Analyzer は、デザインの準安定性の可能性を分析し、同期レジスターチェ
ーンの MTBF を計算できます。

Multicorner analysis さまざまな電圧、プロセス、および温度動作条件下でデザインを検証するための、低速および高速のタイ
ミングコーナーのタイミング解析。

Multicycle path 適切な分析のためにデフォルト以外のクロックサイクル数を必要とするデータパス。

Recovery and removal time 回復時間は、次のクロックエッジに対する非同期制御信号のディアサートの 小時間です。除去時間は、
アクティブ・クロック・エッジの後に非同期制御信号のディアサートが安定している必要がある 小時間
です。

Timing netlist デザインの合成されたノードと接続のコンパイラ生成リスト。Timing Analyzer タイミング解析を実行
するにはこのネットリストが必要です。

Timing path レジスターの出力と別のレジスター入力など、2 つのデザインノード間のワイヤ接続（ネット）。

1.1.1. タイミングパスとクロック解析

Timing Analyzer は、デザインで識別されたすべてのタイミングパスのタイミング・パフォーマンスを測
定します。Timing Analyzer は、解析のためにデザインのノードと接続を記述するタイミング・ネットリ
ストが必要です。Timing Analyzer はまた、クロックの起動エッジとラッチエッジ間のクロックセットア
ップおよびホールド関係を分析することにより、デザイン内のすべてのレジスター間転送のクロック関係
を決定します。

1.1.1.1. タイミング・ネットリスト

Timing Analyzer は、タイミング・ネットリスト・データを使用して、デザイン内のすべてのタイミングパ
スに必要なデータとクロックの到達時間を比較します。Fitter または完全なコンパイルを実行した後で
あれば、いつでも Timing Analyzer でタイミング・ネットリストを生成できます。

次の図は、遅延を測定するために、タイミング・ネットリストがデザイン要素をセル、ピン、ネット、および
ポートに分割する方法を示しています。

図 -1: シンプルデザインの回路図
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図 -2: タイミング・ネットリストでのシンプルデザインの回路図要素の分割
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1.1.1.2. タイミングパス

タイミングパスは、レジスターの出力から別のレジスターの入力といった 2 つのデザインノードを接続し
ます。

タイミング・クロージャーおよび 適化には、タイミング・パスのタイプを理解することが重要となります。
Timing Analyzer は、一般的に分析される以下のパスを使用します。

• エッジパス—ポートからピン、ピンからピン、ピンからポートへの接続です。

• クロックパス—デバイスポートあるいは内部で生成されたクロックピンからレジスターのクロック・
ピンへの接続です。

• データパス—ポートあるいはシーケンシャル・エレメントのデータ出力ピンからポートあるいはシ
ーケンシャル・エレメントのデータ入力ピンへの接続です。

• 非同期パス—ポートあるいは非同期リセットや非同期クリアのような別のシーケンシャル・エレメ
ントからの接続です。

図 -3: Timing Analyzer が分析する一般的なパスの種類
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Timing Analyzer は、クロック特性を解析し、1 つのレジスター間パス内の 2 つの任意のレジスター間
におけるワースト・ケース値を計算します。クロック特性を分析する前に、デザインのすべてのクロックを
制約する必要があります。

1. タイミング解析の概要
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1.1.1.3. データ到着時間とクロック到着時間

Timing Analyzer はパスの種類を識別した後、レジスター・ピンでのデータ到着時間とクロック到着時
間をレポートすることができます。

Timing Analyzer は、クロックソースからソース・レジスターのクロック・ピンへの遅延、ソース・レジス
ターのマイクロ Clock-to-Out 遅延（µtCO）、ソース・レジスターのデータ出力（Q）からデスティネーショ
ン･レジスターのデータ入力（D）の遅延にローンチ・エッジ時間を加算することでデータ到着時間を計算
します。

Timing Analyzer は、クロック・ポート・バッファー遅延を含むクロック・ポートとデスティネーション･レ
ジスターのクロック・ピン間の全ての遅延の和にラッチ･エッジ時間を加算することでデータ所要時間を
計算し、デスティネーション･レジスターのマイクロ・セットアップ・タイム（µtSU）を減算します。この µtSU
は FPGA 内にある内部レジスターの固有のセットアップ・タイムです。

図 -4: データ到着時間とデータ所要時間

D Q D Q

Data Arrival Time

Data Required Time

以下は、ローンチエッジとラッチエッジを含むデータ到着時間とデータ所要時間の基本的な計算式で
す。

図 -5: データ到着時間およびデータ所要時間の計算式

Data Arrival Time =   Launch Edge + Source Clock Delay + µtCO + Register-to-Register Delay 
Data Required Time =   Latch Edge + Destination Clock Delay – µtSU

1.1.1.4. ローンチ・エッジとラッチ・エッジ

すべてのタイミング解析には、1 つ以上のクロック信号が必要です。Timing Analyzer クロックの起動
エッジとラッチエッジ間のクロックセットアップおよびホールド関係を分析することにより、デザイン内
のすべてのレジスター間転送のクロック関係を決定します。

クロック信号の起動エッジは、レジスターまたはその他のシーケンシャル要素からデータを送信するク
ロックエッジであり、データ転送のソースとして機能します。ラッチエッジは、レジスターまたは他のシー
ケンシャル・エレメントのデータポートでデータをキャプチャーするアクティブ・クロック・エッジで、データ
転送の宛先として機能します。
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図 -6: ローンチ・エッジとラッチ・エッジのセットアップとホールドの関係が 10ns 間隔の例
この例では、起動エッジはレジスター reg1からのデータを 0 ns で送信し、レジスター reg2は 10 ns でのラッチエッジによってト
リガーされるとデータをキャプチャーします。データは、次のラッチエッジの前にデスティネーションレジスターに到着します。

Launch Clock

Latch Clock

0ns 10ns 20ns

Setup relationshipHold relationship

各クロックソースノードにクロック制約を割り当てることにより、デザイン内のすべてのクロックを定義す
る必要があります。これらのクロック制約は、反復可能なデータ関係に必要な構造を提供します。デザイ
ンでクロックを制約しない場合、 インテル Quartus Prime ソフトウェアはすべてのクロックを 1 GHz
クロックとして分析し、タイミングベースのフィッターエフォートを 大化します。現実的なスラック値を
確保するには、デザイン内のすべてのクロックを実際の値で制約する必要があります。

1.1.2. 優先セットアップ分析

クロック・セットアップ・チェックを実行するために、Timing Analyzer は、それぞれのレジスター間パス
の各ローンチ・エッジとラッチ・エッジを解析することで、セットアップ関係を測定します。

Timing Analyzer は、デスティネーション･レジスターの各ラッチ・エッジに対し、ローンチ・エッジとして
ソース・レジスターで も近い前のクロック・エッジを使用します。次の図は、セットアップ A およびセッ
トアップ B の 2 つのセットアップ関係を示しています。10ns のラッチ・エッジには、ローンチ・エッジとし
て動作する も近いクロックは 3ns で、セットアップ A で表されています。20ns のラッチ･エッジには、
ローンチ・エッジとして動作する も近いクロックは 19ns で、セットアップ B で表されています。
Timing Analyzer は も制限されたセットアップ関係を解析します。この場合はセットアップ B がそ
れにあたります。セットアップ B の関係がデザイン要件を満たす場合、セットアップ A もデフォルトで要
件を満たしています。

図 -7: セットアップ・チェック

Setup A Setup B

0 ns 8 ns 16 ns 24 ns 32 ns

Source Clock

Destination Clock

Timing Analyzer は、クロック・セットアップ・チェックの結果をスラック値としてレポートします。スラッ
クとは、タイミング要件を満たすかどうかを決定するマージンのことを指します。スラックが正であれば
要件が満たされているマージンを示し、負であれば要件が満たされていないマージンを示しています。
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図 -8: 内部レジスタ間パスのクロック・セットアップ・スラック

Clock Setup Slack =   Data Required Time – Data Arrival Time
Data Arrival Time =   Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register + µtCO + Register-to-Register Delay
Data Required Time =   Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register – µtSU – Setup Uncertainty

Timing Analyzer は、データ到着時間の計算時に 大遅延を使用し、データ所要時間の計算時に 小
遅延を使用してセットアップチェックを実行します。タイミングペシミズム (15 ページ)が説明するよ
うに、 大到着パス遅延と 小必須パス遅延の間の広がりの一部は、パスの悲観的な除去で回復可能で
す。

図 -9: 内部レジスタへの入力ポートからクロック·セットアップ·スラック

Clock Setup Slack =   Data Required Time – Data Arrival Time  
Data Arrival Time =   Launch Edge + Clock Network Delay + Input Maximum Delay + Port-to-Register Delay
Data Required Time =   Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register – µtSU – Setup Uncertainty

図 -10: 内部レジスタから出力ポートへのクロック・セットアップ・スラック

Clock Setup Slack =   Data Required Time – Data Arrival Time
Data Required Time =   Latch Edge + Clock Network Delay to Output Port – Output Maximum Delay
Data Arrival Time =   Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register +µtCO + Register-to-Port Delay

1.1.3. クロック・ホールド・チェック

クロック・ホールド・チェックを実行するには、Timing Analyzer はすべてのソースとデスティネーショ
ン･レジスター・ペアに対して存在する可能性のある各セットアップ関係のホールド関係を測定します。
Timing Analyzer は、すべてのセットアップ関係から隣接する全クロックをチェックし、ホールド関係を
測定します。

Timing Analyzer は、各セットアップの関係に対して 2 つのホールド・チェックを実行します。まず 初
のホールド・チェックで、現在のローンチ・エッジからローンチされるデータが前のラッチ・エッジによって
キャプチャーされていないことを確認します。2 番目のホールド・チェックで、次のローンチ・エッジからロ
ーンチされたデータが現在のラッチ・エッジでキャプチャーされていないことを確認します。起こりうるす
べてのホールド関係の中から、Timing Analyzer は も制限のあるホールド関係を選択します。 も制
限のあるホールド関係とは、ラッチ・エッジとローンチ・エッジ間の差が 小のホールド関係のことを指
し、 も制限のあるホールド関係によりレジスター間のパスの 小許容遅延が決定します。次の例では、
Timing Analyzer は、2 つのセットアップ関係であるセットアップ A とセットアップ B、およびそれぞれ
のホールド・チェックにおける も制限のあるホールド関係としてホールド・チェック A2 を選択していま
す。

図 -11: セットアップとホールド・チェックの関係
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図 -12: 内部レジスタ間パスへのロック・ホールド・スラック

Clock Hold Slack =  Data Arrival Time – Data Required Time
Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register + µtCO + Register-to-Register Delay
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register + µtH + Hold Uncertainty

Timing Analyzer は、データ到着時間の算出に 小遅延を使用してホールド・チェックを実行し、データ
所要時間を算出には 大遅延を使用してホールド・チェックを実行します。

図 -13: 入力ポートから内部レジスタへのクロック・ホールド・スラックの算出方法

Clock Hold Slack =  Data Arrival Time – Data Required Time 
Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay + Input Minimum Delay + Pin-to-Register Delay
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register + µtH

図 -14: 内部レジスタから出力ポートへのクロック・ホールド・スラックの算出方法

Clock Hold Slack =  Data Arrival Time – Data Required Time
Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register + µtCO + Register-to-Pin Delay
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay – Output Minimum Delay

1.1.4. リカバリー時間とリムーバル時間

リカバリ時間とは、次のクロック・エッジに対して非同期制御信号のデアサートに要する 小時間のこと
です。

具体的には、clear信号や preset信号は次のアクティブ・クロック・エッジの前に安定していなけれ
ばいけません。リカバリー・スラックの計算は、クロック・セットアップ・スラックの計算と似ていますが、非
同期制御信号を適用する点が異なります。

図 -15: 非同期制御信号が登録されている場合のリカバリ・スラックの算出方法

Recovery Slack Time =  Data Required Time – Data Arrival Time
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register – µtSU

Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register + µtCO + Register-to-Register Delay

図 -16: 非同期制御信号が登録されていない場合のリカバリ・スラックの算出方法

Recovery Slack Time =  Data Required Time – Data Arrival Time
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register – µtSU

Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay + Input Maximum Delay + Port-to-Register Delay

注意: 非同期リセット信号がデバイスの I/O ポートからのものであれば、Timing Analyzer がパスでリカバリ
ー解析を実行できるように非同期リセット・ポートに入力遅延制約を作成する必要があります。

リムーバル時間とは、アクティブ・クロック・エッジの後で非同期制御信号のデアサーションが安定してい
なければならない時間の長さの 小値のことです。Timing Analyzer のリムーバル・スラックの計算と
似ていますが、非同期制御信号を適用する点が異なります。
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図 -17: 非同期制御信号が登録されている場合のリムーバル・スラックの算出方法
Removal Slack Time =  Data Arrival Time – Data Required Time
Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay to Source Register + µtCO of Source Register + Register-to-Register Delay
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register + µtH

図 -18: 非同期制御信号が登録されていない場合のリムーバル・スラックの算出方法
Removal Slack Time =  Data Arrival Time – Data Required Time
Data Arrival Time =  Launch Edge + Clock Network Delay + Input Minimum Delay of Pin + Minimum Pin-to-Register Delay
Data Required Time =  Latch Edge + Clock Network Delay to Destination Register + µtH

非同期リセット信号がデバイスの I/O ポートからのものであれば、Timing Analyzer がパスでリカバリ
ー解析を実行できるように非同期リセット・ポートに入力遅延制約を作成する必要があります。

1.1.5. マルチサイクル･パス

マルチサイクル・パスとは、正しい分析のためには、デフォルト以外のセットアップとホールド関係あるい
はデフォルト以外のセットアップとホールド関係のどちらかを必要とするデータパスです。

例えば、1 個のレジスターで、2 番目または 3 番目の立ち上がりエッジごとにデータをキャプチャーする
ことが必要な場合があります。 次の例は、マルチプライヤの入力レジスターとデスティネーションが 1
つおきのクロック・エッジでデータをラッチする出力レジスターの間にあるマルチサイクル・パスを示して
います。

図 -19: マルチサイクル･パス

2 Cycles

ENA

D Q

ENA

D Q

D Q

ENA

デフォルトのセットアップとホールド関係、ソースクロックとデスティネーション・クロックそれぞれのタ
イミング図に使用されるレジスター間のパスは、ソースクロックが src_clkの場合、10 ns 周期とな
り、デスティネーション・クロックの dst_clkは 5 ns 周期となります。デフォルトのセットアップ関係
は 5 ns で、デフォルトのホールド関係は 0 ns です。
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図 -20: レジスター間パスおよびデフォルトのセットアップとホールドのタイミング図
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システム要件に対応するために、レジスター間のパスにマルチサイクル・タイミング制約を指定すること
により、デフォルトのセットアップとホールドの関係を変更できます。

図 -21: レジスター間パス
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このような例外には、2 つのマルチサイクル・セットアップ・アサインメントがあり、2 番目に発生するラ
ッチ･エッジを使用します。次の図では、デフォルト値 5ns から 10ns がこれに該当します。

図 -22: 変更後のセットアップ図

 new setup
default setup

0 10 20 30

1.1.5.1. マルチサイクル・クロック・ホールド

クロック起動エッジとラッチエッジの間のクロック周期の数は、セットアップの関係を定義します。
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デフォルトでは、Timing Analyzer はシングル・サイクル・パス解析を実行し、ホールド関係が 1 クロッ
ク周期（起動エッジ-ラッチエッジ）に等しくなります。パスを解析する場合、Timing Analyzer は 2 つの
ホールドチェックを実行します。 初のホールドチェックは、現在の起動エッジから起動するデータが前
のラッチエッジによってキャプチャーされないことを決定します。 2 番目のホールドチェックは、次の起動
エッジから起動するデータが現在のラッチエッジによってキャプチャーされないことを決定します。
Timing Analyzer は、 も制限の厳しいホールドチェックのみをレポートします。 Timing Analyzer
は、起動エッジとラッチエッジを比較してホールドチェックを計算します。

図 -23: ホールド・チェック
Timing Analyzer は、次の計算を使用してホールドチェックを決定します。

hold check 1 =  current launch edge – previous latch edge
hold check 2 = next launch edge – current latch edge

ヒント: ホールド・チェックとセットアップ・チェックがオーバーラップする場合、ホールド・チェックは無視されま
す。

開始マルチサイクル・ホールド・アサインメントは、ラッチエッジをデフォルトの起動エッジの右側に指定
したクロック周期数だけ移動することにより、デスティネーション・クロックの起動エッジを変更します。
次の図は、スタート・マルチサイクル・ホールド（SMH）のアサインメントのさまざまな値と、結果の起動エ
ッジを示しています。

図 -24: スタート・マルチサイクル・ホールドの値
-10 0 10 20

Source Clock

Destination Clock

SMH = 1
SMH = 0
(default) SMH = 2

エンド・マルチサイクル・ホールドのアサインメントは、ラッチエッジをデフォルトのラッチエッジの左側
の特定のクロック周期数だけ移動することにより、デスティネーション・クロックのラッチエッジを変更し
ます。次の図は、エンド・マルチサイクル・ホール（EMH）のアサインメントのさまざまな値と、結果のラッ
チエッジを示しています。

図 -25: エンド・マルチサイクル・ホールドの値
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図 -26: Timing Analyzer がレポートするマルチサイクル・ホールド値の終了
次に、ネガティブホールド関係について Timing Analyzer がレポートするホールド関係を示します。
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1.1.5.2. マルチサイクル・クロック・セットアップ

セットアップ関係は、ラッチエッジと起動エッジの間のクロック周期の数として定義されます。デフォルト
では、Timing Analyzer はシングル・サイクル・パス解析を実行します。これにより、セットアップ関係が
1 クロック周期（ラッチエッジ-起動エッジ）に等しくなります。マルチサイクル・セットアップ・アサインメ
ントを適用すると、マルチサイクル・セットアップ値によってセットアップ関係が調整されます。調整値は
負の場合があります。

エンド・マルチサイクル・セットアップ・アサインメントは、指定した数のクロック周期だけラッチ･エッジ
を決定済みのデフォルト･ラッチ・エッジの右側へ移動させることで、デスティネーション・クロックのラッ
チ・エッジを変更します。

図 -27: エンド・マルチサイクル･セットアップの値
-10 0 10 20

REG1.CLK

REG2.CLK

EMS = 2

EMS = 1
(default)
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スタート・マルチサイクル・セットアップ・アサインメントは、指定した数のクロック周期だけローンチ･エ
ッジを決定済みのデフォルト･ローンチ・エッジの左側へ移動させることで、デスティネーション・クロック
のローンチ・エッジを変更します。様々な値を持つスタート・マルチサイクル・セットアップ（SMS）アサイ
ンメントは、特定のローンチ・エッジとなる場合があります。
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図 -28: スタート・マルチサイクル・セットアップの値
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図 -29: Timing Analyzer によって報告されたスタート・マルチサイクル・セットアップ値
以下は、Timing Analyzer によって報告される負のセットアップ関係を示しています。
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1.1.6. 準安定解析

関係のないクロックドメインあるいは非同期クロックドメイン内にある回路の間で信号が転送される
と、設計者は信号がセットアップとホールド時間要件を満たすことを保証できないために、メタスタビリ
ティ問題が発生することがあります。

メタスタビリティーに起因する障害を 低限に抑えるには、回路設計者は通常、シンクロナイザー・レジ
スター・チェーン、またはシンクロナイザーと呼ばれるレジスターのシーケンスをデスティネーション・ク
ロック・ドメインで使用し、新しいクロック・ドメインにデータ信号を再同期させます。

平均故障間隔(MTBF)は、メタスタビリティーが原因で発生する障害のインスタンス間の推定平均時間
です。

Timing Analyzer は、デザインでメタスタビリティーが発生する可能性を解析し、同期レジスター・チェ
ーンの MTBF を算出することができます。デザイン全体の MTBF は、デザインに含まれる同期チェーン
をもとに推定されます。

デザインに含まれる同期レジスター・チェーンをレポートする以外にも、 インテル Quartus Prime ソフ
トウェアは MTBF に好ましくない影響を与える可能性があるレジスターの複製やロジックのリタイミン
グといった 適化から、このようなレジスターを保護します。また、 インテル Quartus Prime ソフトウ
ェアはデザインの MTBF が低すぎる場合、MTBF を 適化することも可能です。

関連情報
Understanding Metastability in FPGAs
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1.1.7. タイミングペシミズム

共通クロック・パス・ペシミズム・リムーバルは、 大遅延と 小遅延間の差を適切なスラック計算式に加
算することで、スタティック・タイミング解析中の共通クロックパスに関係する 小および 大遅延のバ
リエーションを考慮します。

2 つの異なる遅延値が同一のクロックパスに使用されると、 小および 大遅延にばらつきが発生する
可能性があります。たとえば、単純なセットアップ解析では、ソースレジスターへの 大クロックパス遅
延はデータ到着時間の決定に使用され、デスティネーション・レジスターへの 小クロックパス遅延はデ
ータ所要時間の決定に使用されます。しかし、ソースレジスターへのクロックパスとデスティネーション・
レジスターへのクロックパスが同じ共通クロックパスを使用する場合、タイミング解析中に共通クロック
パスをモデル化するために 大遅延と 小遅延の両方が使用されてしまいます。 大遅延と 小遅延の
両方を使用すると、2 つの異なる遅延値となり、 大遅延と 小遅延は同じクロックパスのモデル化には
使用できないため、過度に悲観的な解析結果となります。

図 -30: 一般的なレジスター間のパス
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セグメント A は reg1と reg2間の共通クロックパスで、 小遅延は 5.0ns、 大遅延は 5.5ns で
す。 大遅延値と 小遅延値の差は共通クロックパス・ペシミズム・リムーバル値と等しくなります。この
場合、共通クロックパス・ペシミズムは 5.0ns です。Timing Analyzer は、適切なスラック方程式に共
通クロックパス・ペシミズム・リムーバル値を加算し、全体的なスラックを決定します。よって、この例では
共通クロックパス・ペシミズム・リムーバルを持たないレジスター間のセットアップ・スラックが 0.7ns で
あれば、共通クロックパス・ペシミズム・リムーバルを持つスラックは 1.2ns となります。

また、共通クロック・パス・ペシミズム・リムーバルを使用すれば、レジスターの 小パルス幅を決定する
ことも可能です。レジスターによって認識されるには、クロック信号はレジスターの 小パルス幅の要件
を満たしている必要があります。 小 High タイムはポジティブエッジがトリガーするレジスターの 小
パルス幅を定義し、 小 Low タイムはネガティブエッジがトリガーするレジスターの 小パルス幅を定
義します。

レジスターの 小パルス幅に違反するクロック・パルスは、データがレジスターのデータ・ピンでラッチさ
れる妨げとなります。 小パルス幅のスラックを算出するには、Timing Analyzer は実際の 小パルス
幅の時間から要求される 小パルス幅を減算します。Timing Analyzer は、レジスターのクロック・ポー
トをフィードするクロックへ指定したクロック要件から、実際の 小パルス幅の時間を決定します。
Timing Analyzer は、 大立ち上がり時間、 小立ち上がり時間、 大立ち下り時間、 小立ち下がり
時間から、要求される 小パルス幅の時間を決定します。
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図 -31: High パルスと Low パルスに要求される最小パルス幅の時間
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共通クロック・パス・ペシミズムを使用すれば、 大立ち上がり時間から 小立ち上がり時間を引いた値、
もしくは 大立ち下がり時間から 小立ち下がり時間を引いた値から、どちらか小さい方の値の分だけ
小パルス幅のスラックを増加させることができます。この例では、スラック値は 0.3 ns(0.8 ns – 0.5

ns)と 0.2 ns(0.9 ns – 0.7 ns)の小さい方の値である 0.2 ns だけ増加させることが可能です。

1.1.8. Clock-As-Data 解析

ほとんどの FPGA デザインには、データパスあるいはクロックパスと呼ばれる任意の 2 つのノード間に
シンプルな接続が含まれます。

データパスとは、同期エレメントの出力と別の同期エレメントの入力間の接続です。

クロックは同期エレメントのクロックピンへの接続ですが、ソース・シンクロナス・インターフェイスを使
用するようなさらに複雑な FPGA デザインには、このシンプルな方法では不十分です。Clock-As-Data
解析は、クロック・ディバイダーや DDR ソース・シンクロナス出力などのエレメントを持つ回路で実行さ
れます。

入力クロックポートと出力クロックポートの間にある接続は、クロックパスもしくはデータパスのどちら
としてでも使用可能です。ポート clk_inからポート clk_outへのパスが両方ともクロックパスおよ
びデータパスであるデザインでは、クロックパスはポート clk_inからレジスター reg_dataクロッ
クピンまでです。データパスはポート clk_inからポート clk_outまでです。

図 -32: 簡略化されたソース・シンクロナス出力
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Clock-As-Data 解析を使用すれば、Timing Analyzer はユーザによる制約に基づいたパスについて、
より正確な解析を提供することができます。クロックパス解析の場合、フェーズ・ロック・ループ（PLL）に
関連するすべての位相シフトが考慮されます。データ･パス解析の場合、PLL に関連する位相シフトは無
視されることはなく考慮に入れられます。
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また、Clock-As-Data 解析は内部で生成されたクロック・ディバイダーにも適用されます。以下の図はイ
ンバーター・フィードバック・パスの波形図ですが、タイミング解析中に解析されます。ディバイダー・レジ
スターの出力はローンチタイムを決定する際に使用され、またレジスターのクロックポートはラッチタイ
ムを決定する際に使用されます。

図 -33: クロック・ディバイダー
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1.1.9. TimeQuest タイミング解析

異なる電圧、プロセス、温度の動作条件の下でデザインを検証するために、マルチコーナー・タイミング
解析を実行するように Timing Analyzer に指示できます。

デバイスの動作中にさまざまな条件（モデル）で違反が発生しないようにするには、使用可能なすべての
動作条件で静的タイミング解析を実行する必要があります。

Timing Analyzer で View > Timing Corners をクリックして、タイミング解析の次の動作条件の
いずれかを指定します。また、set_operating_conditionsは -model、-speed 、-
temperature 、および-voltageオプションでコマンドを使用します。

set_operating_conditionsコマンドを使用する場合、現在のデバイスに有効な動作条件のみ
を指定する必要があります。 get_available_operating_conditionsコマンドを使用し
て、現在のデバイスのすべての有効な動作条件のリストを返します。無効な動作条件を指定すると、エラ
ーが返されます。

表 2. タイミング解析の動作条件

モデル 内容 スタート・グレード 電圧 温度

Slow 900mV 100C Model 低電圧、高温 デバイス密度で も遅い
スピードグレード

VCC、 小供給(1) 大 TJ （1）

Slow 900mV 0C Model 低電圧、低温 デバイス密度で も遅い
スピードグレード

VCC、 小供給(1) 小の TJ （1）

continued...   
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モデル 内容 スタート・グレード 電圧 温度

Fast 900mV 100C Model 高電圧、高温 デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 大の TJ （1）

Fast 900mV 0C Model 高電圧、低温 デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 小の TJ （1）

1 Slow vid1 100C Model SmartVID によるタイミ
ング解析のための高電
圧、高温動作条件。 （2）

デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 大の TJ （1）

1 Slow vid1 0C Model SmartVID によるタイミ
ング解析のための高電
圧、低温の動作条件。 （2）

デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 小の TJ （1）

注：
1. V cc および TJ 値については、該当するデバイスハンドブックを参照してください。
2. インテル Stratix 10 SmartVID デザインでは、完全なカバレッジを確保するためにこの追加モ

デルが必要です。 SmartVID モデルは実際には高速ダイを反映しているため、「低速」ラベルは
誤った呼び名になっています。

次のスクリプト例は、1100 mV の電圧と 85°C の温度で、スロータイミングモデルに動作条件を設定
することを示しています。

set_operating_conditions -model slow -temperature 85 -voltage 1100

次のスクリプト例は、set_operating_conditionsを使用してさまざまな動作条件のタイミン
グレポートを生成する方法を示しています。

例-1: 様々な動作条件の解析に向けたスクリプト

#Specify initial operating conditions
set_operating_conditions -model slow -temperature 100 -voltage 900
#Update the timing netlist with the initial conditions
update_timing_netlist
#Perform reporting
#Change initial operating conditions. Use a temperature of 0C
set_operating_conditions -model slow -temperature 0 -voltage 1100
#Update the timing netlist with the new operating condition
update_timing_netlist
#Perform reporting
#Change initial operating conditions. Use a temperature of 0C and a model of 
fast
set_operating_conditions -model fast -temperature 0 -voltage 1100
#Update the timing netlist with the new operating condition
update_timing_netlist
#Perform reporting

関連情報
動作条件の設定 (25 ページ)

1.2.  インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド：Timing
Analyzer のアーカイブ
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表にソフトウェアバージョンがリストされていない場合、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 バ
ージョン

ユーザーガイド

18.1 インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：Timing Analyzer

1.3. タイミング解析の概要ドキュメントの改訂履歴

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

2019.09.30 19.3.0 • 「MultiCorner Timing Analysis」コード例を更新し、動作条件の制限を記載。

2019.07.15 19.2.0 • SmartVID タイミングモデルの「MultiCorner Analysis」を更新。

2018.09.24 18.1.0 明快さとスタイルのためのマイナーなテキスト強化。

表 3. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016.10.31 16.1.0 • Intel のブランド変更を実装。

2016.05.02 16.0.0 図 6-14：内部レジスタから出力ポートまでのクロックホールドスラックの計算での誤植を
修正。

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

2014.12.15 14.1.0 Timing Analyzer の章の「マルチサイクル・クロック・セットアップ・チェックおよびホール
ドチェック分析」セクションを移動。

2014 年 6 月 14.0.0 フォーマットを更新。

2012 年 6 月 12.0.0 ソーシャル・ネットワーキングのアイコンを追加、テキストを更新。

2011 年 11 月 11.1.0 初版

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

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

インテル Quartus Prime Timing Analyzer は、業界標準の制約、解析、レポート手法を使用して、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、強力な ASIC スタイルのタイミ
ング解析ツールです。 Timing Analyzer GUI またはコマンド・ライン・インターフェイスを使用して、デ
ザインのすべてのタイミングパスの結果を制約、分析、およびレポートします。

図 -34: Timing Analyzer

Start Timing Analyzer 
Processes

Specify Constraints View Reports

Set Operating Conditions

関連情報
• Timing Analyzer クイック・スタート・チュートリアル：インテル Quartus Prime Pro Edition

• Timing Analyzer リソースセンター

• Intel FPGA 技術トレーニング
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2.1. 基本的なタイミング解析フロー

インテル Quartus Prime Timing Analyzer は、制約の検証を実行し、完全なコンパイルフローの一
部としてタイミング・パフォーマンスをレポートします。デザインを作成してプロジェクトを設定したら、
Synopsys* Design Constraints（.sdc）ファイルでデザインに必要なタイミングパラメーター（つま
り、制約）を定義します。Fitter は、指定した制約を満たすか超えるようにロジックを配置しようとします。
Timing Analyzer は、制約を満たさない条件をレポートするため、重大なタイミングの問題を特定して
修正できます。次の手順では、 インテル Quartus Prime ソフトウェアの基本的なタイミング解析フロ
ーについて説明します。

2.1.1. ステップ 1：プロジェクトを開いて Fitter を実行する

タイミング解析を実行する前に、 インテル Quartus Prime プロジェクトを開いて Fitter を実行し、デ
ザイン階層の作成、ロジックの合成、配置配線を実行する必要があります。

1. File > New Project Wizard をクリックして新しいプロジェクトを作成するか、File >
Open Project をクリックして既存のプロジェクトを開きます。

2. Fitter（および必要な Compiler モジュール）を実行するには、 Processing > Start > Start
Fitter をクリックします。 または、Compilation Dashboard で任意の Fitter ステージを実行で
きます。

図 -35: 編集ダッシュボードで Fitter を実行する

2.1.2. ステップ 2：タイミング制約を指定する

タイミング解析中に実際の条件と比較するために、デザインのクロック周波数要件、タイミング例外、お
よび I/O タイミング要件を記述するタイミング制約を指定する必要があります。 プロジェクトに追加す
る 1 つ以上の Synopsys Design Constraints（.sdc）ファイルでタイミング制約を定義します。
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.sdcファイルに慣れていない場合、Timing Analyzer GUI で初期の.sdcファイルを作成するか、
提供されている.sdcファイル・テンプレートで作成できます。タイミング解析に精通している場合、任
意のテキスト・エディターで.sdcファイルを作成してから、そのファイルをプロジェクトに追加できます。

1. 次の任意の組み合わせを使用して、.sdcファイルにデザインのタイミング制約を入力します。

• Timing Analyzer GUI で制約を入力し、Tools > Timing Analyzer をクリックして、
Tasks ペインで Update Timing Netlist をクリックし、Constraints メニューから制約
を入力します。GUI には、該当する対応する SDC コマンドが表示されます。

• 自分で.sdcファイルを作成します。 初に推奨される初期 SDC 制約 (40 ページ)を追加
してから、.sdc 制約を繰り返し変更し、タイミング結果を再分析できます。クロックに依存する
制約を入力する前に、まずクロック制約を作成する必要があります。

図 -36: クロックの作成ダイアログでクロックの制約を定義する

2. .sdcファイルを保存します。 Timing Analyzer GUI で制約を入力する場合、Constraints >
Write SDC File をクリックして、GUI で入力した制約を.sdcファイルに保存します。

3. ステップ 3：一般的な Timing Analyzer 設定を指定する (22 ページ)で説明されるよう
に、.sdcファイルをプロジェクトに追加します。

関連情報
エンティティー・バインド SDC ファイルの使用 (45 ページ)

2.1.3. ステップ 3：一般的な Timing Analyzer 設定を指定する

タイミング解析を実行する前に、解析結果に影響を与える次の Timing Analyzer およびコンパイラ設
定を考慮し、オプションで指定できます。

表 4. Timing Analyzer と Compiler の設定

設定 内容 ロケーション

プロジェクト内の Synopsis Design Constraint（.sdc）ファイル
の名前と順序を指定します。

Assignments > Settings >
Timing Analyzer

continued...   
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設定 内容 ロケーション

SDC files to include in the
project

Report worst-case paths
during compilation

コンソールおよびメッセージログにデザインの 悪のタイミングパ
スの概要を表示します。

Assignments > Settings >
Timing Analyzer

Tcl Script File name カスタム分析スクリプトのファイル名を指定します。カスタムスクリ
プトを実行する前に、デフォルトのタイミング解析を実行するかどう
かを指定できます。

Assignments > Settings >
Timing Analyzer

Metastability analysis Timing Analyzer がレジスターをメタスタビリティー分析の同期レ
ジスターチェーンの一部として識別する方法を指定します。

Assignments > Settings >
Timing Analyzer

Enable multicorner
support for Timing
Analyzer and EDA Netlist
Writer

デフォルトでマルチコーナー・タイミング解析を実行するように
Timing Analyzer に指示します。これは、ベストケースおよびワー
ストケースの動作条件に対してデザインを解析します。

Assignments > Settings >
Compilation Process
Settings

Optimization Mode 合成およびフィッティング中のコンパイラ 適化作業の焦点を指定
します。Balanced 戦略を指定するか、Performance、Area、
Power、Routability、または Compile Time を 適化します。

Assignments > Settings >
Compiler Settings

SDC Constraint Protection レジスターマージの.sdc制約を検証します。このオプションは、コ
ンパイルによって.sdc制約の有効性を維持するのに役立ちます。

Assignments > Settings >
Compiler Settings >
Advanced Settings
(Synthesis)

Synchronization Register
Chain Length

Compiler が同期チェーンと見なす行内のレジスターの 大数を指
定します。同期チェーンは、 初のレジスターがピンまたは別のクロ
ックドメインのロジックによって供給されるように、同じクロックでフ
ァンアウトのないレジスターのシーケンスです。Compiler は、これ
らのレジスターを準安定性解析のために考慮します。Compiler は、
リタイミングなどのこれらのレジスターの 適化を防ぎます。ゲート
レベルのリタイミングがイネーブルなっている場合、Compiler はこ
れらのレジスターを削除しません。

Assignments > Settings >
Compiler Settings >
Advanced Settings
(Synthesis)

Optimize Design for
Metastability

この設定により、平均故障間隔（MTBF）が増加するため、デザインの
信頼性が向上します。この設定をイネーブルすると、フィッターはデ
ザインのシンクロナイザー・レジスターの出力セットアップスラック
を増加させます。このたるみは、デザイン MTBF を指数関数的に増
加させる可能性があります。このオプションは、タイミング・ドリブン・
コンパイルに Timing Analyzer を使用する場合にのみ適用されま
す。 Timing Analyzer の report_metastabilityコマンド
を使用して、デザインで検出されたシンクロナイザーを確認し、
MTBF の見積もりを生成します。

Assignments > Settings >
Compiler Settings >
Advanced Settings (Fitter)
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図 -37: TimeQuest タイミング・アナライザのセッティング

2.1.4. ステップ 4：タイミング解析を実行する

初期タイミング制約を指定した後、フィッターまたはフルコンパイルを実行してタイミング・ネットリスト
を生成し、Timing Analyzer を実行できます。コンパイル中、Fitter はデザインのロジックを配置して、
指定したタイミング制約に準拠しようとします。 Timing Analyzer は、デザインが各制約を満たすか、
または満たさないマージン（スラック）をレポートします。

1. タイミング・ネットリストを生成するには、次のいずれかを実行します。

• タイミング解析を含む完全なコンパイルを実行するには、Processing > Start
Compilation をクリックします。 Timing Analyzer は、Fitter の完了後にマルチコーナー・
サインオフ・タイミング解析を自動的に実行します。

または

• Fitter を実行するには、Processing > Start > Start Fitter をクリックします。

2. Timing Analyzer を起動するには Tools > Timing Analyzer をクリックします 。

3. Tasks ペインで、Update Timing Netlist をダブルクリックします。Timing Analyzer は、タ
イミング・ネットリストを読み込み、プロジェクトのすべての.sdcファイルを読み出し、Timing
Analyzer Summary および Advanced I/O Timing レポートを含む、タイミングレポートのデ
フォルトセットを生成します。
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図 -38: Timing Analyzer タスク

4. 動作条件の設定 (25 ページ)で説明されるように、タイミング解析の Operating Conditions
を次のように選択します。

5. ステップ 5:タイミング解析結果を分析する (27 ページ)で説明されるように、Tasks ペインの
Reports で、個々のタスクをダブルクリックしてレポートを生成し、結果を分析します。

図 -39: Timing Analyzer の概要

関連情報
• インポートされたコンパイル結果のタイミング分析 (100 ページ)

• Timing Analyzer の Tcl コマンド (95 ページ)

• 基本的なタイミング解析フロー (21 ページ)

• quartus_sta 実行可能ファイル (96 ページ)

2.1.4.1. 動作条件の設定

さまざまな動作条件を指定して、さまざまな電力および温度範囲でタイミングを分析できます。選択可能
な使用可能な動作条件は、マルチコーナー・タイミング解析の「タイミングコーナー」を表します。Timing
Analyzer は、動作条件のセットごとに個別のレポートを生成します。

以下のループバック・モードが使用可能です。
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表 5. タイミング解析の動作条件

モデル 内容 スタート・グレード 電圧 温度

Slow 900mV 100C Model 低電圧、高温 デバイス密度で も遅い
スピードグレード

VCC、 小供給(1) 大 TJ （1）

Slow 900mV 0C Model 低電圧、低温 デバイス密度で も遅い
スピードグレード

VCC、 小供給(1) 小の TJ （1）

Fast 900mV 100C Model 高電圧、高温 デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 大の TJ （1）

Fast 900mV 0C Model 高電圧、低温 デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 小の TJ （1）

1 Slow vid1 100C Model SmartVID によるタイミ
ング解析のための高電
圧、高温動作条件。 （2）

デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 大の TJ （1）

1 Slow vid1 0C Model SmartVID によるタイミ
ング解析のための高電
圧、低温の動作条件。 （2）

デバイス密度で 速のス
ピードグレード

VCC、 大供給(1) 小の TJ （1）

注：
1. V cc および TJ 値については、該当するデバイスハンドブックを参照してください。
2. インテル Stratix 10 SmartVID デザインでは、完全なカバレッジを確保するためにこの追加モ

デルが必要です。 SmartVID モデルは実際には高速ダイを反映しているため、「低速」ラベルは
誤った呼び名になっています。

図 -40: 動作条件の設定パネル（ インテル Stratix 10 例）

電圧/温度の組み合わせを選択し、Tasks ペインの Custom Reports の下にある Report
Timing をダブルクリックして、そのモデルのタイミング解析レポートを生成します。そのモデルのレポ
ートを生成した後、タイミング・ネットリストを再生成せずに、他のモデルのリストをダブルクリックして、
それらのレポートの分析を生成できます。

次のコンテキストメニューオプションを使用して、Report ウィンドウでレポートを生成または再生成で
きます。

• Regenerate—選択したレポートを再生成します。

• Generate in All Corners—4 つのコーナーすべてを使用してタイミングレポートを生成しま
す。

• Regenerate All Out of Date—すべてのレポートを再生成します。

• Delete All Out of Date—以前のレポートデータをすべて削除します。

関連情報
TimeQuest タイミング解析 (17 ページ)
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2.1.5. ステップ 5:タイミング解析結果を分析する

解析中、Timing Analyzer はデザインのタイミングパスを調べ、各パスに沿った伝搬遅延を計算し、タ
イミング制約違反をチェックし、正のスラックまたは負のスラックとしてタイミング結果を報告します。負
のスラックは、タイミング違反を示します。正のスラックは、タイミング要件が満たされていることを示し
ます。

Timing Analyzer は、タイミングパスに沿った違反を特定および修正するための非常に詳細なレポー
トおよび分析機能を提供します。タイミングレポートを生成して、デザインのクリティカルパスを 適化
する方法を確認します。制約を変更、削除、または追加した場合、タイミング解析を再実行してください。
この反復プロセスは、デザインのタイミング違反の解決に役立ちます。

図 -41: Timing Analyzer で失敗したパスが赤で表示される

タイミング・パフォーマンスの低下を示すレポートは赤色のテキストで表示され、合格したレポートは黒
色のテキストで表示されます。金色の疑問符アイコンは、生成後の SDC の変更により古くなったレポー
トを示します。これらのレポートを再生成して、 新のデータを表示します。

次のセクションでは、分析のためにさまざまなタイミングレポートを生成する方法について説明します。

2.1.5.1. タイミング・レポート・ファイル

Timing Analyzer は、デフォルトで、Timing Analyzer Summary レポートを含む利用可能なすべて
のレポートのサブセットのみを生成します。ただし、Timing Analyzer GUI またはコマンドラインのコ
マンドを使用して、他の多くの詳細レポートを生成できます。レポート内の情報の表示をカスタマイズで
きます。

表 6. Timing Analyzer レポート生成コマンドの概要

Timing Analyzer タスクペイン GUI コマンドライン 結果

Custom Reports > Report Timing report_timing Timing report

Custom Reports > Report Exceptions report_exceptions Exceptions report

Diagnostic > Report Clock Transfers report_clock_transfers Clock Transfers report

Slack > Report Minimum Pulse Width Summary report_min_pulse_width Minimum Pulse Width Summary
report

Diagnostic > Report Unconstrained Paths report_ucp Unconstrained Paths Summary
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関連情報
• :: quartus :: sta、 インテル Quartus Prime Help

• Timing Analyzer ページ、 インテル Quartus Prime Help

• インテル Quartus Prime Pro Edition ユーザーガイド：デザインの 適化

2.1.5.2. Fmax Summary レポート

Fmax Summary Report パネルには、デザインの各クロックの 大周波数がリストされます。

図 -42: Fmax Summary Report

場合によっては、Fmax サマリーに「保留チェックによる制限」が示される場合があります。通常、ホール
ドチェックは 大周波数（f MAX）を制限しません。これは、これらのチェックが同じエッジの関係に関する
ものであるため、クロック周波数に依存しないためです。この例は、起動がゼロに等しく、ラッチがゼロに
等しいときに発生します。

ただし、反転クロック転送またはマルチサイクル転送（setup = 2、hold = 0 など）を使用している場
合、ホールド関係はもはや同じエッジ転送ではなく、クロック周波数の変化に応じて変化します。

Restricted Fmax カラムの値には、ホールド時間チェック、および 小期間とパルス幅チェックによ
る制限が組み込まれています。ホールドチェックがセットアップチェックよりも fMAX を制限する場合、そ
れは「ホールドチェックによる制限」として Note カラムに示されます。

2.1.5.3. Report Timing コマンド

Report Timing コマンドを使用すると、デザイン内の任意のパスまたはクロックドメインのタイミン
グをレポートするためのオプションを指定できます。

Timing Analyzer で Report Timing にアクセスするには：

• Tasks ペインで、Reports > Custom Reports > Report Timing をクリックします。

• ノードまたは割り当てを右クリックし、Report Timing をクリックします。

レポートに含める Clocks、Targets、Analysis Type、および Output オプションを指定できます。
たとえば、レポートするパスの数を増やしたり、Target フィルターを追加したり、From Clock を追加
したり、レポートをテキストファイルに書き込んだりできます。
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図 -43: Report Timing ダイアログボックス

表 7. Report Timing オプション

オプション 説明

Clock レポート内の From Clock および To Clock フィルターパスは、指定した起動クロックまたはラッチクロックの
みを表示します。

Target From Clock および To Clock のターゲットノードを指定して、それらのエンドポイントのみを含むパスをレポー
トします。このオプションの I/O またはレジスター名または I/O ポートを指定します。このフィールドはワイルドカ
ード文字もサポートしています。たとえば、特定の階層内のパスのみをレポートするには：

report_timing -from *|egress:egress_inst|* \
     -to *|egress:egress_inst|* -(other options)

From、To、または Through ボックスが空の場合、 Timing Analyzer は、デバイス内のすべての可能なターゲ
ットを想定しています。Through オプションは、組み合わせロジックまたはセル上の特定のピンを通過するパス
のレポートを制限します。

Analysis type Analysis type オプションは、Setup、Hold、Recovery、または Removal です。

Output Detail レベルでは、分析に出力に含めるパスタイプを指定できます。Summary レベルには、基本的な要約レポ
ートが含まれます。Path only にはすべての詳細情報が表示されますが、Data Path タブにはクロックツリーが
1 つの行項目として表示されます。Summary レポートの Clock Skew カラムを確認します。スキューが+/-
150ps 未満の場合、クロックツリーはソースとデスティネーションの間でバランスが取れています。
クロックスキューが大きい場合、Full path オプションをイネーブルします。このオプションは、クロックツリーを
より詳細に分割し、入力バッファ、PLL、グローバルバッファ（ CLKCTRL_と呼ばれる）、およびロジックを含むすべ
てのセルを表示します。このデータを確認して、デザインのクロックスキューの原因を特定します。ソースクロックま
たはデスティネーション・クロックのみが FPGA 内にあるため、I/O 解析にはフルパスオプションを使用します。し
たがって、遅延はタイミングを満たすための重要な要素です。

continued...   
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オプション 説明

Enable multi corner
reports

マルチコーナー・タイミング解析をイネーブルまたはディセーブルします。

Report panel name レポートパネルの名前を表示します。File name をイネーブルして、情報をファイルに書き込むことができま
す。 .htmまたは.htmlをサフィックスとして追加すると、Timing Analyzer はレポートを HTML として生成し
ます。

Paths エンドポイントおよびスラックレベルごとに表示するパスの数を指定します。Report number of paths のデ
フォルト値は 10 です。それ以外の場合、レポートは非常に長くなる可能性があります。送信元と送信先のペアごと
に 1 つのパスのみをリストするには、Pairs only をイネーブルします。Maximum number of paths per
endpoints でさらに制限します。Maximum slack limit フィールドに値を入力して、パスをフィルタリングす
ることもできます。

Tcl command 選択した GUI オプションに対応する Tcl 構文を表示します。コマンドを Console から Tcl ファイルにコピーでき
ます。

2.1.5.4. Report CDC Viewer コマンド

クロック・ドメイン・クロッシング（CDC）ビューアーは、デザインのすべてのクロック転送のセットアップ、
ホールド、リカバリ、または削除の分析をグラフィカルに表示します。 Reports > Diagnostic >
Report CDC Viewer をクリックして、分析タイプごとにこれらのレポートを生成します。

図 -44: Setup Transfers レポート
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表 8. Setup Transfers レポート

コントロール 内容

From Clock：および To Clock： 指定したクロック名に従って表示をフィルタリングします。 From Clock：または To Clock：をクリックし
て、特定のクロック名を検索します。

Legend ステータスの色を定義します。色分けされたグリッドには、クロック転送ステータスが表示されます。クロッ
クヘッダーには、デザイン内の転送で各クロックがリストされます。GUI は長いクロック名を切り捨てます
が、ツールチップで完全な名前を表示するか、クロックヘッダーセルのサイズを変更することができます。
GUI は、生成されたクロックを親クロックの子として表します。クロック名の横にある「+」アイコンは、生成
されたクロックの存在を示します。クロックヘッダーをクリックすると、そのクロックに関連付けられた生成
クロックが表示されます。

Toggle Data 各転送セルのテキストには、各転送に固有のデータが含まれています。 次のタイプのデータの表示をオンま
たはオフにします。
• Number of timed endpoints between clocks— 転送におけるエンドポイント固有の時間制

限されたパスの数。「タイミングがとられた」パスは、そのパスで分析が行われることを意味します。一意
のエンドポイントを持つパスのみがこの合計にカウントされます。

• Number of cut endpoints between clocks— 時限パスではなく、カットされたエンドポイント
固有のパスの数。これらのパスは、フォルスパスまたはクロックグループの割り当てによってカットされ
ます。タイミング解析は、このようなパスをスキップします。

• Worst-case slack between clocks—転送内のすべてのエンドポイント固有のパスの中で 悪の
場合のスラック。

• Total negative slack between clocks— この転送のすべてのエンドポイント固有のパス間のす
べての負のスラックの合計。

• Tightest relationship between clocks—この転送における 2 つのクロック間の 小値のセット
アップ、ホールド、リカバリ、または削除の関係。

Show Filters および Show
Legend

Filters および Legend をオンまたはオフにします。

グリッド内の各ブロックは転送セルです。各転送セルは色とテキストを使用して、転送のパスの重要な詳
細を表示します。色分けは次の状態を表します。

表 9. セルコンテンツの転送

セルの色 色の凡例

ブラック 転送なしを示します。このセルのソースクロックとデスティネーション・クロックの間で交差するパスはありません。

グリーン 通過タイミングを示します。カットされていないこの転送のすべてのタイミングパスは、タイミング要件を満たし
ています。

レッド 失敗したタイミングを示します。転送の 1 つ以上のタイミングパスがタイミング要件を満たしていません。転送が
無関係なクロック間で行われる場合、パスにはシンクロナイザーチェーンが必要になる可能性があります。

ブルー クロックグループを示します。これらの転送のソースクロックとデスティネーション・クロックは、非同期クロックグ
ループによってカットされます。

グレー カット転送を示します。この転送のすべてのパスは、偽のパスによってカットされます。したがって、タイミング解析
ではこれらのパスは考慮されません。

オレンジ 非アクティブなクロックを示します。転送のクロックの 1 つは、非アクティブなクロックです
（set_active_clocksコマンドを使用）。 Timing Analyzer は、このような転送を無視します。

右クリックメニューを使用すると、転送セルとクロックヘッダーで操作を実行できます。操作が Timing
Analyzer レポートまたは SDC コマンドの場合、転送セルの内容を含むダイアログボックスが開きま
す。
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表 10. 転送セルの右クリックメニュー

コマンド 内容

Copy 転送セルまたはクロックヘッダーの内容をクリップボードにコピーします。

Report Timing タイミングを報告します。有効なパスのない転送セル（ブルーまたはブラックセル）では使用できません。

Report Endpoints エンドポイントを報告します。カットパスのない転送セル（グレーまたはブラックセル）では使用できません。

Report False Path フォルスパスを報告します。有効なパスのない転送セル（ブラックセル）では使用できません。

Report Exceptions 例外を報告します。クロックグループ転送（ブルーセル）でのみ使用できます。

Report Exceptions
(with clock groups)

クロックグループに関する例外を報告します。クロックグループ転送（ブルーセル）でのみ使用できます。

Set False Path フォルスパス制約を設定します。

Set Multicycle Path 必要なマルチサイクル・パス・アサインメントを設定します。

Set Min Delay 小遅延制約を設定します。

Set Max Delay 大遅延制約を設定します。

Set Clock Uncertainty クロック不確実性制約を設定します。

表 11. クロックヘッダーの右クリックメニュー

コマンド 内容

Copy (include children) クロックヘッダーの名前と、派生した各クロックの名前をコピーします。このオプションは、生成されたクロックを
持つクロックヘッダーに対してのみ表示されます。

Expand/Collapse All
Rows/Columns

グリッド内のすべての派生クロックを表示または非表示にします。

Create Slack Histogram 選択したクロックのスラックヒストグラムレポートを生成します。

Report Timing From/To
Clock

選択したクロックのタイミングレポートを生成します。派生クロックを表示するためにクロックを展開しない場
合、タイミングレポートには、クロックから派生したすべてのクロックが含まれます。これを防ぐには、時計を右ク
リックする前に展開します。

Remove Clock(s) 選択したクロックをデザインから削除します。クロックを展開しない場合、タイミング解析により、クロックから派
生したすべてのクロックが削除されます。

CDC ビューアーの出力は、次の形式のいずれかで表示できます。

• Timing Analyzer のレポートパネル

• Timing Analyzer Tcl コンソールでの出力

• テキスト・ファイル

• Web ブラウザーで表示できる HTML ファイル。

2.1.5.5. CDC ビューアーコマンドのレポート

カスタムのクロック・ドメイン・クロッシング・レポートを設定および表示できます。このレポートには、ク
ロックドメインのクロス転送に関するセットアップ、ホールド、リカバリー、および削除のチェックの結果
が表示されます。このレポートを Timing Analyzer で開くには、Reports > Custom Reports >
Report Custom CDC Viewer をクリックします。

注意: 
Pushpin ボタン をクリックして、レポートを生成した後、Report False Path、Report
Timing、および Report Endpoints ダイアログボックスを開いたままにすることができます。この機
能を使用して、レポート設定を微調整したり、追加のレポートをすばやく作成したりできます。
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図 -45: クロック・ドメイン・クロッシング・ビューアーのダイアログボックスのレポート

分析タイプ

CDC ビューアーは、Setup、Hold 、Recovery 、または Removal の任意の組み合わせを分析でき
ます 。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -setup|-hold|-recovery|-removal

転送フィルタリング

デフォルトでは、CDC Viewer レポートにはすべての転送タイプが含まれます。

• Timed transfers—合格または不合格

• Fully cut transfers—すべてのパスが偽のパスである転送

• Clock groups

• Inactive clocks

これらのオプションを使用して、表示する転送のタイプを指定したり、次のオプションとして転送タイプを
追加したりできます。–timed, –fully_cut、–clock_groups、および–inactiveこれらのい
ずれも指定しない場合、すべての転送タイプが表示されます。
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スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -timed|-fully_cut|-clock_groups|-inactive

デフォルトでは、他のクロックが起動またはラッチするパスを起動またはラッチするクロックのみが表示
されます。Non-crossing transfers をオンにすると、自身との間で転送されるクロックが表示され
ます。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -show_non_crossing

注意: グリッド形式のレポートでは、他のクロック間で転送がある場合、非クロス転送のクロックが常に表示さ
れます。

Maximum slack limit ボックスに値を指定すると、値がスラックより小さいパスのみが表示されま
す。このオプションを含めない場合、レポートにはスラック値のパスが含まれます。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -less_than_slack

グリッドオプション

グリッド形式のレポートでは、フラットリストとして、または生成されたクロックが派生元のクロックの子
として表示される階層でクロックを表示するようにグリッドを構成できます。このネストされた表示をイ
ネーブルするには Fold clocks on hierarchy を折り畳みます。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -hierarchy

デフォルトでは、パスを起動またはラッチしないクロックは、グリッド形式のレポートに表示されません。
Show empty transfers オプションをオンにすると、これらのクロックを表示できます。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -show_empty
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出力

レポートを保存する場所と、レポートの詳細度を指定できます。次の設定を 1 つ以上選択できます。

• Report panel name—指定した名前のレポートパネルを生成するよう Timing Analyzer に
指示します。デフォルトのレポート名は Report Timing です。

スクリプト情報

キーワード： report_cdc_viewer
設定： -panel_name<reportname>

• Enable multi corner reports—マルチ・コーナー・タイミング解析をイネーブルまたはディセ
ーブルします。

スクリプト情報

キーワード： report_cdc_viewer
設定： -multi_corner

• File name—指定したファイル名のテキストファイルとしてレポートをローカルディスクに保存し
ます。 レポートを HTML で保存するには、ファイル名の末尾に「.html」または「.htm」を付けます。

スクリプト情報

キーワード： report_cdc_viewer
設定： -file<filename>

• Format—デフォルトのグリッドパネルではなく、クロック転送のリストとしてレポートをフォーマッ
トします。

スクリプト情報

キーワード： report_cdc_viewer
設定： -list

• File options—Timing Analyzer が既存のファイルを上書きするか（デフォルト設定）、既存の
ファイルにコンテンツを追加するかを指定します。

スクリプト情報

キーワード report_cdc_viewer
設定 -append|-overwrite

• Console—報告書は Console の情報メッセージとして表示するかどうかを指定します。

スクリプト情報

キーワード： report_cdc_viewer
設定： -stdout

2.1.5.6. 制約をタイミングレポートに関連付ける

結果を理解するには、タイミング解析レポートでタイミング制約と違反がどのように表示されるかを理
解することが重要です。次の例は、特定の制約がタイミング解析レポートに与える影響を示しています。
ほとんどのタイミング制約は、クロックの起動とラッチエッジにのみ影響します。具体的には、
create_clockと create_generated_clockはデフォルトの関係でクロックを作成します。
ただし、set_multicycle_path例外は、それぞれデフォルトのセットアップとホールドの関係を変
更します。set_max_delayおよび set_min_delay制約は、起動およびラッチエッジの 大およ
び 小遅延を明示的に示す低レベルのオーバーライドです。
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次の図は、特定のパスで Report Timing を実行した結果を示しています。

次の例では、デザインに 10 ns の周期でソースおよびデスティネーションレジスターを駆動するクロッ
クが含まれています。これにより、次のコマンドから 10 ns（起動エッジ= 0 ns、ラッチエッジ= 10 ns）
のセットアップ関係と 0 ns（起動エッジ= 0 ns、ラッチエッジ= 0 ns）の保持関係が作成されます。

create_clock -name clocktwo -period 10.000 [get_ports {clk2}]

図 -46: セットアップ関係 10ns、ホールド関係 0ns

set_multicycle_path制約は、セットアップ関係を緩和するためにマルチサイクルを追加する
か、ウィンドウを開き、ホールド関係が 0 ns の間にセットアップ関係を 20 ns にします。

set_multicycle_path -from clocktwo -to clocktwo -setup -end 2
set_multicycle_path -from clocktwo -to clocktwo -hold -end 1
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図 -47: セットアップ関係

set_max_delayおよび set_min_delay制約は、セットアップ関係を明示的にオーバーライド
します。これらのさまざまな制約で変更されるのは、セットアップおよびホールド解析の起動エッジ時間
とラッチエッジ時間のみであることに注意してください。他のすべてのラインアイテムは、FPGA 内の遅延
から発生し、特定のフィットに対して静的です。これらのレポートを表示して、制約がタイミングレポート
に与える影響を分析します。

図 -48: set_max_delay の使用

I/O の場合、set_input_delayおよび set_output_delay制約を追加する必要があります。
これらの制約は、デザインの I/O ポートに接続する FPGA デザインの外部からの信号の遅延を示しま
す。これらの制約の値は、外部レジスターとデザイン上のポート間の外部信号の遅延です。
set_input_delayおよび set_output_delayの-clock引数は、外部信号が属するクロッ
クドメイン、または I/O ポートに接続された外部レジスターのクロックドメインを指定します。-minお
よび-maxオプションは、ワーストケースまたはベストケースの遅延を指定します。どちらのオプションも
指定しないと、ワーストケースとベストケースの遅延が等しくなります。 I/O 遅延は、Type カラムに
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iExt または oExt として表示されます。例は、set_output_delay -max 1.0および
set_output_delay -min -0.5の出力ポートです。詳細については、「仮想クロックの作成」お
よび「I/O 制約の作成」を参照してください。

図 -49: set_min_delay の使用

クロック関係は、転送の起動とラッチのクロックエッジの差であり、クロック波形、マルチサイクル制約、
小および 大遅延制約によって決定されます。Timing Analyzer はまた oExt 値として

set_output_delayの値を追加します。出力の場合、これは分析の外部部分であるため、この値は
Data Required Path の一部です。Data Arrival Path は Data Required Path よりも短く
なければならないため、セットアップレポートでは-max値が差し引かれ、セットアップ関係が満たされ
にくくなります。Timing Analyzer は、-min値も減算します。この減算は、負の数がより制限的なホー
ルドタイミングを引き起こす理由です。Data Arrival Path は Data Required Path より長くな
ければなりません。

関連情報
• マルチサイクルによるリラックスしたセットアップ（set_multicyle_path） (71 ページ)

• 仮想クロックの作成 (51 ページ)

• I/O 制約の作成 (62 ページ)

2.1.5.7. Timing Analyzer から Design Assistant を実行

次の手順に従って Timing Analyzer 分析モードで Design Assistant を実行します。

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

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

2. Compilation Dashboard の Plan ステージの横にある Timing Analyzer アイコンをクリック
します。

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

4. Tasks ウィンドウの Design Assistant フォルダーの下にある Report DRC をダブルクリッ
クします。Report DRC （デザイン・ルール・チェック）ダイアログボックスが表示されます。
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5. Rules の下で、チェックマークを削除して、分析にとって重要ではないルールをディセーブルしま
す。Select all Rules アイコンをクリックしてすべてのルールををイネーブルするか、Deselect
all Rules をクリックしてすべてのルールをディセーブルすることができます。

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

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

図 -50: レポート DRC（デザイン・ルール・チェック）ダイアログボックス

Enables or Disables Rule Design Assistant Rule
Enable/Disable All

8. Run をクリックします 。結果レポートが生成され、メインの Compilation Report と同様に
Report ペインに表示されます。

図 -51: Timing Analyzer レポートペインの Design Assistant レポート

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

10. 結果レポートで、詳細を確認するには、違反の上にマウスを置きます。
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2.1.5.8. 他のツールでのタイミングパスの特定

Timing Analyzer のパスと要素から、 インテル Quartus Prime ソフトウェアでの他のツールに移動
できます。

Timing Analyzer GUI でほとんどのパスまたはノード名を右クリックし、Locate または Locate
Path コマンドをクリックできます。Timing Analyzer GUI でこれらのコマンドを使用するか、Tcl コン
ソールで locateコマンドを使用して、他の インテル Quartus Prime ツールでそのノードを見つけ
ます。

次の例は、Timing Analyzer から Technology Map Viewer へのタイミングスラックが 悪の 10 個
のパスを特定し、Chip Planner でデータに一致するすべてのポートを特定する方法を示しています。

例-2: Timing Analyzer から配置する

# Locate in the Technology Map Viewer the ten paths with the worst slack
locate [get_timing_paths -npaths 10] -tmv
# locate all ports that begin with data in the Chip Planner
locate [get_ports data*] -chip

関連情報
remove_from_collection コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2. タイミングの制約の使用

次のセクションでは、Fitter の配置をガイドし、正確なタイミング解析を可能にする SDC タイミング制
約の正しい適用について説明します。 初の推奨される制約のセットで.sdcファイルを作成し、デザイ
ンの進行に合わせてこれらの制約を繰り返し変更できます。

2.2.1. 推奨される初期 SDC 制約

次の基本的な SDC 制約を初期の.sdcファイルに含めます。シンプル・デュアル・クロック・デザインの
ための推奨される初期 SDC 制約の次の例が示すアプリケーションは：

create_clock -period 20.00 -name adc_clk [get_ports adc_clk]
create_clock -period 8.00 -name sys_clk [get_ports sys_clk]

derive_pll_clocks

derive_clock_uncertainty

注意: インテル Arria® 10 および インテル Cyclone® 10 GX デバイスのみが Derive PLL Clocks
（derive_pll_clocks）制約をサポートします。 サポートされている他のすべてのデバイスの場合、
Timing Analyzer は関連する IP にバインドされた制約から PLL クロックを自動的に導出します。

Create Clock 画面 (41 ページ)

PLL クロックの導出（derive_pll_clocks） (41 ページ)

クロック不確実性の導出（derive_clock_uncertainty） (42 ページ)

クロックグループの設定（set_clock_groups） (43 ページ)
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2.2.1.1. Create Clock 画面

Create Clock (create_clock)制約を使用すると、デザインのクロックのプロパティーと要件を定
義できます。クロック制約を定義して、デザインのパフォーマンスを決定し、FPGA に入力される外部クロ
ックを制約する必要があります。Timing Analyzer GUI または.sdcファイルに制約を直接入力でき
ます。

Clock name （-name）、Period （-period）、立ち上がりおよび立ち下がり Waveform edge
値（ -waveform ）、および制約が適用されるターゲット信号を指定します。

次のコマンドは、8ns 周期で sys_clkクロックを作成し、fpga_clkポートにクロックを適用しま
す。

create_clock -name sys_clk -period 8.0 fpga_clk

注意: Tcl および.sdcファイルでは大文字と小文字が区別されます。ピン、ポート、またはノードへの参照が、
デザイン内の名前の大文字小文字と一致することを確認してください。

デフォルトでは、クロックには、0 ns の時点で立ち上がりエッジ、50％のデューティー・サイクル、4 ns の
時点で立ち下がりエッジがあります。別のデューティー・サイクルが必要な場合、またはオフセットを表す
には、-waveformオプションを指定します。

通常、クロックには、割り当てたポートと同じ名前を付けます。上記の例では、次の制約がこれを実現して
います。

create_clock -name sopc_clk -period 8.0 [get_ports
PLD_CLOCKINPUT]

fpga_clkという 2 つの一意のオブジェクトがあります。これは、デザインのポートと、そのポートに適
用されるクロックです。

注意: Tcl 構文では、角括弧が角括弧内でコマンドを実行します。[get_ports fpga_clk]は、
fpga_clkに一致するデザイン内のすべてのポートのコレクションを検索して返すコマンドを実行しま
す。次の例に示すように、get_ports collection コマンドを使用せずにコマンドを入力できます。

create_clock -name sys_clk -period 8.0 fpga_clk

警告: Timing Analyzer で定義した制約は、タイミング・データベースに直接適用されますが、.sdcファイル
には自動的に転送されません。Timing Analyzer の Tasks ペインで Write SDC Fileをクリッ
クして、GUI からの制約の変更を.sdc ファイルに保存します。

関連情報
ベースクロックの作成 (49 ページ)

2.2.1.2. PLL クロックの導出（derive_pll_clocks）

Derive PLL Clocks（ derived_pll_clocks ）制約は、デザイン内の PLL の各出力のクロック
を自動的に作成します。

注意: インテル Arria 10 そして インテル Cyclone 10 GX デバイスだけ、 Derive PLL Clocks
（derive_pll_clocks）制約をサポートします。サポートされている他のすべてのデバイスの場合、
Timing Analyzer は関連する IP にバインドされた制約から PLL クロックを自動的に導出します。
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PLL がクロック切り替えを使用している場合、制約は各出力クロックピンに対して複数のクロックを生
成できます:inclk[0]入力クロックピン用に 1 つのクロック、および inclk[1]入力クロックピン
用に 1 つのクロック。デフォルトで PLL の入力にベースクロックを作成するには、Create base
clocks（-create_base_clocks）オプションを指定します。デフォルトでは、クロック名は出力ク
ロックピン名と同じであるか、Use net name as clock name（ -use_net_name ）オプション
を指定します。

create_clock -period 10.0 -name system_clk [get_ports system_clk]

PLL を作成するとき、各 PLL 出力の構成を定義する必要があります。この定義により、Timing
Analyzer は、derivate_pll_clocksコマンドを使用して PLL を自動的に制約できます。また、こ
のコマンドはトランシーバー・クロックを制限し、LVDS SERDES とユーザーロジックの間にマルチサイ
クルを追加します。

derive_pll_clocksコマンドは Info メッセージを出力して、コマンドが作成する各生成クロック
を表示します。

derive_pll_clocksの代替として、各 create_generated_clock割り当てを.sdcファ
イルにコピーアンドペーストできます。ただし、後で PLL 設定を変更する場合、.sdcファイルで生成さ
れたクロック制約も変更する必要があります。このタイプの変更の例には、既存の出力クロックの変更、
新しい PLL 出力の追加、または PLL の階層の変更が含まれます。derive_pll_clocksを使用す
ると、この要件がなくなります。

関連情報
• ベースクロックの作成 (49 ページ)

• カスケード接続された PLL クロック (55 ページ)

2.2.1.3. クロック不確実性の導出（derive_clock_uncertainty）

Derive Clock Uncertainty （derive_clock_uncertainty）制約は、デザインのクロック
間転送のセットアップおよびホールドクロックの不確実性を適用します。この不確実性は、PLL ジッタ
ー、クロック・ツリー・ジッター、その他の不確実性要因などの特性を表します。

Add clock uncertainty assignment （-add）をイネーブルして、Set Clock Uncertainty
（set_clock_uncertainty）制約からクロック不確実性の値を追加できます。
set_clock_uncertainty制約を Overwrite existing clock uncertainty
assignments （-overwrite）できます。

create_clock -period 10.0 -name fpga_sys_clk [get_ports fpga_sys_clk] \
    derive_clock_uncertainty -add - overwrite

.sdcファイルから derived_clock_uncertaintyを省略すると、Timing Analyzer は警告を
生成します。

関連情報
クロック作用特性の制約 (60 ページ)
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2.2.1.4. クロックグループの設定（set_clock_groups）

Set Clock Groups （set_clock_groups）制約を使用すると、デザイン内のどのクロックが無関
係であるかを指定できます。デフォルトでは、Timing Analyzer は、共通のベースまたは親クロックを持
つすべてのクロックが関連しており、それらのクロックドメイン間のすべての転送がタイミング解析に有
効であると想定しています。クロックグループをカットすることにより、特定のクロックドメイン間の転送
をタイミング解析から除外できます。

逆に、共通の親クロックまたはベースクロックのないクロックは常に無関係ですが、それらのクロックが
異なるクロックグループにある場合（またはすべてのパスが偽のパス制約でカットされている場合）を除
き、タイミング解析にはそのようなクロック間の転送が含まれます。

クロック信号のグループを定義してから、各グループ間の関係を定義します。各グループに含めるクロッ
ク信号を定義し（-group）、グループが互いに Logically exclusive (-
logically_exclusive)、Physically exclusive (-physically_exclusive、または
Asynchronous ( -asynchronous)であるかどうかを指定します。

set_clock_groups -asynchronous -group {<clock1>...<clockn>} ... \
    -group {<clocka>...<clockn>}

• -logically_exclusive—多重クロックなど、論理的に排他的であると同時にアクティブで
はないクロックを定義します。

• -physically_exclusive—同時にアクティブではない物理的に排他的なクロックを定義し
ます。

• -asynchronous—異なる理想的なクロックソースを持つ完全に無関係なクロックを定義しま
す。このフラグは、クロックが両方とも切り替えられていることを意味しますが、データを同期的に渡
すことはできません。

たとえば、8ns クロックと 10ns クロックの間にパスがある場合、クロックが完全に非同期であっても、そ
れらが関連していないと指定しない限り、Timing Analyzer はこれらのクロック間の 2ns のセットアッ
プ関係を満たそうとします。

Set Clock Groups ダイアログボックスでは 2 つのクロックグループのみが許可されますが、 .sdc
ファイルで-group {<group of clocks>}オプションを無制限に指定できます。割り当てから
無関係なクロックを省略すると、Timing Analyzer は保守的に動作し、クロックが接続する他のすべて
のドメインとの関連でそのクロックを分析します。

Timing Analyzer は現在、クロストークを明示的に分析していません。代わりに、タイミングモデルは
追加のガードバンドを使用して、潜在的なクロストーク誘導遅延を考慮します。Timing Analyzer は、
クロストーク関連の解析では-asynchronousオプションと-exclusiveオプションを同じように
扱いますが、 大スキューレポートやシンクロナイザー検出などでは非同期および排他的なクロックグ
ループを別々に扱います。

単一の割り当てで、クロックを複数のグループ（-group）内に含めることはできません。ただし、複数の
set_clock_groups割り当てを持つことができます。

クロック間のタイミングを削減する別の方法は、 set_false_pathを使用することです。sys_clk
と dsp_clkの間のタイミングを短縮するには、次を使用できます。

set_false_path -from [get_clocks sys_clk] -to [get_clocks dsp_clk]

set_false_path -from [get_clocks dsp_clk] -to [sys_clk]
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この手法は、クロック数が少ない場合に効果的ですが、多数の制約があると管理不能になる可能性があ
ります。複数の出力を持つ 3 つの PLL を使用したシンプルなデザインでは、set_clock_groupsコ
マンドは、10 行未満で関連するクロックを表示できますが、set_false_pathコマンドを使用する
と 50 行以上を使用できます。

関連情報
• 生成されたクロックの作成（create_generated_clock） (53 ページ)

• マルチサイクルによるリラックスしたセットアップ（set_multicyle_path） (71 ページ)

• 位相シフトの説明（-phase） (72 ページ)

2.2.2. SDC ファイルの優先順位

フィッティングおよびタイミング解析中に読み込まれるプロジェクトに作成した.sdcファイルを追加す
る必要があります。Fitter と Timing Analyzer は、.sdcファイルを.qsfに現れる順序で処理しま
す。.sdcは .qsfに表示されない場合、 インテル Quartus Prime ソフトウェアは、プロジェクト・デ
ィレクトリーで<current revision>.sdcという名前の.sdcを検索します。

図 -52: .sdc ファイルの優先順位

     

Is one or more .sdc file specified in 
the .qsf?

No

Yes

     

Does an .sdc named
<current revision>.sdc

exist in the project
directory?

No

Yes

Analyze the design

Settings > Timing Analyzer をクリックして、ステップ 3：一般的な Timing Analyzer 設定を指
定する (22 ページ)で説明されるようにプロジェクト内の.sdcファイルの処理順序を追加、削除、また
は変更します。

インテル Quartus Prime Text Editor を使用して.sdcファイルを作成する場合、Add file to the
project のオプションは、ファイルを保存するときにデフォルトで有効になります。 他のエディターを使
用して.sdcファイルを作成する場合は、ファイルをプロジェクトに追加する必要があります。

.sdcファイルには、タイミング制約コマンドのみが含まれている必要があります。タイミング・ネットリ
ストを操作したり、コンパイルを制御したりする Tcl コマンドは、別の Tcl スクリプトに含まれている必要
があります。

注意: 引数を指定せずにコマンドラインで read_sdcコマンドを入力すると、Timing Analyzer は HDL フ
ァイルに埋め込まれた制約を読み込み、.sdcファイルの優先順位に従います。
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2.2.3. 反復制約修正

.sdc制約を繰り返し変更し、タイミング結果を再分析して、デザインに 適な制約を設定することがで
きます。

次の手順を使用して、制約を繰り返し変更します。

1. Tools > Timing Analyzer をクリックします。

2. 分析するレポートを生成します。Macros の下の Report All Summaries をダブルクリックし
て、セットアップ、ホールド、リカバリー、および除去のサマリー、 小パルス幅チェック、および定義
したすべてのクロックのリストを生成します。これらの概要は、デザインで制約するすべてのパスを網
羅しています。制約を修正または修正するときはいつでも、 Diagnostic レポートを生成して、デ
ザインの制約のない部分または無視された制約を特定します。

3. レポートの結果を分析します。制約を変更する場合、レポートを再実行して、予期しない結果を見つ
けてください。たとえば、クロスドメインパスは、クロックグループにクロックを含めることにより、転
送の切断を忘れたことを示している場合があります。

4. .sdcファイルで適切な制約を作成または編集し、ファイルを保存します。

5. Tasks ペインで Reset Design をダブルクリックします。これにより、デザインからすべての制約
が削除されます。デザインからすべての制約を削除すると、変更を含めて.sdcファイルを再読み込
みできます。

6. 分析するレポートを再生成します。

7. 結果を再分析します。

8. 必要に応じて手順 4〜7 を繰り返します。

この方法は、ロジック配置を変更せずに、新しい制約を使用してタイミング解析を実行します。フィッター
は配置配線に元の制約を使用しますが、Timing Analyzer は新しい制約を適用します。新しい制約に
対してタイミングが失敗する場合、配置配線を再度実行する必要があることを示しています。

関連情報
マルチサイクルによるリラックスしたセットアップ（set_multicyle_path） (71 ページ)

2.2.4. エンティティー・バインド SDC ファイルの使用

インテル Quartus Prime プロ・エディション Timing Analyzer は、Synopsys Design
Constraints（ .sdc ）ファイルのプロジェクト内の特定のデザイン・エンティティー（モジュール）への割
り当てをサポートします。

通常、.sdcファイルで指定するタイミング制約は、特定のデザイン・エンティティーではなく、プロジェク
ト全体に適用されます。ただし、Properties ダイアログボックスまたは SDC_ENTITY_FILE割り当
てを使用して、.sdcファイルをデザイン・エンティティーにバインドできます。エンティティー・バインド制
約により、タイミング制約をより正確に指定でき、デザインブロックまたは IP でタイミング制約を移植で
きます。
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• タイミング制約の移植性—割り当てられたエンティティーを含むすべてのデザイン・パーティション
には、エンティティーにバインドされた.sdc制約が自動的に含まれます。オプションで、Include
entity-bound SDC files （--include_sdc_entity_in_partition）オプションを
使用してエクスポートするパーティションで、これらの制約のエクスポートを指定できます。これによ
り、合成済みまたは 終的なデザインブロック、またはタイミング制約付きの IP パッケージをハン
ドオフできます。

• タイミング制約の精度—グローバルではなく特定のエンティティーにのみタイミング制約を適用
し、制約の入力を簡素化します。この方法は、特にワイルドカード（*）タイミング制約を使用する場
合に、意図する以上に適用されるグローバル制約の意図しない副作用を回避します。デフォルトで
は、エンティティーにバインドされた.sdc制約は、プロジェクト内の割り当てられたエンティティー
のすべてのインスタンスに自動的に適用されます。または、デフォルトですべての制約をグローバル
に適用し、エンティティーにバインドされた制約スコープ (47 ページ)で説明されるように
get_current_instanceコマンドを使用して、現在のエンティティーのみを対象とする制約
を選択できます。

• 注意: すべて インテル Stratix 10 FPGA IP コアは、エンティティー・バインドの.sdc制約を自
動的に使用します。

バインドされたエンティティー.sdcファイルを作成または変更するには、次の手順に従います。

1. .sdcファイルを作成し、Project > Add/Remove files in project ファイルをクリックし
て、 .sdcファイルを追加します。 .sdcファイルが Files リストに表示されます。

2. Files リストで、.sdcファイルを選択し、Properties ボタンをクリックします。

3. Type で Synopsys Design Constraints File with entity binding を選択します。

図 -53: エンティティーの再バインド

4. Entity で、.sdcにバインドするエンティティーを選択します。

5. OK をクリックします。

または、次の割り当てを.qsfに追加して、指定したエンティティーを指定した.sdcファイルにバイン
ドします。
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QSF 割り当て構文：

set_instance_assignment -entity <entity_name> -name \
    SDC_ENTITY_FILE <sdc_file_name> -no_sdc_promotion –no_auto_inst_discovery

SDC_ENTITY_FILEコマンドには、次のオプションが適用されます。

• -no_sdc_promotion –no_auto_inst_discovery—制約スコープをオフにします。
Timing Analyzer は各エンティティーの.sdcファイルを 1 回読み取り、コレクション・フィルター
は変更しません。get_current_instanceは空の文字列を返します。

• -no_sdc_promotion—手動プロモーションをオンにします。Timing Analyzer は、バインド
されたインスタンスごとにエンティティーの.sdcファイルを 1 回読み出し、
get_current_instanceは値を返します。Timing Analyzer は、コレクション・フィルターを
変更しません。

• オプションなし—自動制約スコープをイネーブルします。 Timing Analyzer は、バインドされたイ
ンスタンスごとにエンティティー.sdcファイルを 1 回読み出し、get_current_instance
は値を返します。コレクション・フィルター（クロックおよび 上位ポートフィルターを除く）には、現
在のインスタンスの階層パス（つまり、get_current_instanceの戻り値）が付加されます。

2.2.4.1. エンティティーにバインドされた制約スコープ

エンティティーにバインドされた.sdcファイルは、プロジェクト内で自動スコープまたは手動スコープ
を持つことができます。スコープは、制約が適用される範囲を決定します。デフォルトでは、自動スコープ
が適用されます。

表 12. エンティティーにバインドされた制約スコープ

制約タイプ 適用される制約 インスタンスにバインドされたスコーピン
グの実行方法

自動 上位ポート（get_ports）およびクロック名
（get_clocks）を除く、プロジェクト全体で割り当てられた
エンティティーのすべてのインスタンス。

SDC_ENTITY_FILEのデフォルトモー
ド。追加の手順は必要ありません。

マニュアル グローバルスコープを持つトップレベルポートとクロック名を
除き、割り当てられたエンティティーの現在のインスタンスに。
インスタンススコープを設定する
get_current_instanceを先頭に追加しない限り、コレ
クション・フィルターにもグローバルスコープがあります。

get_current_instanceを使用して
コレクション・フィルターの先頭に追加しま
す。

次の制約の例は、get_current_instanceを使用して、手動制約スコープの現在のエンティティ
ーへの階層パスを返す方法を示しています。

set_false_path –from [get_registers "reg_a"] –to \
 [get_pins “[get_current_instance]|*reset”]

注意: get_コマンド（get_keepersなど）を使用せずに-from *または-to *オプションを使用する
と、これらのフィルターで制約のスコープが発生しません（つまり、*の from/to コレクション・フィルター
でスコープが行われる） 、ただし、同じ SDC コマンド内の他のコレクションフィルターでスコープが引き
続き発生する可能性がある）。

2.2.4.2. エンティティーにバインドされた制約の例

次の例は、エンティティーにバインドされた制約の自動スコープと手動スコープを示しています。
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図 -54: 自動スコープの例
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次の表は、図 54 (48 ページ)に適用される制約の自動スコープを示しています。

表 13. 自動制約スコープの例

制約の例 インスタンス X|Y の自動スコープ制約の解釈

set_false_path -from [get_keepers a] set_false_path -from [get_keepers X|Y|a]

set_false_path -from [get_registers a] -to
“*”

set_false_path -from [get_registers X|Y|a]

set_false_path –from [get_clocks clk_1] –
to [get_clocks clk_2]

set_false_path –from [get_clocks clk_1] –to
[get_clocks clk_2]

set_max_delay –from [get_ports in] -to
[get_registers A] 2.0

set_max_delay –from [get_ports in] -to
[get_registers X|Y|A] 2.0

get_ports * get_ports *

get_clocks * get_clocks *

get_ports a get_ports a

get_clocks a get_clocks a

注意: 表の get_ports aおよび get_clocks aは、コレクション・フィルターに任意の名前を使用する
単なる例です。これらの例は、ポートとクロックがインスタンスのスコープ内にないグローバルなトップ
レベルのオブジェクトであるため、get_portsと get_clocksのコレクション・フィルターが自動制
約スコープの対象にならないことを示しています。
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図 -55: 手動スコープの例
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次の表は、図 55 (49 ページ)に適用される制約の手動範囲を示しています 。

表 14. 手動スコープ制約の例

制約の例 手動スコープ制約の解釈

set_false_path –from [get_current_instance] |d\
     –to [get_current_instance]|e

set_false_path –from i1|inner|d –to i1|inner|e
set_false_path –from i2|inner|d –to i2|inner|e \
set_false_path –from i3|d –to i3|e

create_generated_clock –divide_by 2 –source \
     [get_ports inclk] –name \
     [get_current_instance]_divclk \
     [get_current_instance]|div 
set_multicycle_path –from [get_current_instance]|a\
     –to [get_current_instance]|b 2

create_generated_clock –divide_by 2 –source \
     [get_ports inclk] –name “i1_divclk” i1|div
set_multicycle_path –from i1|a –to i1|b 2 \
create_generated_clock –divide_by 2 –source \
     [get_ports inclk] –name “i2_divclk” i2|div
set_multicycle_path –from i2|a –to i2|b 2

2.2.5. クロックの作成およびクロック制約

すべてのクロックと、不確実性、レイテンシー、スキューなどの関連するクロック特性を定義する必要があ
ります。 Timing Analyzer は、次のようなさまざまなクロッキングスキームに対応する.sdcコマンド
をサポートしています。

• ベース・クロック

• 仮想クロック

• 多周波クロック

• 生成クロック

2.2.5.1. ベースクロックの作成

ベースクロックは、デバイスへのプライマリ入力クロックです。Create Clock (create_clock)制
約を使用すると、デザインのクロックのプロパティと要件を定義できます。デバイスで生成されるクロック
（オンチップ PLL など）とは異なり、ベースクロックはオフチップ・オシレーターによって生成されるか、外
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部デバイスから転送されます。生成されたクロックやその他の制約は多くの場合ベースクロックを参照す
るため、.sdcファイルの上部でベースクロックを定義します。Timing Analyzer は、未定義のクロック
を参照する制約を無視します。

次の例は、create_clock制約の一般的な使用法を示しています。

create_clock コマンド

以下は、clk_sys入力クロックポートの 100 MHz 要件を指定しています。

create_clock -period 10 -name system_clk [get_ports system_clk]

90 度クロック生成により 100 MHz シフト

次の例では、デューティー・サイクルが 50％の 10 ns クロックを作成します。これは 90 度位相シフトさ
れ、ポート clk_sysに適用されます。このタイプのクロック定義は、一般的に、クロックに対して中央
に揃えられたソース同期のダブルレートデータを指します。

create_clock -period 10 -waveform { 2.5 7.5 } [get_ports clk_sys]

同じクロックポートを駆動する 2 つのオシレーター

-addオプションを使用すると、同じターゲットに複数のクロックを適用できます。たとえば、2 つの異な
る周波数で同じクロック入力を駆動できるように指定するには、.sdcファイルに次のコマンドを入力し
ます。

create_clock -period 10 -name clk_100 [get_ports clk_sys]
create_clock -period 5 -name clk_200 [get_ports clk_sys] -add

1 つのポートに 3 つ以上のベースクロックを定義することは一般的ではありませんが、デザインに適切
な数だけ定義して、 初のクロック以降のすべてのクロックに-addを指定するようにしてください。

多周波クロックの作成

デザインに単一のクロックノードに供給する複数のクロックソースがある場合、多周波クロックを作成す
る必要があります。追加のクロックは、プライマリー・クロックよりも低い周波数の低電力クロックとして
機能する場合があります。デザインで多周波数クロックを使用している場合、set_clock_groups
コマンドを使用して排他的なクロックを定義します。

クロックノードに複数のクロックを作成するには、-addオプションを指定して create_clockコマ
ンドを使用します。クロックポート clkに適用される 10 ns クロックを作成してから、同じクロックポー
トに追加の 15 ns クロックを追加できます。 Timing Analyzer は両方のクロックを分析します。

create_clock –period 10 –name clock_primary –waveform { 0 5 } \
    [get_ports clk]
create_clock –period 15 –name clock_secondary –waveform { 0 7.5 } \
    [get_ports clk] -add

関連情報
クロック作用特性の制約 (60 ページ)
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2.2.5.1.1. 自動クロック検出および制約作成

derive_clocksコマンドを使用して、デザイン内にベースクロックを自動的に作成します。
derive_clocksコマンドは、各レジスターまたはレジスターのクロックピンを供給するポートに対
して create_clockコマンドを使用することと同等です。derive_clocksコマンドは、ポートま
たはレジスターにクロック制約を作成して、デザイン内のすべてのレジスターにクロック制約を設定し、
デザイン内のすべてのベースクロックに 1 周期を適用します。

次のコマンドは、制約のないベース・クロック・ノードに対して 100 MHz の要件を持つベースクロックを
指定します。

create_clock -period 10

警告: 終タイミングのサインオフには、derivate_clocksコマンドを使用しないでください。代わりに、
create_clockおよび create_generated_clockコマンドを使用して、すべてのクロックソ
ースのクロックを作成します。デザインに複数のクロックがある場合、derivate_clocksコマンド
はすべてのクロックを指定された同じ周波数に制約します。デザインのタイミング要件を徹底的かつ現
実的に分析するには、デザイン内のすべてのクロックに対して個別のクロック制約を作成します。

いくつかのベースクロックを自動的に作成する場合、-create_base_clocksオプションを
derive_pll_clocksに使用します。このオプションを使用すると、derivate_pll_clocks
コマンドは、PLL の生成時に指定した入力周波数情報に基づいて、各 PLL のベースクロックを自動的に
作成します。この機能は、単純なポートから PLL への接続で機能します。ベースクロックは、カスケード
PLL などの複雑な PLL 接続用に自動的に生成されません。コマンド generate_pll_clocks -
create_base_clocksを使用して、すべての PLL 入力の入力クロックを自動的に作成することも
できます。

2.2.5.2. 仮想クロックの作成

仮想クロックは、デザインに実際のソースがないクロック、またはデザインと直接対話しないクロックで
す。I/O 制約で仮想クロックを使用して、FPGA に接続された外部デバイスのクロックを表すことができ
ます。

仮想クロックを作成するには、<targets>オプションには create_clock 制約を使用します。

次の例では、コマンドに<targets>が含まれていないため、100Mhz の仮想クロックを定義していま
す。

create_clock -period 10 -name virt_clk

仮想クロックを使用した I/O 制約

次の図に示す出力回路では、ベースクロックを使用して FPGA の回路を制約し、仮想クロックを使用して
外部デバイスを駆動するクロックを表すことができます。次の図は、以下の仮想クロック制約の例のベー
スクロック（ system_clk ）、仮想クロック（ virt_clk ）、および出力遅延を示しています。
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図 -56: 仮想クロックボードトポロジ

FPGA External Device

system_clk virt_clk

reg_a reg_b
dataout

datain

次の例では、デューティー・サイクルが 50％で、 初の立ち上がりエッジが 0 ns で発生する 10 ns の
virt_clk仮想クロックを作成します。仮想クロックは、出力遅延制約のクロックソースになります。

例-3: 入力クロック制約

#create base clock for the design
create_clock -period 5 [get_ports system_clk]
#create the virtual clock for the external register
create_clock -period 10 -name virt_clk
#set the output delay referencing the virtual clock
set_output_delay -clock virt_clk -max 1.5 [get_ports dataout]
set_output_delay -clock virt_clk -min 0.0 [get_ports dataout]

関連情報
• set_output_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

• set_output_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.5.2.1. I/O インターフェイスの不確実性の指定

仮想クロックは、デザインのクロッキング・トポロジーを も正確に表すため、I/O 制約に推奨されます。
追加の利点は、外部 I/O ポートとインターフェイスするクロックと、FPGA 内のレジスター間パスに供給
するクロックに異なる不確実性値を指定できることです。

2.2.5.2.2. I/O インターフェイス・クロックの不確かさの例

I/O インターフェイスの不確実性を求めるには、仮想クロックを作成し、その仮想クロックに対して
set_input_delayおよび set_output_delayコマンドを使用して、入力/出力ポートに遅延
を割り当てる必要があります。

set_input_delayまたは set_output_delayコマンドがクロックポートまたは PLL 出力を
参照する場合、仮想クロックを使用すると、generate_clock_uncertaintyコマンドで内部ク
ロック転送と I/O インターフェイス・クロック転送に別々のクロック不確実性を適用できます。

次の例に示すように、I/O ポートを駆動している元のクロックと同じプロパティで仮想クロックを作成し
ます。

例-4: I/O インターフェイスを制約する SDC コマンド

# Create the base clock for the clock port
create_clock -period 10 -name clk_in [get_ports clk_in]
# Create a virtual clock with the same properties of the base clock
# driving the source register
create_clock -period 10 -name virt_clk_in
# Create the input delay referencing the virtual clock and not the base
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# clock
# DO NOT use set_input_delay -clock clk_in <delay value>
# [get_ports data_in]
set_input_delay -clock virt_clk_in <delay value> [get_ports data_in]

2.2.5.3. 生成されたクロックの作成（create_generated_clock）

Create Generate Clock （ create_generated_clock ）制約を使用すると、デザインで内
部的に生成されたクロックのプロパティと制約を定義できます。Clock name（-name）、クロックの派
生元の Source ノード（-source）、Relationship to the source プロパティーを指定します。位
相、周波数、オフセット、デューティー・サイクルの変更など、クロック信号のプロパティーを変更するノー
ドの生成クロックを定義します。

生成されたクロックは、PLL の出力、レジスタークロック分周器、クロック・マルチプレクサー、およびソー
ス出力やメモリー・インターフェイスなどの FPGA 出力ポートから他のデバイスに転送されるクロックに
も一般的に適用します。.sdcファイルで、ベースクロック定義の後に生成されたクロックを入力しま

す。生成されたクロックは、生成されたクロックターゲットに対するすべてのクロック遅延とクロック・レ
イテンシーを自動的に考慮します。

-sourceオプションは、生成されたクロックの参照として使用するクロックパス内のノードの名前を指
定します。生成されたクロックのソースは、以前に定義したクロックの名前ではなく、デザイン・ネットリス
トのノードである必要があります。生成されたクロックのターゲットの入力クロックピンと、その基準クロ
ックのターゲットノードとの間のクロックパスで、ソースノードとして任意のノード名を使用できます。

ターゲットノードの入力クロックピンを、新しく生成されたクロックのソースとして指定します。生成され
たクロックのソースは、クロックソースの名前と階層から切り離されます。クロックソースを変更する場
合、生成されたクロック制約を編集する必要はありません。

生成されたクロックのソースであるノードに供給する複数のベースクロックがある場合、複数の生成さ
れたクロックを定義する必要があります。生成された各クロック・ステートメントで-master_clock
オプションを使用して、生成された各クロックを 1 つのベースクロックに関連付けます。場合によっては、
生成されたクロックは組み合わせロジックで生成されます。

クロック変更ロジックの合成方法に応じて、信号名はコンパイルごとに変わる可能性があります。生成さ
れたクロック制約を書き込んだ後に名前が変更された場合、Compiler は生成されたクロックを無視し
ます。これは、そのターゲット名がデザインに存在しないためです。この問題を回避するには、合成属性ま
たは合成割り当てを使用して、クロック変更ロジックの 終的な組み合わせノード名を保持します。次
に、生成されたクロック制約で保持されている名前を使用します。

図 -57: clock-as-data の例
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終的にレジスターのデータ入力を供給するノードで生成されたクロックを作成すると、「clock-as-
data」という特殊なケースが作成されます。TimingAnalyzer は clock-as-data を異なる方法で処理
します。たとえば、DDR で clock-as-data を使用する場合、このクロックの立ち上がりと立ち下がりの両
方を考慮する必要があり、Timing Analyzer は立ち上がりと立ち下がりの両方を報告します。clock-
as-data を使用すると、Compiler は From Node を生成されたクロックのターゲットとして扱い、
Launch Clock を生成されたクロックとして扱います。

図 57 (53 ページ)では 、 初のパスは toggle_clk（INVERTED）から clkであり、2 番目のパス
は toggle_clkから clkです。両方の場合のスラックは、パスに沿った立ち上がり時間と立ち下がり
時間の違いによりわずかに異なります。Data Delay カラムには、〜5 ps の差が報告されます。スラッ
ク値が 小のパスのみを考慮する必要があります。 Timing Analyzer は、2 つの間の 悪のパス（立ち
上がりと立ち下がり）のみをレポートします。この例では、レジスター出力で生成されたクロックを定義し
ない場合、タイミング解析はスラック値が 小のパスを 1 つだけレポートします。

derived_pll_clocksコマンドを使用して、すべての PLL クロック出力のクロックを自動的に生
成できます。 PLL 出力で生成されたクロックのプロパティは、PLL に定義したプロパティと一致します。

関連情報
• カスケード接続された PLL クロック (55 ページ)

• create_generated_clock

• derived_pll_clocks

2.2.5.3.1. クロック分・ディバイダーの例（-divide_by）

生成されるクロックの一般的な形式は、2 分周レジスターのクロック・ディバイダーです。次の制約例は、
2 分周レジスターにハーフ・レート・クロックを作成します。

create_clock -period 10 -name clk_sys [get_ports clk_sys]
create_generated_clock -name clk_div_2 -divide_by 2 -source \
 [get_ports clk_sys] [get_pins reg|q]

レジスターのクロックピンをクロックソースとして指定するには：

create_clock -period 10 -name clk_sys [get_ports clk_sys]
create_generated_clock -name clk_div_2 -divide_by 2 -source \
 [get_pins reg|clk] [get_pins reg|q]

図 -58: クロック・ディバイダー
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図 -59: クロック・ディバイダー
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2.2.5.3.2. クロック・ジッターの例

クロック・マルチプレクサー（mux）の出力は、生成されたクロックの形式です。各入力クロックには、出
力に 1 つの生成クロックが必要です。次の.sdcの例には set_clock_groupsコマンドも含まれ
ており、2 つの生成されたクロックがデザインで同時にアクティブにならないことを示しています。したが
って、Timing Analyzer は、クロック・マルチプレクサーの出力で生成されたクロック間のクロスドメイ
ンパスを分析しません。

図 -60: クロック・マルチプレクサー

clk_b

clk_a mux_out

create_clock -name clock_a -period 10 [get_ports clk_a]
create_clock -name clock_b -period 10 [get_ports clk_b]
create_generated_clock -name clock_a_mux -source [get_ports clk_a] \
    [get_pins clk_mux|mux_out]
create_generated_clock -name clock_b_mux -source [get_ports clk_b] \
    [get_pins clk_mux|mux_out] -add
set_clock_groups -exclusive -group clock_a_mux -group clock_b_mux

2.2.5.4. カスケード接続された PLL クロック

Derive PLL Clocks （ derived_pll_clocks ）制約は、デザイン内の PLL の各出力のクロック
を自動的に作成します。derived_pll_clocksは、現在の PLL 設定を検出し、
create_generated_clockコマンドを呼び出すことにより、すべての PLL の出力に生成されたク
ロックを自動的に作成します。

注意: インテル Arria 10 そして インテル Cyclone 10 GX デバイスのみは、Derive PLL Clocks
（ derive_pll_clocks）制約をサポートします。サポートされている他のすべてのデバイスの場合、
Timing Analyzer は関連する IP にバインドされた制約から PLL クロックを自動的に導出します。

PLL 入力クロックポートのベースクロックを作成する

デザインにトランシーバー、LVDS トランスミッター、または LVDS レシーバーが含まれる場合、
derive_pll_clocksを使用してデザイン内のこのロジックを制約し、それらのブロックのタイミン
グ例外を作成します。

create_clock -period 10.0 -name system_clk [get_ports system_clk]
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create_clockコマンドの後に.sdcファイルに derive_pll_clocksコマンドを含めます。
Timing Analyzer が.sdcファイルを読み取るたびに、各 PLL 出力クロックピンに対して適切な生成
クロックが作成されます。derived_pll_clocksを実行する前に PLL 出力にクロックが存在する
場合、既存のクロックが優先され、その PLL 出力に対して自動生成クロックは作成されません。

以下に、レジスター間パスを使用した単純な PLL デザインを示します。

図 -61: PLL レジスターの簡単なデザイン例
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Timing Analyzer は、derivate_pll_clocksコマンドを使用して PLL を制約すると、次の例の
ようなメッセージを生成します。

例-5: derive_pll_clocks コマンド・メッセージ

Info:
Info: Deriving PLL Clocks:
Info: create_generated_clock -source pll_inst|altpll_component|pll|inclk[0] -
divide_by 2 -name
pll_inst|altpll_component|pll|clk[0] pll_inst|altpll_component|pll|clk[0]
Info:

PLL の入力クロックピンは、-sourceオプションであるノード pll_inst|
altpll_component|pll|inclk[0]です。 PLL の出力クロックの名前は、PLL 出力クロックノ
ード pll_inst|altpll_component|pll|clk[0]です。

PLL がクロック切り替えモードの場合、PLL の出力クロック用に複数のクロックが生成されます。 1 つ
はプライマリー入力クロック（inclk [0]など）用で、もう 1 つはセカンダリー入力クロック（inclk
[1]など）用です。プライマリーおよびセカンダリー出力クロックは同時にアクティブにならないため、こ
れらのクロック専用の排他的クロックグループを作成します。

関連情報
クロックグループの作成（set_clock_groups） (56 ページ)

2.2.5.5. クロックグループの作成（set_clock_groups）

Set Clock Groups（set_clock_groups）制約を使用すると、デザイン内のどのクロックが無関
係であるかを指定できます。デフォルトでは、Timing Analyzer は、共通のベースまたは親クロックを持
つすべてのクロックが関連しており、それらのクロックドメイン間のすべての転送がタイミング解析に有
効であると想定しています。クロックグループをカットすることにより、特定のクロックドメイン間の転送
をタイミング解析から除外できます。

set_clock_groupsコマンドを使用すると、異なるグループの無関係なクロック間のタイミングを
カットできます。Timing Analyzer は関係なく、-exclusiveや-asynchronousグループを指
定するかどうかの同様の分析を行います。 -groupオプションでグループを定義します。Timing
Analyzer は、各グループのクロック間のタイミングパスを除外します。

次の表は、set_clock_groupsの影響を示しています。
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表 15. set_clock_groups -group A

宛先\ソース A B C D

A Analyzed Cut Cut Cut

B Cut Analyzed Analyzed Analyzed

C Cut Analyzed Analyzed Analyzed

D Cut Analyzed Analyzed Analyzed

表 16. set_clock_groups -group {A B}

宛先\ソース A B C D

A Analyzed Analyzed Cut Cut

B Analyzed Analyzed Cut Cut

C Cut Cut Analyzed Analyzed

D Cut Cut Analyzed Analyzed

表 17. set_clock_groups -group A -group B

宛先\ソース A B C D

A Analyzed Cut Cut Cut

B Cut Analyzed Cut Cut

C Cut Cut Analyzed Analyzed

D Cut Cut Analyzed Analyzed

表 18. set_clock_groups -group {A C} -group {B D}

宛先\ソース A B C D

A Analyzed Cut Analyzed Cut

B Cut Analyzed Cut Analyzed

C Analyzed Cut Analyzed Cut

D Cut Analyzed Cut Analyzed

表 19. set_clock_groups -group {A C D}

宛先\ソース A B C D

A Analyzed Cut Analyzed Analyzed

B Cut Analyzed Cut Cut

C Analyzed Cut Analyzed Analyzed

D Analyzed Cut Analyzed Analyzed

関連情報
set_clock_groups コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.5.5.1. 排他的クロックグループ（-exclusive）

-exclusiveオプションを使用して、2 つのクロックが相互に排他的であることを宣言できます。
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同じノードに複数のクロックを定義する場合、-exclusiveオプションを指定したクロックグループの
割り当てを使用して、相互に排他的なクロックを宣言できます。この手法は、多重化クロックに役立ちま
す。

たとえば、100 MHz または 125 MHz クロックでクロックされる入力ポートを考えます。次の図と SDC
制約の例が示すように、 -exclusiveオプションを使用して、クロックが相互に排他的であり、100
MHz クロックと 125 MHz クロック間のクロック転送を排除することを宣言できます。

図 -62: FPGA 内部のクロック・マルチプレクサーとの同期パス
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内部クロック・マルチプレクサーの SDC 制約の例

# Create a clock on each port
create_clock -name clk_100 -period 10 [get_ports clkA]
create_clock -name clk_125 -period 8 [get_ports clkB] 
# Set the two clocks as exclusive clocks
set_clock_groups -exclusive -group {clk_100} -group {clk_125}

図 -63: FPGA 外部のクロック・マルチプレクサーとの同期パス
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外部クロック・マルチプレクサーの SDC 制約の例

# Create two clocks on the port clk
create_clock -name clkA -period 10 [get_ports clk]
create_clock -name clkB -period 8 [get_ports clk] -add
# Set the two clocks as exclusive clocks
set_clock_groups -exclusive -group {clkA} -group {clkB}

2.2.5.5.2. 非同期クロックグループ（-asynchronous）

-asynchronousオプションを使用して、非同期クロックグループを作成します。非同期クロックグル
ープを使用して、異なるレートで実行されているクロック間で FIFO を介してデータを転送するときにタ
イミング関係を解除できます。
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2.2.5.5.3. set_clock_groups 制約のヒント

derived_pll_clocksを使用してクロックを作成する場合、set_clock_groups制約に含め
るすべてのクロック名を決定するのに時間がかかる場合があります。ただし、次の手法を使用すると、すべ
てのクロック名がわからない場合でも、クロック制約の作成をある程度自動化できます。

1. 推奨される初期 SDC 制約 (40 ページ)を含む基本的な.sdcファイルを作成しますが、現時点で
は set_clock_groups制約を省略しています。

2. プロジェクトに.sdcを追加するには、Assignments > Settings > Timing Analyzer を
クリックします。SDC files to include in the project ファイルの下に.sdcファイルを指定
します。

3. Timing Analyzer を開くには、Tools > Timing Analyzer をクリックします。

4. Task ペインで、 Report Clocks をダブルクリックします。Timing Analyzer は.sdcを読み
取り、制約（ derive_pll_clocksを含む）を適用し、すべてのクロックをレポートします。

5. Clocks Summary レポートから、 初の列に表示されるすべてのクロック名をコピーします。この
レポートには、Timing Analyzer で認識できるように正しい形式でクロック名がリストされます。

6. .Sdc ファイルを開き、ファイルにクロック名を貼り付けます（1 行に 1 つのクロック名）。

7. クロック名リストを適切なグループにカットアンドペーストして、set_clock_groupsコマン
ドにフォーマットします。次に、次のテンプレートを.sdcファイルに貼り付けます。

。set_clock_groups -asynchronous -group {\} \ -group {\} \ -group {\} \ -
group {\}

8. クロック名をグループにカットアンドペーストして関係を定義し、必要に応じてグループを追加また
は削除します。グループをフォーマットして、コードを読み出し可能にします。

注
意: 

このコマンドは、1 行で読み出すのが難しい場合があります。 Tcl 行継続文字「\」を使用して、
これをより読みやすくすることができます。 後の文字の後にスペースを置き、行末に「\」文字
を置きます。この文字はエスケープします。エスケープ文字の後にスペースを入れないように
注意してください。そうしないと、スペースが行末文字ではなくエスケープ文字になります。

set_clock_groups -asynchronous \ -group {adc_clk \ the_adc_pll | 
altpll_component_autogenerated | pll | clk [0] \ the_adc_pll | 
altpll_component_autogenerated | pll | clk [1] \ the_adc_pll | 
altpll_component_autogenerated | pll | clk [2] \ c | 
altpll_component_autogenerated | pll | clk [0] \ the_system_pll | 
altpll_component_autogenerated | pll | clk [1] \} \ -group {the_system_pll 
| altpll_component_autogenerated | pll | clk [2] \}

注意: 入力クロックと他の PLL 出力が異なるグループにある間、 後のグループには PLL 出力
system_pll | .. | clk [2]があります。 PLL を使用し、入力クロック周波数が PLL の出力
の周波数に関連していない場合、PLL を非同期で処理する必要があります。通常、PLL のほとんどの出力
は関連し、同じグループに属しますが、これは要件ではありません。

複雑なクロッキングを使用するデザインの場合、クロックグループの作成は反復プロセスになる場合が
あります。たとえば、2 つの DDR3 コアと高速トランシーバーを使用するデザインでは、30 以上のクロッ
クを使用できます。そのような場合、手動で作成したクロックを追加することから始めます。 Timing
Analyzer は、コマンドに表示されないクロックがすべてのクロックに関連していると想定しているた
め、これにより既知のクロックが控えめにグループ化されます。無関係なクロックドメイン間のデザイン
にまだパスがある場合、必要に応じて新しいクロックドメインの追加を開始できます。この場合、IP コア
の.sdcファイル（DDR3 コアが生成する.sdcファイルなど）でカットされているか、または関連するク
ロックドメインのみに接続されているため、set_clock_groups コマンドには多数のクロックが含まれ
ていません。
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多くのデザインでは、コアを制約するために必要なのはそれだけです。このセクションでは詳細に説明し
ていない一般的なコアの制約は次のとおりです。

• デフォルト分析よりも遅い速度で分析のためにレジスター間にマルチサイクルを追加すると、デー
タを読み取ることができる時間が長くなります。たとえば、10 ns のクロック周期には 10 ns のセッ
トアップ関係があります。データがより遅いレートで変化する場合、またはクロックイネーブルによ
りレジスターがより遅いレートで切り替わる場合、セットアップ関係を緩和するマルチサイクルを適
用できます（有効なデータが通過できるようにウィンドウを開く）。これはクロック周期の倍数であ
り、セットアップ関係を 20 ns、40 ns などにし、ホールド関係を 0 ns に保ちます。通常、これらのタ
イプのマルチサイクルをパスに適用します。

• また、タイミングウィンドウをシフトして、データが読み取られるサイクルを進める場合、マルチサイ
クルを使用できます。これは通常、デザインがクロックで小さな位相シフトを実行するときに発生し
ます。たとえば、デザインに PLL を出る 2 つの 10 ns クロックがあり、2 番目のクロックに 0.5 ns
の位相シフトがある場合、メインクロックから位相シフトクロックへのデフォルトのセットアップ関
係は 0.5 ns であり、ホールド関係は- 9.5 ns 0.5 ns のセットアップ関係を満たすことはほぼ不
可能であり、ほとんどの場合、次のウィンドウでデータを転送するつもりです。メインクロックから位
相シフトクロックにマルチサイクルを追加すると、セットアップ関係は 10.5 ns になり、ホールド関
係は 0.5 ns になります。通常、このマルチサイクルをクロック間に適用します。

• create_generated_clockをリップルクロックに追加します。レジスターの出力が別のレジ
スターの clkポートを駆動するとき、それはリップルクロックです。クロックはレジスターを介して
伝搬されないため、正しい解析を行うには、 create_generated_clock制約をすべてのリッ
プルクロックに適用する必要があります。制約のないリップルクロックは、 Report
Unconstrained Paths レポートに表示されるため、簡単に認識できます。一般に、リップルクロ
ックは避けてください。代わりにクロックイネーブルを使用してください。

• create_generated_clockをクロック・マルチプレクサー出力に追加します。このクロック
がないと、すべてのクロックがマルチプレクサを介して伝播し、関連します。 Timing Analyzer は、
1 つのクロック入力がソースレジスターに供給され、他のクロック入力がデスティネーションに供給
される、マルチプレクサから下流のパスを解析します。この動作は有効な場合がありますが、通常、
これは目的の動作ではありません。 mux 出力に create_generated_clock制約を適用
し、mux に入力されるクロックに関連付けることで、これらのクロックを他のクロックと正しくグル
ープ化できます。

2.2.5.6. クロック作用特性の制約

Timing Analyzer で作成するクロックは、ボード効果を考慮しない理想的なクロックです。クロック・レ
イテンシーおよびクロックの不確実性の制約により、クロック効果の特性を考慮することができます。

2.2.5.6.1. クロック遅延の設定（set_clock_latency）

Set Clock Latency （ set_clock_latency ）制約を使用すると、クロックネットワークで追加
の遅延（レイテンシー）を指定できます。この遅延値は、クロック遷移の Rise （ -rise ）または Fall
（ -fall ）を参照して、仮想（または理想）クロックから 長 Late （ -late ）または 短の Early
（ -early ）パスを経由する外部遅延を表します 。

Timing Analyzer は、セットアップ解析の計算時に、データ到着パスに遅いクロック・レイテンシーを使
用し、クロック到着パスに早いクロック・レイテンシーを使用します。 Timing Analyzer は、ホールド解
析のために、データ到着時間に早いクロック・レイテンシーを使用し、クロック到着時間に遅いクロック・
レイテンシーを使用します。
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クロック・レイテンシーには、クロック・ソース・レイテンシーとクロックネットワーク・レイテンシーの 2 つ
の形式があります。ソース・レイテンシーは、クロックの原点からクロック定義ポイント（クロックポートな
ど）までの伝搬遅延です。ネットワーク遅延は、クロック定義ポイントからレジスターのクロックピンまで
の伝播遅延です。レジスターのクロックピンでの合計レイテンシーは、クロックパスのソース・レイテンシ
ーとネットワーク・レイテンシーの合計です。

デザインのクロックポートへのソース・レイテンシーを指定するには、set_clock_latencyコマン
ドを使用します。

注意: Timing Analyzer は、ネットワーク遅延を自動的に計算します。そのため、set_clock_latency
コマンドでのみソースレイテンシーを特性化できます。 -sourceオプションを使用する必要がありま
す。

関連情報
set_clock_latency コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.5.6.2. クロック不確実性

デフォルトでは、Timing Analyzer は理想的で完全なエッジを持つクロックを作成します。ジッターなど
のクロックレベルの影響を模倣するために、これらのクロックエッジに不確実性を追加できます。
Timing Analyzer は適切なセットアップを自動的に計算し、不確実性を保持し、.sdcファイルに
derive_clock_uncertaintyコマンドを含めない場合でも、それらの不確実性をデザインのす
べてのクロック転送に適用します。セットアップとホールドの不確実性は、デザインを正しく制約するため
の重要な部分です。

Timing Analyzer は、適用可能な各パスのデータ所要時間からセットアップの不確実性を差し引き、適
用可能な各パスのデータ所要時間にホールドの不確実性を追加します。これにより、セットアップがわず
かに削減され、各パスのスラックが保持されます。

Timing Analyzer は、クロック間転送の 3 つのタイプ（クロック内転送、クロック間転送、I/O インター
フェイス・クロック転送）の不確実性クロックの影響を考慮します。

• デバイス内でレジスター間転送が行われ、ソースおよびデスティネーション・クロックが同じ PLL 出
力ピンまたはクロックポートから来ると、クロック内転送が発生します。

• クロック間転送は、デバイスのコアでレジスター間転送が行われ、ソースクロックとデスティネーシ
ョン・クロックが異なる PLL 出力ピンまたはクロックポートから送信されるときに発生します。

• I/O インターフェイスのクロック転送は、データが I/O ポートからデバイスのコアに、またはデバイ
スのコアから I/O ポートに転送されるときに発生します。

クロックの不確実性を手動で指定するには、set_clock_uncertaintyコマンドを使用します。セ
ットアップとホールドの不確実性を個別に指定できます。クロックの立ち上がりと立ち下がりの遷移に個
別の値を指定することもできます。derive_clock_uncertaintyコマンドが自動的に適用する
値をオーバーライドできます。

derived_clock_uncertaintyコマンドは、PLL への入力のクロックジッターがターゲットデバ
イスの PLL の入力ジッター仕様内にある場合、PLL クロックジッターを考慮します。 PLL の入力クロッ
クジッターが仕様を超える場合、set_clock_uncertainty -addコマンドで過剰なジッターを
考慮して、PLL 出力クロックに不確実性を追加します。ジッターの仕様については、デバイスのデバイス
ハンドブックを参照してください。
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また、set_clock_uncertainty -addを使用して、ジッターがデバイスのジッター仕様を超えた
ときにボードからのピークツーピークジッターを考慮することもできます。この場合、ジッター値の 1/2
に等しいセットアップとホールドの両方に不確実性を追加します。

set_clock_uncertainty –setup –to <clock name>  \ 
 -setup –add <p2p jitter/2>

set_clock_uncertainty –hold –enable_same_physical_edge –to <clock name> \
 –add <p2p jitter/2>

Timing Analyzer が derive_clock_uncertaintyおよび set_clock_uncertainty
の値を適用する方法には、.sdcファイル内のコマンドとオプションの順序に依存する複雑な優先ルー
ルのセットがあります。以下のヘルプトピックには、これらのルールの完全な説明が含まれています。次
の推奨事項に従うと、これらの優先順位ルールを実装するのが簡単になります。

• クロック転送に独自のクロックの不確かさの値を割り当てるには、.sdcファイルの
derive_clock_uncertaintyコマンドの後に set_clock_uncertainty例外を配
置します。

• set_clock_uncertaintyに-addオプションを使用する場合、指定する値は
derive_clock_uncertaintyの値に加算されます。-addを指定しない場合、指定した値
が derive_clock_uncertaintyの値を置き換えます。

関連情報
• set_clock_uncertainty、 インテル Quartus Prime Help

• derived_clock_uncertainty、 インテル Quartus PrimeHelp

• remove_clock_uncertainty、 インテル Quartus PrimeHelp

2.2.6. I/O 制約の作成

Timing Analyzer は、外部ソースがデザイン内部のレジスターと対話するデザインのセットアップとホ
ールドの関係を確認します。Timing Analyzer は、set_input_delayおよび
set_output_delayコマンドを使用して、入力および出力の外部遅延モデリングをサポートしてい
ます。クロックと、クロックを基準とした 小および 大到着時間を指定できます。

デザインを完全に分析する前に、内部および外部のタイミング要件を指定します。外部タイミング要件が
指定されている場合、Timing Analyzer は I/O インターフェイス、またはデバイスの周辺機器をシステ
ム仕様に対して検証します。

2.2.6.1. 入力制約（set_input_delay）

入力制約により、デバイスに供給されるすべての外部遅延を指定できます。デザインのすべての入力ポー
トの入力要件を指定します。

set_input_delay -clock {clock} -clock_fall -fall -max 20 foo

Set Input Delay （ set_input_delay ）制約を使用して、外部入力遅延要件を指定します。
Clock name （ -clock ）を指定して、仮想クロックまたは実際のクロックを参照します。クロックを
指定すると、Timing Analyzer でクロック間およびクロック内転送のクロックの不確実性を正しく導出
できます。クロックは、入力ポートの起動クロックを定義します。デバイス内のすべてのクロックが定義さ
れているため、Timing Analyzer は入力データをキャプチャーするデバイス内のラッチクロックを自動
的に決定します。
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図 -64: 入力遅延図
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図 -65: 入力遅延計算

input delayMAX  = (cd_extMAX – cd_altrMIN ) + tco_extMAX + ddMAX

input delayMIN  = (cd_extMIN – cd_altrMAX ) + tco_extMIN + ddMIN

デザインがパーティション境界ポートが含まれている場合、入力遅延を割り当てるために
set_input_delayと-blackboxオプションを使用することができます。 -blackboxオプショ
ンは、境界ポートと同じ名前の新しいキーパー・タイミング・ノードを作成します。この新しいノードは、元
の境界ポートを介したタイミングパスの伝搬を許可し、 set_input_delay制約として機能します。
get_keepersコマンドを使用すると、新しいキーパー・タイミング・ノードが表示されます。
remove_input_delay -blackboxを使用して、これらのブラックボックス制約を削除できま
す。

2.2.6.2. 出力制約（set_output_delay）

出力制約は、デザインのすべての出力ポートに対してデバイスからのすべての外部遅延を指定します。

set_output_delay -clock {clock} -clock_fall -rise -max 2 foo

Set Output Delay （ set_output_delay ）制約を使用して、外部出力遅延要件を指定します。
Clock name （ -clock ）を指定して、仮想クロックまたは実際のクロックを参照します。クロックを
指定する場合、クロックは出力ポートのラッチクロックを定義します。デバイス内のすべてのクロックが
定義されているため、Timing Analyzer は出力データを起動するデバイス内の起動クロックを自動的
に決定します。次の図は、仮想クロックを参照する出力遅延の例です。

図 -66: 出力遅延図
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図 -67: 出力遅延計算

output delayMAX  = ddMAX + tsu_ext + (cd_altrMAX – cd_extMIN )
output delayMIN  = (ddMIN – th_ext +(cd_altrMIN – cd_extMAX ))

デザインがパーティション境界ポートが含まれている場合、出力遅延を割り当てるために
set_ouput_delayで-blackboxオプションを使用することができます。 -blackboxオプショ
ンは、境界ポートと同じ名前の新しいキーパー・タイミング・ノードを作成します。この新しいノードは、元
の境界ポートを介したタイミングパスの伝播を許可し、 set_output_delay制約として機能しま
す。get_keepersコマンドを使用すると、新しいキーパー・タイミング・ノードが表示されます。

remove_output_delay -blackboxを使用してブラックボックス制約を削除できます。

関連情報
• set_intput_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

• set_output_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.7. 遅延およびスキュー制約の作成

スキューと遅延を指定して、外部デバイスのタイミングとボードのタイミング・パラメーターをモデル化で
きます。

2.2.7.1. 高度な I/O タイミングとボード・トレース・モデルの遅延

Timing Analyzer は、高度な I/O タイミングとボード・トレース・モデルの制約を使用して、デザインの
I/O バッファー遅延をモデル化できます。

I/O の高度なタイミング設定またはボード・トレース・モデルの割り当てを変更する場合、タイミングを分
析する前にデザインを再コンパイルするか、タイミング・ネットリストを作成するときに-force_dat
オプションを使用して遅延注釈を強制します。

例-6: 遅延注釈の強制

create_timing_netlist -force_dat

2.2.7.2. 最大スキュー（set_max_skew）

Set Max Skew （set_max_skew）制約は、指定したレジスターまたはポートのセット間の 大許
容スキューを指定します。複数のパスにわたってスキューを制約するには、単一の set_max_skew制
約内でそのようなすべてのパスを制約する必要があります。

set_max_skew -from_clock {clock} -to_clock {*} -from foo -to blat 2

set_max_delay、set_min_delay、および set_multicycle_path制約は、
set_max_skewタイミング制約に影響しません。ただし、set_false_pathおよび
set_clock_groups制約は set_max_skew制約に影響します。

Timing Analyzer は、誤ったパスでカットされたパスのスキューを分析せず、クロックが相互に排他的
である場合、2 つのパスのスキューを比較しません。ただし、Timing Analyzer は、クロックが非同期の
スキューパスを分析します。
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表 20. set_max_skew オプション

引数 内容

-h | -help ショート・ヘルプ。

-long_help 使用例と可能な戻り値を提供するロング・ヘルプ。

-fall_from_clock <names> 有効なソースクロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。解析では、クロック
の立ち下がりエッジからのパスのみが考慮されます。

-fall_to_clock <names> 有効な宛先クロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。解析では、クロックの
立ち下がりエッジからのパスのみが考慮されます。

-from <names> (1) 有効なソース（Tcl は文字列パターンに一致する）。

-from_clock <names> 有効なソースクロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。

-get_skew_value_from_clock_period
<src_clock_period|dst_clock_period|
min_clock_period>

スキュー制約をクロック周期の倍数として解釈するオプション。

-rise_from_clock <names> 有効なソースクロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。分析では、クロック
の立ち上がりエッジからのパスのみが考慮されます。

-rise_to_clock <names> 有効な宛先クロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。解析では、クロックの
立ち上がりエッジへのパスのみが考慮されます。

-skew_value_multiplier <multiplier> スキュー要件を計算するためにクロック周期を乗算する値。

-to <names> (1) 有効な宛先（Tcl は文字列パターンに一致する）

-to_clock <names> 有効な宛先クロック（Tcl は文字列パターンに一致する）。

<skew> 必要なスキューの値。

クロック間に 大スキュー制約を適用すると、指定したクロック（-fromオプションで）で駆動されるす
べてのレジスターまたはポートから、指定したクロック（-toオプションで）で駆動するすべてのレジスタ
ーまたはポートに制約が適用されます。

-includeおよび-excludeオプションを使用して、次の 1 つ以上を含めたり除外したりします；レ
ジスター・マイクロ・パラメーター（utsu、uth、utco）、クロック到着時間（ from_clock 、
to_clock ）、クロックの不確実性（ clock_uncertainty ）、共通クロックパスの悲観的削除
（ ccpp ）、入力および出力遅延（ input_delay 、 output_delay ）およびオンダイ・バリエーシ
ョン（ odv ）。

大スキュー解析には、データの到着時間、クロックの到着時間、レジスターのマイクロ・パラメーター、
クロックの不確実性、ダイ上のばらつき、ccpp の除去が含まれます。これらのうち、デフォルトでは、フィ
ッター中に ccpp の削除のみが無効になります。 -includeを使用すると、デフォルトの分析には包含
リストに含まれるものが含まれます。同様に、 -excludeを使用すると、デフォルトの分析では除外リ
ストにあるものが除外されます。 -includeオプションと-excludeオプションの両方で同じパラメ
ーターを指定すると、そのパラメーターは除外されます。

-get_skew_value_from_clock_periodを使用して、スキューを起動クロック周期またはラ
ッチクロック周期の倍数、または 2 つのうち小さい方の周期として設定します。このオプションを使用す
る場合、 -skew_value_multiplierを設定します。位置スキューオプションは設定できません。
複数のクロックがスキューパスのセットをクロックする場合、Timing Analyzer は 小周期のクロック
を使用してスキュー制約を計算します。

(1) -from および-to オプションの有効な値は、デザイン内のクロック、レジスター、ポート、ピン、セルまたはパーティ
ションのコレクションです。
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Report Max Skew（ report_max_skew ）をクリックして、 大スキュー分析を表示します。 2
つ以上のパス間でスキューが発生するため、-from/-from_clockおよび-to/-to_clockフィ
ルターが 2 パス未満を満たす場合、結果は表示されません。

関連情報
report_max_skew コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.7.3. ネット遅延（set_net_delay）

set_net_delayコマンドを使用してネット遅延を設定し、ネット全体で 小または 大のタイミン
グ解析を実行します。

-fromおよび-toオプションには、文字列パターンまたはピン、ポート、レジスター、またはネット・コレ
クションを指定できます。ピンまたはネットコレクションを使用する場合、出力ピンまたはネットをコレク
ションに含めます。

set_net_delay -from reg_a -to reg_c -max 20

表 21. set_net_delay オプション

引数 説明

-h | -help ショート・ヘルプ。

-long_help 使用例と可能な戻り値を提供するロング・ヘルプ。

-from <names> 有効なソースピン、ポート、レジスター、またはネット（Tcl は文字列パタ
ーンに一致する）。

-get_value_from_clock_period
<src_clock_period|dst_clock_period|
min_clock_period|max_clock_period>

ネット遅延制約をクロック周期の倍数として解釈するオプション。

-max 大出力遅延

-min 小出力遅延

-to <names> (2) 有効な宛先ピン、ポート、レジスター、またはネット（Tcl は文字列パター
ンに一致する）。

-value_multiplier <multiplier> ネット遅延要件を計算するためにクロック周期を乗算する値。

<delay> 遅延値。

-minオプションを使用すると、Timing Analyzer はエッジの 小遅延を決定してスラックを計算しま
す。-maxオプションを使用すると、Timing Analyzer は 大エッジ遅延を決定してスラックを計算し
ます。

-get_skew_value_from_clock_periodを使用して、ネット遅延要件を起動クロック周期ま
たはラッチクロック周期の倍数、または 2 つのうちどちらか小さい方または大きい方の周期として設定
します。このオプションを使用する場合、-value_multiplierも設定する必要があり、位置遅延オ
プションを設定しないでください。複数のクロックがネットのセットをクロックする場合、Timing
Analyzer は 小周期のネットを使用して-max制約の制約を計算し、 大周期を-min制約の計算し
ます。ネットのエンドポイントをクロックするクロックがない場合（つまり、ネットのエンドポイントがレジ
スターまたは制約ポートでない場合）、Timing Analyzer はネット遅延制約を無視します。

(2) -to オプションがない場合、または-toがワイルドカード（「*」）文字の場合、タイミング・ネットリストのすべての
出力ピンとレジスターが有効な宛先ポイントになります。
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関連情報
report_net_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.7.4. タイミング・ネットリストの作成

Timing Analyzer がパス遅延データの計算に使用するタイミング・ネットリストを構成またはロードで
きます。

タイミング解析を実行する前に、タイミング・ネットリストを生成する必要があります。Tasks ペインの
Create Timing Netlist ダイアログボックスまたは Create Timing Netlist コマンドを使用で
きます。また、Settings ダイアログボックスの Timing Analyzer ページで Enable Advanced
I/O Timing をオンにすると、Create Timing Netlist は Advanced I/O Timing レポートを生
成します。

注意: Compiler は、コンパイル中にタイミング・ネットリストを作成します。タイミング・ネットリストには、動
的トランシーバーの再構成など、デバイスがユーザーモードに入った後に発生する構成の変更は反映さ
れません。これは、Multiple Reconfiguration Profiles 機能を備えた インテル Arria 10 デバイスの
トランシーバーを除くすべてのデバイスファミリーに適用されます。

次の図は、サンプルデザインのタイミング・ネットリスト・データを Timing Analyzer が解釈および分類
する方法を示しています。

図 -68: タイミング・ネットリストでのシンプルデザインの回路図要素の分割
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2.2.8. 入力タイミング例外

タイミング例外は、特定のデザイン条件を考慮して、デフォルトのタイミング解析動作を変更（または例
外を提供）します。タイミング例外はデフォルトの解析を変更するため、クロックと入出力遅延制約を指
定した後にタイミング例外を指定します。

2.2.8.1. タイミング例外の優先順位

複数のタイミング例外で同じクロックまたはノード名が発生する場合、Timing Analyzer はタイミング
例外の優先順位を次の順序で監視します。
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1. Set False Path （ set_false_path ）が 優先事項です。

2. Set Minimum Delay （ set_min_delay ）および Set Maximum Delay
（ set_max_delay ）は 2 番目の優先順位です。

3. Set Multicycle Path （ set_multicycle_path ）は 3 番目の優先順位です。

フォルス・パス・タイミングの例外が も優先されます。各カテゴリー内で、個々のノードへの割り当ては、
クロックへの割り当てよりも優先されます。同じタイプの例外の場合：

1. -from <node>は 優先です。

2. -to <node>は 2 番目の優先順位です。

3. -thru <node>は 3 番目の優先順位です。

4. -from <clock>4 は番目の優先順位です。

5. -to <clock>は 5 番目の優先順位です。

これらのオプションのアスタリスク・ワイルドカード（*）は、オプションをまったく指定しない場合と同じ優
先順位を適用します。たとえば、-from a -to *は、優先順位に関して-from aと同じように扱わ
れます。

優先順位の例：

1. set_max_delay 1 -from x -to y

2. set_max_delay 2 -from x

3. set_max_delay 3 -to y

初の例外は-fromを指定し（＃3 は指定しない）、 -toを指定する（＃2 は指定しない）ため、 初の
例外は他の 2 つのいずれよりも優先順位が高くなります。 初の例外が存在しない場合、2 番目の例外
は-fromを指定するため、2 番目の例外は 3 番目の例外よりも高い優先順位を持ちます。 後に、追加
の例外の優先順位の残りの順序は順序に依存するため、 後に作成された割り当ては以前の割り当てを
上書きします。

set_net_delayまたは set_max_skew制約は、 小遅延または 大遅延、またはマルチサイク
ルパス制約とは無関係に解析します。

• set_net_delay例外は、同じノード上の set_false_path例外または
set_clock_groups例外の存在に関係なく適用されます。

• set_max_skew例外は、同じノードの set_clock_groups例外に関係なく適用されます
が、 set_false_path例外は set_max_skew例外をオーバーライドします。

2.2.8.2. フォルス・パス（set_false_path）

Set False Path（ set_false_path ）制約を使用すると、テストロジックや回路の動作に関係の
ない他のパスなどのパスをタイミング解析から除外できます。そのパスのソース（ -from ）、共通スルー
要素（ -thru ）、および宛先（ -to ）要素を指定できます。

次の SDC コマンドは、A で始まるすべてのレジスターから B で始まるすべてのレジスターへの偽のパス
例外を作成します。

set_false_path -from [get_pins A *] -to [get_pins B *]

ポイント・ツー・ポイントまたはクロック・ツー・クロック・パスのいずれかをフォールスパスとして指定でき
ます。たとえば、電源投入時の初期化中に 1 回書き込まれたが、状態を再び変更しない静的構成レジス
ターのフォールスパスを指定できます。

2. Timing Analyzer の使用
683243 | 2019.09.30

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: Timing Analyzer フィードバック

68

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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20Timing%20Analyzer%20(683243%202019.09.30)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


スタティック・コンフィギュレーション・レジスターからの信号は多くの場合クロックドメインを横断します
が、一部のデータはクロックドメイン間で転送される可能性があるため、Clock-to-Clock パスへの偽パ
ス例外を作成したくない場合があります。ただし、静的構成レジスターからすべてのエンドポイントへの
false パス例外を選択的に作成できます。

Timing Analyzer は、特に指定しない限り、すべてのクロックが関連していると想定します。クロックグ
ループを使用すると、削除する各クロック転送の間に複数の set_false_path例外を書き込むので
はなく、クロック間のフォールスパス例外をより効率的に作成できます。

関連情報
• クロックグループの作成（set_clock_groups） (56 ページ)

• set_false_path コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.8.3. 最小および最大遅延

パスの絶対 小遅延または 大遅延を指定するには、それぞれ Set Minimum Delay
（set_min_delay）または Set Maximum Delay （set_max_delay）制約を使用します。
小遅延と 大遅延を指定すると、既存のセットアップとホールドの関係が 小値と 大値で直接上書き
されます。

デザインに特定のクロック関係はないが、 小および 大パス遅延が必要な非同期信号には、
set_max_delayおよび set_min_delay制約を使用します。パスのレジスターステージなしで、
デバイスを通るポート間パスの 小および 大遅延例外を作成できます。 小遅延例外と 大遅延例外
を使用してパス遅延を制約する場合、パスの 小遅延と 大遅延の両方を指定します。 小値または
大値のみを制約しないでください。

ソースノードまたはデスティネーション・ノードにクロックが供給されている場合、Timing Analyzer は
クロックパスを考慮して、データパスの遅延を増減させます。送信元または宛先ノードに入力または出力
遅延がある場合、 小または 大遅延チェックにはその遅延も含まれます。

タイミングノード間の 小または 大遅延を指定した場合、遅延は 2 つのノード間のパスにのみ適用さ
れます。クロックの 小または 大遅延を指定すると、遅延がクロックがソースノードまたはデスティネ
ーション・ノードをクロックするすべてのパスに適用されます。

出力遅延制約のない出力ポートに対して、 小または 大遅延例外を作成できます。出力ポートに関連
するパスのタイミングを報告することはできません。ただし、Timing Analyzer はセットアップサマリお
よびホールドサマリレポートでパスのスラックを報告します。出力ポートに関連するクロックがないた
め、Timing Analyzer は出力ポートのタイミングパスのクロックをレポートしません。

注意: 小および 大遅延制約のある出力パスのクロックフィルターでタイミングをレポートするには、出力
ポートの出力遅延をゼロの値に設定できます。クロックリファレンスとして、デザインの既存のクロックま
たは仮想クロックを使用できます。

関連情報
• set_max_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

• set_min_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.8.4. マルチサイクル･パス

デフォルトでは、Timing Analyzer はシングルサイクル分析を実行します。これは も制限的な分析で
す。マルチサイクル制約なしでパスを解析する場合、Timing Analyzer はそれぞれの波形で も近い 2
つのアクティブエッジを識別することにより、セットアップの起動時間とラッチエッジ時間を決定します。
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図 -69: デフォルトのセットアップとホールのド関係（マルチサイクル無）
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ホールドタイム解析では、Timing Analyzer は、 悪のセットアップ関係だけでなく、考えられるすべて
のセットアップ関係の 2 つのタイミング条件のパスを分析します。したがって、ホールドの起動とラッチ
の時間は、セットアップの起動とラッチのエッジとは無関係です。

マルチサイクル制約は、ソース（ -start ）またはデスティネーション（ -end ）クロックに基づいて、
指定したクロックサイクル数でこのデフォルトのセットアップまたはホールド関係を調整します。 2 のセ
ットアップマルチサイクル制約は、ワーストケースのセットアップラッチエッジを 1 宛先クロック周期だ
け延長します。 -startおよび-end値を指定しない場合、デフォルトの制約は-endです。

図 -70: マルチサイクル= 2 のセットアップとホールドの関係

0 ns 10 ns 20 ns 30 ns Setup = 2
Hold = 1

Setup = 20 ns
Hold = 0 ns

ホールドマルチサイクル制約は、デフォルトのホールド位置から派生します（デフォルト値は 0 である）。
エンドホールドマルチサイクル制約が 1 の場合、デフォルトのホールドラッチエッジから 1 つのデスティ
ネーション・クロック周期が実質的に減算されます。

オブジェクトがタイミングノードの場合、マルチサイクル制約は 2 つのノード間のパスにのみ適用され
ます。オブジェクトがクロックの場合、マルチサイクル制約は、ソースノード（ -from ）またはデスティネ
ーション・ノード（ -to ）がクロックによってクロックされるすべてのパスに適用されます。マルチサイク
ル制約でセットアップ関係を調整すると、ホールド関係が自動的に調整されます。

タイミング制約を使用して、Timing Analyzer がセットアップ関係またはホールド関係を決定するため
に使用する起動またはラッチエッジ時間を変更できます。

表 22. マルチサイクルの制約

コマンド 変形

set_multicycle_path -setup -end <value> セットアップ関係のラッチエッジ時間。

set_multicycle_path -setup -start<value> セットアップ関係の起動エッジ時間。

set_multicycle_path -hold -end <value> ホールド関係のラッチエッジ時間。

set_multicycle_path -hold -start <value> ホールド関係の開始エッジ時間。

2.2.8.4.1. 一般的なマルチサイクルのアプリケーション

マルチサイクル例外は、レジスター間パスのタイミング要件を調整し、フィッターがデザインを 適に配
置および配線できるようにします。 2 つの一般的なマルチサイクルのアプリケーションは、セットアップ
を緩和してデータ転送速度を遅くし、位相シフトを考慮してセットアップを変更します。
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2.2.8.4.2. マルチサイクルによるリラックスしたセットアップ（set_multicyle_path）

データ転送速度がクロックサイクルよりも遅い場合、マルチサイクル例外を使用できます。セットアップ
関係を緩和すると、タイミング解析が有効なデータを受け入れるときにウィンドウが増加します。

次の例では、ソースクロックの周期は 10 ns ですが、クロックはレジスターのグループをイネーブルする
ため、レジスターは 1 サイクルおきにのみイネーブルなります。レジスターには 10 ns クロックが供給さ
れるため、Timing Analyzer は 10 ns のセットアップと 0 ns のホールドを報告します。ただし、データ
は 1 サイクルおきに転送されるため、Timing Analyzer はクロックが 20 ns で動作しているかのよう
に関係を分析する必要があります。その結果、セットアップは 20 ns になりますが、ホールドは 0 ns の
ままであるため、データ認識のウィンドウが拡張されます。

次のマルチサイクル割り当てのペアは、N の-setup値と N-1 として-hold値を指定することにより、
セットアップ関係を緩和します。肯定的な保持要件を回避するには、-hold割り当てを使用して保持関
係を指定する必要があります。

セットアップを緩和してホールドを維持するための制約

set_multicycle_path -setup -from src_reg * -to dst_reg * 2 set_multicycle_path -
hold -from src_reg * -to dst_reg * 1

図 -71: マルチサイクル・セットアップ関係

0 ns 10 ns 20 ns 30 ns

0 ns 10 ns 20 ns 30 ns

0 ns 10 ns 20 ns 30 ns

No Multicycles
(Default Relationship)

Setup = 10 ns
Hold = 0 ns

Setup = 2
Hold = 1

Setup = 20 ns
Hold = 0 ns

Setup = 3
Hold = 2

Setup = 30 ns
Hold = 0 ns

このパターンを拡張して、より大きなセットアップ関係を作成し、タイミングクロージャ要件を緩和でき
ます。この例外の一般的な使用法は、I/O インターフェイスを介して非同期 RAM に書き込む場合です。
アドレス、データ、書き込みイネーブル間の遅延は数サイクルになる場合があります。 I/O ポートのマル
チサイクル例外により、有効化が発生する前にアドレスとデータを解決するための余分な時間が許可さ
れます。

次の制約により、セットアップが 3 サイクル緩和されます。
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3 サイクル I/O インターフェイスの制約

set_multicycle_path -setup -to [get_ports {SRAM_ADD [*] SRAM_DATA [*]} 3 
set_multicycle_path -hold -to [get_ports {SRAM_ADD [*] SRAM_DATA [*]} 2

2.2.8.4.3. 位相シフトの説明（-phase）

次の例のデザインには、位相シフトが発生していないドメインとデータを交換するドメインのクロックで
位相シフトを実行する PLL が含まれています。これは、デスティネーション・クロックが順方向に位相シ
フトし、ソースクロックがシフトしない場合に発生します。デフォルトのセットアップ関係はその位相シフ
トになり、データが有効なときにウィンドウをシフトします。

たとえば、次のコードは、PLL の 1 つの出力を少量（この場合は 0.2 ns）だけ位相シフトします。

クロスドメイン位相シフト

create_generated_clock -source pll | inclk [0] -name pll | clk [0] pll | clk 
[0] create_generated_clock -source pll | inclk [0] -name pll | clk [1] -phase 
30 pll | clk [1]

この位相シフトのデフォルトのセットアップ関係は、図 A に示すように 0.2 ns であり、ホールド関係が
負のシナリオを作成するため、タイミングクロージャを達成することはほぼ不可能です。

図 -72: 位相シフトセットアップおよびホールド

-10 ns 0 ns 10 ns 20 ns

-10 ns 0 ns 10 ns 20 ns

No Multicycles
(Default Relationship)

Setup = 0.2 ns
Hold = -9.8 ns

Setup = 2

Setup = 10.2 ns
Hold = 0.2 ns

次の制約により、データを次のエッジに転送できます。

set_multicycle_path -setup -from [get_clocks clk_a] -to [get_clocks clk_b] 2

ホールド関係はセットアップ関係から派生するため、マルチサイクルのホールド制約は不要です。

関連情報
• デスティネーション・クロックオフセット付きの同じ周波数クロック (81 ページ)

• set_multicycle_path コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.8.5. マルチサイクル例外の例

このセクションの例は、マルチサイクル例外が Timing Analyzer のデフォルトのセットアップおよびホ
ールド解析にどのように影響するかを示しています。マルチサイクル例外は、単純なレジスター間回路に
適用されます。ソースクロックとデスティネーション・クロックの両方が 10 ns に設定されています。
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2.2.8.5.1. デフォルトのマルチサイクル分析

デフォルトでは、Timing Analyzer はシングルサイクル分析を実行して、セットアップおよびホールド
チェックを決定します。また、デフォルトでは、Timing Analyzer は終了マルチサイクル・セットアップ割
り当て値を 1 に設定し、終了マルチサイクル・ホールド割り当て値をゼロに設定します。

ソースレジスターおよびデスティネーション・レジスターのソースおよびデスティネーション・タイミング
波形。それぞれ HC1 および HC2 はホールドチェック 1 および 2 で、SC はセットアップチェックです。

図 -73: デフォルトのタイミング図
-10 0 10 20

Current Launch

Current Latch

0 1 2

HC1 HC2SC

REG1.CLK

REG2.CLK

図 -74: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =  10 ns – 0 ns
   =  10 ns

デフォルトのシングルサイクル分析との も制限的なセットアップ関係、つまり、1 つのマルチサイクル・
セットアップの 終割り当てとのセットアップ関係は 10 ns です。

起動エッジとラッチエッジが強調表示された Timing Analyzer のデフォルト・セットアップのセットア
ップレポート。
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図 -75: セットアップレポート

図 -76: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   =   0 ns – 0 ns
   =   0 ns
 
hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   10 ns – 10 ns
   =   0 ns

デフォルトのシングルサイクル解析との も制限的なホールド関係、つまりゼロのマルチサイクル終了
ホールド割り当てとのホールド関係は 0 ns です。

起動エッジとラッチエッジが強調表示された Timing Analyzer のデフォルト・セットアップのホールド
レポート。
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図 -77: ホールドレポート

2.2.8.5.2. End Multicycle Setup = 2 および End Multicycle Hold = 0

この例では、マルチサイクル終了セットアップ割り当て値は 2 で、マルチサイクル・ホールド割り当て終
了値はゼロです。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
 -setup -end 2
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注意: デフォルトの終了マルチサイクル・ホールド値はゼロであるため、Timing Analyzer は終了マルチサイ
クル・ホールド値を必要としません。

この例では、ラッチエッジを次のラッチエッジに移動することにより、セットアップの関係が完全なクロッ
ク周期で緩和されます。ホールド分析はデフォルト設定から変更されません。

以下に、Timing Analyzer が実行する解析のセットアップタイミング図を示します。ラッチエッジは、デ
フォルトのシングルサイクル解析よりもクロックサイクル遅れています。

図 -78: セットアップのタイミング図
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図 -79: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   20 ns – 0 ns
   =   20 ns

2 の終了マルチサイクル・セットアップ割り当てで も制限の厳しいセットアップ関係は 20 ns です。

以下は、Timing Analyzer のセットアップレポートを示し、起動エッジとラッチエッジを強調していま
す。
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図 -80: セットアップレポート

マルチサイクル・ホールド・ラッチとラウンチエッジはデフォルト設定でのホールド解析の結果と同じであ
るため、この例のマルチサイクル・ホールド解析はシングルサイクルホールド解析と同等です。保留チェ
ックは、セットアップチェックに関連しています。通常、Timing Analyzer は、 も制限の厳しいセットア
ップ・チェック・エッジだけでなく、可能なすべてのセットアップチェックでホールドチェックを実行します。

図 -81: デコーダのタイミング図
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図 -82: ホールドチェック計算

hold check 1    =  current launch edge – previous latch edge
   =  0 ns – 10 ns
   =  –10 ns

hold check 2    =  next launch edge – current latch edge
   =  10 ns – 20 ns
   =  –10 ns
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これは、マルチサイクル終了セットアップ割り当て値が 2 で、ゼロのマルチサイクル終了ホールド割り当
て値が 10 ns である も制限的なホールド関係です。

図 -83: ホールドレポート

2.2.8.5.3. End Multicycle Setup = 2 および End Multicycle Hold = 1

この例では、マルチサイクル終了セットアップ割り当て値は 2 で、マルチサイクル・ホールド割り当て終
了値は 1 です。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
    -setup -end 2
set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] -hold -
end 1

この例では、ラッチのエッジを左の 2 クロック周期に移動することにより、セットアップ関係が 2 クロッ
ク周期緩和されます。ホールド関係は、ラッチエッジを前のラッチエッジに移動することにより、完全な期
間緩和します。

Timing Analyzer が実行する解析のセットアップタイミング図を以下に示します。
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図 -84: セットアップのタイミング図
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図 -85: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   20 ns – 0 ns
   =   20 ns

終了マルチサイクル・セットアップ割り当て値が 2 である も制限的なホールド関係は 20 ns です。

以下は、Timing Analyzer でのこの例のセットアップレポートを示し、起動エッジとラッチエッジを強調
しています。

図 -86: セットアップレポート

以下に、この例のホールドチェックのタイミング図を示します。保留チェックは、セットアップチェックに
関連しています。
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図 -87: ホールドのタイミング図
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図 -88: ホールドチェック計算

hold check 1 =  current launch edge – previous latch edge 
   =  0 ns – 0 ns
   =  0 ns

hold check 2 =  next launch edge – current latch edge 
   =  10 ns – 10 ns
   =  0 ns

2 のマルチサイクル終了セットアップ割り当て値と 1 のマルチサイクル終了ホールド割り当て値との
も制限的なホールド関係は 0 ns です。

以下は、Timing Analyzer でのこの例のホールドレポートを示し、起動エッジとラッチエッジを強調し
ています。

図 -89: ホールドレポート
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2.2.8.5.4. デスティネーション・クロックオフセット付きの同じ周波数クロック

この例では、ソースクロックとデスティネーション・クロックの周波数は同じですが、デスティネーション・
クロックは正の位相シフトでオフセットされています。ソースクロックとデスティネーション・クロックの
両方の周期は 10 ns です。デスティネーション・クロックには、ソースクロックに対して 2 ns の正の位相
シフトがあります。

次の例は、同じ周波数クロックとデスティネーション・クロックオフセットを使用したデザインを示してい
ます。

図 -90: デスティネーション・クロックオフセット図と同じ周波数クロック
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が実行するデフォルトのセットアップチェック分析を示してい
ます。

図 -91: セットアップのタイミング図
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図 -92: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   2 ns – 0 ns
   =   2 ns

示されているセットアップ関係は悲観的すぎて、典型的なデザインに必要なセットアップ関係ではあり
ません。デフォルトの分析を調整するには、2 の終了マルチサイクル・セットアップ例外を割り当てます。
以下は、デフォルト分析を調整するマルチサイクル例外を示しています。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
     -setup -end 2
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次のタイミング図は、この例の推奨セットアップ関係を示しています。

図 -93: 優先セットアップ関係
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が終了マルチサイクル・セットアップ値 2 で実行するデフォル
トのホールドチェック解析を示しています。

図 -94: クロック・ホールド・チェック
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図 -95: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   =   0 ns – 2 ns
   =   –2 ns

hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   10 ns – 12 ns
   =   –2 ns

この例では、デフォルトのホールド解析により優先ホールド要件が返され、マルチサイクルのホールド例
外は不要です。
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位相シフトが–2 ns の場合、関連するセットアップおよびホールド解析。この例では、2 ns の負の位相
シフトに対してデフォルトのホールド解析が適切であり、マルチサイクル例外は必要ありません。

図 -96: 負の位相シフト
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2.2.8.5.5. デスティネーション・クロックの周波数がソースクロック周波数の倍数である場合

この例では、5 ns のデスティネーション・クロック周波数値は、10 ns のソースクロック周波数の整数倍
です。 PLL が両方のクロックを生成し、デスティネーション・クロックに位相シフトがある場合、デスティ
ネーション・クロック周波数はソースクロック周波数の整数倍にすることができます。

次の例は、デスティネーション・クロック周波数がソースクロック周波数の倍数であるデザインを示して
います。

図 -97: デスティネーション・クロックがソースクロックの倍数である回路図
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が実行するデフォルトのセットアップチェック分析を示してい
ます。
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図 -98: セットアップのタイミング図
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図 -99: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   5 ns – 0 ns
   =   5 ns

セットアップ関係は、エッジ 2 でデータをキャプチャーする必要があることを示しています。したがって、
セットアップ要件を緩和できます。デフォルトの分析を修正するには、2 のマルチサイクル終了セットア
ップ例外を使用して、ラッチエッジを 1 クロック周期シフトします。次のマルチサイクル例外の割り当て
は、この例のデフォルト分析を調整します。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
     -setup -end 2

次のタイミング図は、この例の推奨セットアップ関係を示しています。

図 -100: 優先セットアップ分析
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が 2 のマルチサイクル終了セットアップ値で実行するデフォル
トのホールドチェック解析を示しています。
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図 -101: クロック・ホールド・チェック
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図 -102: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   =   0 ns – 5 ns
   =   –5 ns

hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   10 ns – 10 ns
   =   0 ns

この例では、保留チェック 1 の制限が厳しすぎます。データは、0 ns のエッジによって起動され、0 ns の
前のラッチエッジによってキャプチャーされたデータに対してチェックする必要があります。これは、ホー
ルドチェック 1 では発生しません。デフォルトの分析を修正するには、1 つの終了マルチサイクル・ホール
ド例外を使用する必要があります。

2.2.8.5.6. デスティネーション・クロックの周波数がオフセットを持つソースクロック周波数の倍数である場合

この例は、前の 2 つの例を組み合わせたものです。デスティネーション・クロック周波数はソースクロック
周波数の整数倍であり、デスティネーション・クロックには正の位相シフトがあります。デスティネーショ
ン・クロック周波数は 5 ns、ソースクロック周波数は 10 ns です。また、デスティネーション・クロックに
は、ソースクロックに対して 2 ns の正のオフセットがあります。デスティネーション・クロック周波数は、
ソースクロック周波数の整数倍にすることができます。 PLL が両方のクロックを生成し、デスティネーシ
ョン・クロックに位相シフトがある場合、デスティネーション・クロック周波数にオフセットを設定できま
す。

次の例は、デスティネーション・クロック周波数がソースクロック周波数の倍数でオフセットのあるデザ
インを示しています。

図 -103: デスティネーション・クロックがオフセット付きソースクロックの倍数である回路図
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Timing Analyzer が実行するデフォルトのセットアップチェック解析のタイミング図。

図 -104: セットアップのタイミング図
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図 -105: ホールドチェック計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   2 ns – 0 ns
   =   2 ns

この例のセットアップ関係は、データがエッジ 1 でのキャプチャーを必要とせず、エッジ 2 でのキャプチ
ャーを必要とすることを示しています。したがって、セットアップ要件を緩和できます。デフォルトの分析を
調整するには、ラッチエッジを 1 クロック周期だけシフトし、3 のマルチサイクル終了セットアップ例外
を指定します。

マルチサイクル例外は、この例のデフォルト分析を調整します。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
     -setup -end 3

この例の優先セットアップ関係のタイミング図。

図 -106: 優先セットアップ分析
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次のタイミング図は、3 の終了マルチサイクル・セットアップ値で Timing Analyzer が実行するデフォ
ルトのホールドチェック解析を示しています。

図 -107: クロック・ホールド・チェック
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図 -108: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   =   0 ns – 5 ns
   =   –5 ns

hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   10 ns – 10 ns
   =   0 ns

この例では、保留チェック 1 は制限が強すぎます。データは、0 ns のエッジによって起動され、2 ns の前
のラッチエッジがキャプチャーするデータと照合する必要があります。このイベントは、ホールドチェック
1 では発生しません。デフォルトの分析を調整するには、1 つの終了マルチサイクル・ホールド例外を割り
当てます。

2.2.8.5.7. ソースクロックの周波数がデスティネーション・クロックの周波数の倍数である場合

この例では、5 ns のソースクロック周波数値は、10 ns のデスティネーション・クロック周波数の整数倍
です。 PLL が両方のクロックを生成し、異なる逓倍係数と分周係数を使用する場合、ソースクロック周波
数はデスティネーション・クロック周波数の整数倍にすることができます。

次の例では、ソースクロック周波数はデスティネーション・クロック周波数の倍数です。

図 -109: ソースクロックの周波数がデスティネーション・クロックの周波数の倍数である場合
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が実行するデフォルトのセットアップチェック分析を示してい
ます。

図 -110: デフォルトのセットアップ・チェック解析
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図 -111: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   10 ns – 5 ns
   =   5 ns

セットアップ関係は、エッジ 1 で起動されたデータはキャプチャーを必要とせず、エッジ 2 で起動された
データはキャプチャーを必要とすることを示しています。したがって、セットアップ要件を緩和できます。
デフォルトの分析を修正するには、開始マルチサイクル・セットアップ例外 2 で起動クロックを 1 クロッ
ク周期シフトします。

次のマルチサイクル例外は、この例のデフォルト分析を調整します。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
     -setup -start 2

次のタイミング図は、この例の推奨セットアップ関係を示しています。

2. Timing Analyzer の使用
683243 | 2019.09.30

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: Timing Analyzer フィードバック

88

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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20Timing%20Analyzer%20(683243%202019.09.30)%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 -112: 優先セットアップ・チェックの分析
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次のタイミング図は、マルチサイクル開始設定値 2 に対して Timing Analyzer が実行するデフォルト
のホールドチェック解析を示しています。

図 -113: クロック・ホールド・チェック
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図 -114: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   =   0 ns – 0 ns
   =   0 ns

hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   5 ns – 10 ns
   =   –5 ns

この例では、ホールドチェック 2 は制限が強すぎます。データは次に 10 ns のエッジで起動され、10 ns
の現在のラッチエッジでキャプチャーされたデータに対してチェックする必要があります。これはホール
ドチェック 2 では発生しません。デフォルトの分析を修正するには、1 のマルチサイクル開始ホールド例
外を使用します。
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2.2.8.5.8. ソースクロックの周波数がオフセットを持つデスティネーション・クロックの周波数の倍数である場合

この例では、ソースクロック周波数はデスティネーション・クロック周波数の整数倍であり、デスティネー
ション・クロックには正の位相オフセットがあります。ソースクロック周波数は 5 ns、デスティネーショ
ン・クロック周波数は 10 ns です。また、デスティネーション・クロックには、ソースクロックに対して 2
ns の正のオフセットがあります。 PLL が異なる逓倍で両方のクロックを生成する場合、ソースクロック
周波数は、オフセットを含むデスティネーション・クロック周波数の整数倍にすることができます。

図 -115: ソースクロックの周波数がオフセットを持つデスティネーション・クロックの周波数の倍数である場合
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次のタイミング図は、Timing Analyzer が実行するデフォルトのセットアップチェック分析を示してい
ます。

図 -116: セットアップのタイミング図
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図 -117: セットアップ・チェックの計算

setup check =   current latch edge – closest previous launch edge
   =   12 ns – 10 ns
   =   2 ns

この例のセットアップ関係は、データがエッジ 1 で起動されず、エッジ 3 で起動されるデータをキャプチ
ャーする必要があることを示しています。したがって、セットアップ要件を緩和できます。デフォルトの分
析を修正するには、3 のマルチサイクル開始セットアップ例外を使用して、起動エッジを 2 クロック周期
シフトします。

次のマルチサイクル例外は、この例のデフォルト分析を調整します。

マルチサイクル制約

set_multicycle_path -from [get_clocks clk_src] -to [get_clocks clk_dst] \
     -setup -start 3
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次のタイミング図は、この例の推奨セットアップ関係を示しています。

図 -118: 優先セットアップ分析
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次のタイミング図は、3 のマルチサイクル開始設定値に対して Timing Analyzer が実行するデフォル
トのホールドチェック解析を示しています。

図 -119: クロック・ホールド・チェック
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Timing Analyzer は次の計算を実行して、ホールドチェックを決定します。

図 -120: ホールドチェック計算

hold check 1 =   current launch edge – previous latch edge
   = 0 ns – 2 ns
   =   –2 ns

hold check 2 =   next launch edge – current latch edge
   =   5 ns – 12 ns
   =   –7 ns
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この例では、ホールドチェック 2 は制限が強すぎます。データは次に 10 ns のエッジによって起動され、
12 ns の現在のラッチエッジによってキャプチャーされたデータと照合する必要があります。これはホー
ルドチェック 2 では発生しません。デフォルトの分析を修正するには、1 のマルチサイクル・ホールド例外
を指定する必要があります。

2.2.8.6. 遅延注釈の強制

タイミング解析中に使用されるデフォルトの遅延値を変更するには、set_annotated_delayおよ
び set_timing_derateコマンドを使用します。これらのコマンドを適用するには、タイミング・ネ
ットリストを更新する必要があります。

異なる動作条件を指定する複数の.sdcファイルではなく、単一の.sdcファイルで異なる動作条件を
指定するには、 set_annotated_delay -operating_conditionsコマンドを使用しま
す。

関連情報
• set_timing_derate コマンド、 インテル Quartus Prime Help

• set_annotated_delay コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.2.8.7. デザイン・パーティション・ポートの制約

クロック定義と SDC 例外を割り当てて、パーティション・ポートをデザインできます。ブロックベースのデ
ザインおよびパーシャル・リコンフィギュレーションのデザインフローでは、デザイン・パーティションを使
用する必要があります。

Compiler は、タイミング・ネットリストのデザイン・パーティション・ポートを、Compiler が 適化できな
い永続的な名前を持つ組み合わせノードとして表します。これらのポートは、SDC 制約のクロックソース
またはスルーポイントとして安全に参照できます。report_pathコマンドで-toおよび-fromポ
イントとしてデザイン・パーティション・ポート名を使用することもできます。

partition_aのポートの名前が clk_divideの場合、SDC 制約は次のとおりです。

create_generated_clock –source clock -divide_by 2 \
     top|partition_a|clk_divide

partition_b上の一連のポートの名前が data_input [0..7]の場合 、SDC 制約は次のとお
りです。

set_multicycle_path –from top|partition_a|data_reg* \
     -through top|partition_b|data_input* 2

複数の-through句を使用できます。これにより、あるデザイン・パーティションの出力ポートと、別の
ダウンストリームデザイン・パーティションの入力ポートを通るパスを指定できます。

パーティション・ポートに制約を追加するには：

1. デザイン・パーティションを含むデザインで Analysis＆Synthesis を実行するか、完全なコンパイ
ルを実行します。

2. 対象のパーティション・ポートを開いて見つけるには、Tools > Netlist Viewers > RTL
Viewer をクリックします。

3. RTL Viewer と同じ名前を使用して、プロジェクトの.sdcファイルにクロックおよびその他の
SDC 制約を追加します。ワイルドカードを使用して、複数のポートを参照できます。

4. デザインを再コンパイルして、新しい定義と制約を適用します。
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この手法は、ブロックベースのフローと PR フローのほかに、FPGA を使用した ASIC のエミュレー
ションにも役立ちます。このタイプのデザインでは、クロック・ネットワークは多くの場合、パーティシ
ョンの複数の階層にまたがっています。Intel FPGA でこの回路を簡単にエミュレートできないた
め、通常、設計者はネットリストからクロック分周回路を削除します。このようなクロックネットワー
クの場合、この手法を使用すると、回路が削除されている場所で異なるバージョンのクロック信号を
定義できます。

パーティションを戦略的にデザインおよび配置してから、これらのパーティションに適切なポートを
定義する必要があります。ポートとパーティションが、特別な回路を含むクロックネットワークの一
部と一致することを確認してください。エミュレートされた ASIC ネットリストを手動で編集して、適
切なクロック定義とクロック関係に注釈を付けることができます。また、パス上の任意の位置に制約
付きタイミングまたは定義されたクロックソースが必要なプロジェクトで、この手法を使用できま
す。

関連情報
• 出力制約（set_output_delay） (63 ページ)

• インテル Quartus Prime Pro Edition ユーザーガイド：パーシャル・リコンフィギュレーション

• 入力制約（set_input_delay） (62 ページ)

• インテル Quartus Prime Pro Edition ユーザーガイド：ブロックベースのデザイン

2.2.9. フィッターの過剰制約の使用

Fitter の過剰制約は、モデリングの不正確さ、誤相関、またはロジック 適化におけるその他の欠陥を克
服するために調整するタイミング制約です。特定のパスのタイミングをより積極的に 適化するために、
Fitter でセットアップを過剰に制約し、パスを保持することができます。

インテル Stratix 10 デザインの過剰制約

インテル Stratix 10 デバイスでのためにデザインするとき、Fitter の過剰制約を使用して特定のノード
をターゲットにして、Compiler がこれらのパスをリタイミングおよび 適化するのを防ぐことができま
す（ノードには複数のタイミング要件があり、Compiler は「タッチしない」として扱います）。制約が特定
のノードをターゲットにしている場合、is_post_route Tcl 関数を使用します。この機能により、
Fitter のモジュール（Plan、Place、Route）に過剰な制約を適用し、スラックを調整しながら、配線後のリ
タイミングを許可し、サインオフタイミング解析に影響を与えません。

# Example Fitter overconstraint targeting specific nodes (allows for post-route 
retiming)
if { ! [is_post_route]} {
  set_max_delay -from ${my_src_regs} -to ${my_dst_regs} 1ns
}

注意: is_post_route関数は包括的です。関数を除外するには、否定構文（ ！ ）を使用します。

他のすべてのデバイスファミリをターゲットとするデザインの過剰制約

現在の実行可能ファイルの名前（ quartus_fitまたは quartus_staのいずれか）をチェックす
る Fitter オーバー制約を割り当てて、Fitter 適化およびサインオフタイミング解析にさまざまな制約
を適用できます。

set fit_flow 0
if { $::TimingAnalyzerInfo(nameofexecutable) == "quartus_fit" } {
   set fit_flow 1
}
if {$fit_flow} {
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  # Example Fitter overconstraint targeting specific nodes (restricts retiming)
  set_max_delay -from ${my_src_regs} -to ${my_dst_regs} 1ns
}

2.2.10. 回路例と SDC ファイル

次の回路と対応する.sdcファイルは、2 つのクロック、位相ロックループ（PLL）、およびその他の一般
的な同期デザイン要素を含むデザインの制約を示しています。

図 -121: デュアルクロックデザインの制約の例

data1

data2

clk1

clk2

inst

inst1

inst2lpm_add_sub0 myfifo

altpll0

dataout

.sdcファイルには、回路例の基本的な制約が含まれています。

例-7: 基本的な.sdc 制約の例

# Create clock constraints
create_clock -name clockone -period 10.000 [get_ports {clk1}]
create_clock -name clocktwo -period 10.000 [get_ports {clk2}]
# Create virtual clocks for input and output delay constraints
create clock -name clockone_ext -period 10.000
create clock -name clocktwo_ext -period 10.000
derive_pll_clocks
# derive clock uncertainty
derive_clock_uncertainty
# Specify that clockone and clocktwo are unrelated by assigning
# them to separate asynchronous groups
set_clock_groups \    
  -asynchronous \
  -group {clockone} \    
  -group {clocktwo altpll0|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}         
# set input and output delays
set_input_delay -clock { clockone_ext } -max 4 [get_ports {data1}]\
     set_input_delay -clock { clockone_ext } -min -1 [get_ports {data1}]
set_input_delay -clock { clockone_ext } -max 4 [get_ports {data2}]\
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     set_input_delay -clock { clockone_ext } -min -1 [get_ports {data2}]
set_output_delay -clock { clocktwo_ext } -max 6 [get_ports {dataout}]
set_output_delay -clock { clocktwo_ext } -min -3 [get_ports {dataout}]

.Sdcファイルには、ほとんどのデザインに通常含める次の基本的な制約が含まれています。
ファイルには、ほとんどのデザインに通常含める次の基本的な制約が含まれています。

• 基本クロックとしての clockoneおよび clocktwoの定義、およびデザイン内のノードへのこ
れらの制約の割り当て。

• 仮想クロックとしての clockone_extおよび clocktwo_extの定義は、FPGA とインターフ
ェイスする外部デバイスを駆動するクロックを表します。

• PLL 出力で生成されたクロックの自動派生。

• クロックの不確実性の導出。

• 2 つのクロックグループの指定。 初のグループには clockoneとその関連クロックが含まれ、2
番目のグループには clocktwoとその関連クロックが含まれ、3 番目のグループには PLL の出
力が含まれます。この仕様は、相互に関連するデザイン内のすべてのクロックのデフォルト解析をオ
ーバーライドします。

• デザインの入力および出力遅延の仕様。

関連情報
非同期クロックグループ（-asynchronous） (58 ページ)

2.3. Timing Analyzer の Tcl コマンド

オプションで、 インテル Quartus Prime ソフトウェアの Tcl Application Programming Interface
（API）の Tcl コマンドを使用して、デザインのタイミング情報を制約、分析、および収集できます。このセ
クションでは、Tcl コマンドを使用した Timing Analyzer の実行と制約の設定について説明します。ま
たは、Timing Analyzer GUI でこれらの同じ機能を実行できます。 Tcl .sdc拡張は、タイミング分析
とレポートを制御するための追加の方法を提供します。次の Tcl パッケージは、この章で説明する Tcl タ
イミング解析コマンドをサポートしています。

• :: quartus :: sta

• :: quartus :: sdc

• :: quartus :: sdc_ext

関連情報
• :: quartus :: sta

Timing Analyzer Tcl コマンドおよびコマンドの完全なリストの詳細については、 インテル
Quartus Prime Help を参照してください。

• :: quartus :: sdc
標準の SDC コマンドとコマンドの完全なリストの詳細については、 インテル Quartus
Prime Help を参照してください。

• :: quartus :: sdc_ext
SDC コマンドの Intel FPGA 拡張およびコマンドの完全なリスト詳細については、 インテル
Quartus Prime Help を参照してください。
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2.3.1. quartus_sta 実行可能ファイル

Quartus_sta実行可能ファイルを使用すると、完全な実行可能ファイルを使用すると、完全な イ
ンテル Quartus Prime ソフトウェア GUI を実行せずにタイミング解析を実行できます。以下の方法
が使用可能です：

• Timing Analyzer をスタンドアロン GUI アプリケーションとして実行するには、コマンドプロン
プトで次を入力します。

。quartus_staw

• インタラクティブのコマンド・シェル・モードで Timing Analyzer を実行するには、コマンドプロン
プトで次を入力します。

。quartus_sta-s

• システム・コマンド・プロンプトからタイミング解析を実行するには、次のコマンドを入力します。

quartus_sta <options><project_name>

オプションで、使用可能なコマンド・ライン・オプションを使用して、大規模デザインで反復タイミング解
析を実行できます。quartus_sta --mode = implementを使用すると、それほど集中的では
ない分析を実行できます。このモードでは、 インテル Quartus Prime ソフトウェアは、コーナーを削減
したタイミング解析を実行します。目的の結果が得られたら、quartus_sta --mode =
finalizeを使用して、 終的なフィッター 適化と完全な 4 コーナータイミング解析を実行できま
す。

表 23. quartus_sta のコマンドラインのｎオプション

コマンドラインのオプション 内容

-h | -help quartus_staに関するヘルプ情報を提供します。

-t <script file> | --
script=<script file>

<script file>をソースします。

-s | --shell シェルモードを開始します。

--tcl_eval <tcl command> Tcl コマンド<tcl command>.を評価します 。

--Do_report_timing デザインのすべてのクロックに対して、次のコマンドを実行します。

report_timing -npaths 1 -to_clock $clock
report_timing -setup -npaths 1 -to_clock $clock  
report_timing -hold -npaths 1 -to_clock $clock  
report_timing -recovery -npaths 1 -to_clock $clock  
report_timing -removal -npaths 1 -to_clock $clock 

--force_dat プロジェクトデータベースを新しい遅延情報で強制的に更新します。

--lower_priority quartus_staプロセスの計算優先度を下げます。

--post_map ポストマップデータベースの結果を使用します。

--sdc=<SDC file> 使用する.sdcファイルを指定します。

--report_script=<custom script> 呼び出すカスタムレポートスクリプトを指定します。

--speed=<value> タイミング解析に使用されるデバイスの速度グレードを指定します。

-f <argument file> 追加のコマンドライン引数を含むファイルを指定します。

continued...   
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コマンドラインのオプション 内容

-c <revision name> | --
rev=<revision_name>

使用するどのリビジョンとその関連 インテル Quartus Prime 設定ファイル（ .qsf ）を指
定します。

--multicorner Timing Analyzer が低速コーナーと高速コーナーの両方のすべてのスラックサマリーレポ
ートを生成することを指定します。

--multicorner[=on|off] マルチコーナーのタイミング分析をオフにします。

--voltage=<value_in_mV> タイミング解析に使用されるデバイス電圧を mV で指定します。

--temperature=<value_in_C> タイミング解析に使用されるデバイスの温度を摂氏で指定します。

--parallel [=<num_processors>] マルチプロセッサシステムで使用するコンピューター・プロセッサーの数を指定します。

--mode=implement|finalize Timing Analyzer は、中間操作（implement）に対して角が減少した解析を実行するか、
Fitter の 終的な 適化と配置（finalize）に対して四角を解析するかを調整します。

2.3.2. コレクション・コマンド

Timing Analyzer は、デザインのポート、ピン、セル、またはノードに簡単にアクセスできるコレクショ
ン・コマンドをサポートしています。 Timing Analyzer で指定された制約または Tcl コマンドでコレク
ション・コマンドを使用します。

表 24. コレクション・コマンド

コマンド 返品されたコレクション

all_clocks デザイン内のすべてのクロック

all_inputs デザイン内のすべての入力ポー　ト。

all_outputs デザイン内のすべての出力ポート。

all_registers デザイン内のすべてのレジスター。

get_cells デザイン内のセル。コレクション内のすべてのセル名は、指定されたパターンと一致します。ワイルドカードを使用して、複数
のセルを同時に選択できます。

get_clocks デザイン内のクロックをリストします。 set_multicycle_pathの -fromまたは-toなど、別のコマンドの引数とし
て使用される場合、クロック内の各ノードは、コレクション内のクロックによってクロックされるすべてのノードを表します。デ
フォルトでは、コマンドのターゲットとして特定のノードが使用されます（ノードがクロックであっても）。

get_nets デザインのネット。コレクション内のすべてのネット名は、指定されたパターンと一致します。ワイルドカードを使用して、複数
のネットを同時に選択できます。

get_pins デザイン内のピン。コレクション内のすべてのピン名は、指定されたパターンと一致します。ワイルドカードを使用して、複数
のピンを同時に選択できます。

get_ports デザイン内のすべてのポート（デザイン入力および出力）。

View メニューの Name Finder をクリックして、Timing Analyzer でワイルドカードを使用してコ
レクションを調べ、コレクションを試すこともできます。

2.3.2.1. ワイルドカード文字

デザイン内の多くのノードに制約を適用するには、「 * 」と「 ？ 」ワイルドカード文字を使用します。「 * 」
ワイルドカード文字は任意の文字列に一致します。 「 ？」ワイルドカード文字は、任意の 1 文字と一致し
ます。
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ノード reg*に制約を適用すると、Timing Analyzer は、接頭辞 regが reg、reg1、reg[2]、
regbank、reg12bankなどの任意の数の後続の文字と一致するすべてのデザインノードに制約を検
索して適用します。

reg?として指定されたノードに制約を適用する場合、Timing Analyzer は、プレフィックス regとそ
れに続く任意の 1 文字に一致するすべてのデザインノードに制約を検索して適用します。たとえば、
reg1、rega、および reg4 。

2.3.2.2. コレクション・アイテムの追加と削除

コレクション・コマンドで使用するワイルドカードは、コマンドが識別するコレクション・アイテムを定義
します。例えば、デザインに名前の src0、src1、src2および dst0が含まれている場合、コレクショ
ン・コマンド[get_registers src*]は、レジスター dst0を識別せずに、レジスター src0、
src1、および src2を識別します。レジスター dst0を識別するには、追加のコマンド
[get_registers dst *]を使用する必要があります。dst0を含めるには、収集コマンド
[get_registers {src* dst*}]を指定することもできます。

コレクションを変更するには、 add_to_collectionおよび remove_from_collectionコ
マンドを使用します。 add_to_collectionコマンドを使用すると、既存のコレクションにアイテム
を追加できます。

add_to_collection コマンド

add_to_collection < first collection > < second collection >

注意: add_to_collectionコマンドは、指定した 2 つのコレクションの和集合である新しいコレクショ
ンを作成します。

remove_from_collectionコマンドを使用すると、既存のコレクションからアイテムを削除でき
ます。

remove_from_collection コマンド

remove_from_collection < first collection > < second collection >

次の例は、add_to_collectionを使用してコレクションにアイテムを追加する方法を示していま
す。

コレクションへのアイテムの追加

#Setting up initial collection of registers
set regs1 [get_registers a*]
#Setting up initial collection of keepers
set kprs1 [get_keepers b*]
#Creating a new set of registers of $regs1 and $kprs1
set regs_union [add_to_collection $kprs1 $regs1]
#OR
#Creating a new set of registers of $regs1 and b* 
#Note that the new collection appends only registers with name b*
# not all keepers
set regs_union [add_to_collection $regs1 b*]

インテル Quartus Prime で、ソフトウェア、キーパーは I/O ポートまたはレジスターです。
get_keepersを含む SDCファイルは、サードパーティのタイミング解析フローと互換性がありませ
ん。
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関連情報
• add_to_collection コマンド、 インテル Quartus Prime Help

• remove_from_collection コマンド、 インテル Quartus Prime Help

2.3.2.3. コレクションのクエリー

query_collectionコマンドを使用して、コレクションの内容を表示できます。 -
report_formatオプションを使用して、行ごとに 1 つの要素の形式でコンテンツを返します。-
list_formatオプションは、Tcl リストの内容を返します。

query_collection -report_format -all $regs_union

get_collection_sizeコマンドを使用して、コレクションに含まれるアイテムの数を返します。コ
レクションの名前が colの変数にある場合、効率的に動作するためにより効率のために set
num_items [llength [query_collection -list_format $col]]の代わりに
set num_items [get_collection_size $col]を使用します。

2.3.2.4. get_pins コマンドの使用

get_pinsコマンドは、ワイルドカード文字（*）の一致動作を制御するオプションをサポートしていま
す。使用するオプションの組み合わせに応じて、ワイルドカード文字（*）が階層の個々のレベルを尊重ま
たは無視するようにできます。パイプ文字（|）は、階層のレベルを示します。デフォルトでは、ワイルドカー
ド文字（*）は単一レベルの階層のみに一致します。

これらの例は、機能を説明するために次のノード名とピン名をフィルタリングします。

• lvl（名前 lvlを持つ階層レベル）

• lvl|dataa（インスタンス lvlの入力ピン）

• lvl|datab （インスタンス lvlの入力ピン）

• LVL|cnod（lvlインスタンスにある cnodという名前の組み合わせノード）

• lvl|cnod|datac（ cnodという名前の組み合わせノードへの入力ピン）

• lvl|cnod|datad（組み合わせノード cnodへの入力ピン）

表 25. サンプル検索文字列と検索結果

検索文字列 検索結果

get_pins *|dataa lvl|dataa

get_pins *|datac <empty> (3)

get_pins *|*|datac lvl|cnod|datac

get_pins lvl*|* lvl|dataa、lvl|datab

get_pins -hierarchical *|*|datac <empty>(3)

get_pins -hierarchical lvl|* lvl|dataa、lvl|datab
continued...   

(3) デフォルトでは、ワイルドカード文字（*）はパイプ文字（|）が示す複数の階層レベルと一致しないため、検索結果
は<empty>です。このコマンドは、デザインの 上位のインスタンスにある datacという名前のピンと一致し
ます。
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検索文字列 検索結果

get_pins -hierarchical *|datac lvl|cnod|datac

get_pins -hierarchical lvl|*|datac <empty>(3)

get_pins -compatibility_mode *|datac lvl|cnod|datac (4)

get_pins -compatibility_mode *|*|datac lvl|cnod|datac

デフォルトの方法では、パイプ文字（|）を使用して、インスタンスの階層レベルをノードおよびピンから分
離します。階層のレベルが一致し、ワイルドカードを含む文字列値がインスタンス名またはピン名と一致
すると、一致が発生します。たとえば、コマンド get_pins <instance_name>|*|datacは、指
定されたインスタンスのレジスターのすべての datacピンを返します。ただし、階層レベルが一致しな
いため、コマンド get_pins *|datacは空のコレクションを返します。

-hierarchicalマッチングスキームを使用して、デザインのすべての階層のセルまたはピンのコレ
クションを返します。

たとえば、コマンド get_pins -hierarchical * | DATACは、デザインのすべてのレジスタ
ーのすべての datacピン を返します。ただし、コマンド get_pins -hierarchical *|*|
datacは、複数のパイプ文字（|）がサポートされていないため、空のコレクションを返します。

-compatibility_modeオプションは、任意の数の階層レベルでワイルドカード文字列に一致する
コレクションを返します。たとえば、 -compatibility_modeを使用する場合、アスタリスクはパイ
プ文字と一致できます。

2.4. インポートされたコンパイル結果のタイミング分析

デザインのコンパイル結果をバージョン互換の Quartus データ・ベース・ファイル（ .qdb ）として保存
し、互換性の問題のない インテル Quartus Prime ソフトウェア後のバージョンで開くことができます。

新しいバージョンのソフトウェアで.qdbをインポートして開くと、インポートされたコンパイル結果に
対して、Compiler を再実行せずにタイミング分析を実行できます。

関連情報
バージョン互換のコンパイル・データベースのエクスポート

2.5.  インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド：Timing
Analyzer のアーカイブ

表にソフトウェアバージョンがリストされていない場合、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 バ
ージョン

ユーザーガイド

18.1 インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：Timing Analyzer

(4) -compatibility_modeを使用すると、Timing Analyzer は、ワイルドカード付きの文字を使用する場合、
パイプ文字（|）を特殊文字として扱いません。
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2.6.  インテル Quartus Prime Timing Analyzer の使用のドキュメントの改訂履
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

2019.07.15 19.2.0 • SmartVID タイミングモデルの「動作条件の設定」を更新。
• 「ステップ 4：タイミング解析の実行」に動作条件を設定するステップを追加。
• 「 大スキュー」トピックへの排他パスに関する詳細を追加。
• エンティティー・バインド SDC ファイルを作成するための GUI ステップを「エンティテ

ィー・バインド SDC ファイルの使用」トピックに追加。

2019.04.15 19.1.0 • 「タイミング制約の優先順位」トピックのタイプミスを修正。
• 「 大スキュー」トピックのタイプミスを修正。
• GUI の 新の変更についての「Viewing Design Assistant Recommendations」

を更新。

2018.11.07 18.1.0 • 「排他的クロックグループ」トピックの説明と図を改善。

2018.09.24 18.1.0 • 「エンティティー・バインド SDC ファイルの使用」トピックを追加。
• 「エンティティーにバインドされた制約のスコープ設定」トピックを追加。
• 「エンティティーにバインドされた制約の例」トピックを追加。
• 「基本的なタイミング解析フロー」セクションを改訂し、順次ステップ構成の追加、ステ

ップの更新、およびサポートスクリーンショットの追加を行い。
• 「Timing Analyzer の使用」トピックに Timing Analyzer スクリーンショットを追

加。
• このバージョンのソフトウェアのこの機能の制限により、「テキスト・エディターを使用

してテンプレートから制約ファイルを作成する」トピックを削除。
• 「SDC Constraint Creation Summary」のタイトルを「Dual Clock SDC

Example」に変更。
• 「デフォルト設定」のタイトルを「デフォルトのマルチサイクル分析」に変更。
• 「ブラックボックスポートの SDC（クロックおよび例外）割り当て」を「デザイン・パーテ

ィション・ポートの制約」に改名。
• 「デザインアシスタントの推奨事項の表示」トピックを追加。

2018.05.07 18.0.0 • スタンドアロン Timing Analyzer ユーザーガイドの一部として 初のリリース。

2017.11.27 17.1.0 • Timing Analyzer を使用したデザインフローの古い図を削除。
• インテル Quartus Prime プロ・エディションコマン付きの「初期解析および合成の実

行」トピックを更新ド。

2017.11.06 17.1.0 • インテル Stratix 10 サポートのための「Fitter の過剰制約の使用」トピックを更新。

2017.05.08 17.0.0 • 「Fitter の過剰制約の使用」トピックを追加。
• 「Clock Domain Crossing レポート」トピックを追加。

2016.10.31 16.1.0 • Intel のブランド変更を実装。
• set_input_delay、set_output_delay、remove_input_delay、

remove_output_delayで-blackboxオプションのサポートを追加。

2016.05.03 16.0.0 新しいトピック「ブラックボックスポートでの SCDS（クロックと例外）の割り当て」を追加

2015.11.02 15.1.0 • 表記を Quartus II から Quartus Prime へ変更。
• --mode = implement|finalizeを使用して 3 角および 4 角解析を実行す

る説明を追加。
• 新しい set_operating_conditions UI の説明を追加。

2015.05.04 15.0.0 Arria 10 の新しいタイミング・アルゴリズムをサポートするコンテンツを追加および更
新。
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ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

• Enhanced Timing Analysis for Arria 10
• Maximum Skew (set_max_skew command)
• Net Delay (set_net_delay command)
• Create Generated Clocks (clock-as-data example)

2014.12.15 14.1.0 大規模な再編成。次のトピックエリアの内容を修正および追加。
• Timing Constraints
• Create Clocks and Clock Constraints
• Creating Generated Clocks
• Creating Clock Groups
• Clock Uncertainty
• Running the Timing Analyzer
• Generating Timing Reports
• Understanding Results
• Constraining and Analyzing with Tcl Commands

2014 年 8 月 14.0a10.0 Arria 10 デバイスのコマンドラインコンパイル要件を追加。

2014 年 6 月 14.0.0 • マイナーな更新。
• 更新された形式。

2013 年 11 月 13.1.0 • HardCopy デバイスの情報を削除。

2012 年 6 月 12.0.0 • 章を再編成。
•
• 「 インテル Quartus Prime SDC ファイルから実行可能なソフトウェア」セクション

を追加。
• マルチサイクル例外セクションを改訂。

2011 年 11 月 11.1.0 • インテル Quartus Prime Timing Analyzer の章のベストプラクティスからの統合
コンテンツを統合。

• 軽微な修正。ドキュメントのテンプレートを更新。

2011 年 5 月 11.0.0 • フローを改善するために更新。マイナーな編集上の更新。

2010 年 12 月 10.1.0 • 軽微な修正。ドキュメントのテンプレートを更新。
• 章全体を改訂および再編成。
• インテル Quartus Prime Help にリンク。

2010 年 7 月 10.0.0 インテル Quartus Prime Help での SDC コマンドのコンテンツおよび Timing
Analyzer GUI にリンクするように更新。

2009 年 11 月 9.1.0 インテル Quartus Prime ソフトウェアバージョン 9.1 用に更新。
• set_timing_derate と report_skew コマンドに関する情報を追加。
• コレクションから項目を追加および削除するコマンドについての情報を追加。

2008 年 11 月 8.1.0 インテル Quartus Prime ソフトウェアバージョン 9.1 用に更新。
•
• この章全体の表の-appendおよび-file < name >オプションの説明を更新。
• 8½”×11”チャプターテンプレートを使用してチャプター全体を更新。
• マイナーな編集上の更新。

関連情報
ドキュメント・アーカイブ

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックについて詳しくは、ドキュメント・アー
カイブを検索します。

2. Timing Analyzer の使用
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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・エディションユーザーガイド：はじめに

インテル Quartus Prime プロ・エディションプロジェクトと IP の管理、初期設計計画の考慮
事項、以前のソフトウェアバージョンからのプロジェクトの移行などの インテル Quartus
Prime プロ・エディションソフトウェアの基本機能、ファイル、デザインフローを紹介します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：プラットフォーム・デザイナー
プロジェクトでカスタマイズされた IP コアの統合を簡素化するシステム統合ツールである
Platform Designer を使用したシステムの作成と 適化について説明します。Platform
Designer は、知的財産（IP）機能とサブシステムを接続する相互接続ロジックを自動的に生成
します。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デザイン計の推奨事項
インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアによる FPGA をデザインするための
ベスト・デザイン・プラクティス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・プラクティスは、デザインのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があります。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
合成が設計をハードウェアに 適に実装します。

• 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 のすべての段階のセットアップ、実
行、および 適化について説明します。Compiler は、デバイス・プログラミングファイルを生成
する前にデザインを合成、配置、配線します。

• 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 適化
Intel® FPGA で 高のデザインパフォーマンスを達成するために使用できる インテル
Quartus Prime プロ・エディション設定、ツール、およびテクニックについて説明します。テク
ニックには、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・チェーンへの対処、デバイスリソース使用量の 適化、デバイス・フロアプラン、
エンジニアリング変更命令（ECO）の実装が含まれます。

• 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 の操作について説明します。これ
により、 Intel® FPGA ダウンロードケーブルとの接続を介して、 Intel® FPGA デバイスを構
成し、CPLD および構成デバイスをプログラムできます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：ブロックベースのデザイン
モジュールベースまたは階層設計フローとも呼ばれるブロックベースのデザインフローについ
て説明します。これらの高度なフローにより、プロジェクト内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）の保存、および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・リコンフィギュレーショ
ン

部分的な再構成について説明します。これは、FPGA の一部を動的に再構成しながら、残りの
FPGA デザインが機能し続けることができる高度なデザインフローです。特定の設計領域に対
して複数のペルソナを定義します。他の領域での操作に影響を与えません。

• 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 によるサード・パーティー・シ
ミュレーション・ツールの 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・サポー
トについて説明します。これにより、デバイス・プログラミングの前にデザインの動作を検証でき
ます。 シミュレータのサポート、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：サードパーティ合成
Mentor Graphics* および Synopsys によるサードパーティ合成ツールでのデザインのオプ
ション合成のサポートについて説明します。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・エディションユーザーガイド：サードパーティーのロジック等価チ
ェックツール

OneSpin *によるサードパーティ LEC ツールでのデザインのオプションの論理等価性チェック
（LEC）のサポートについて説明します。コンパイルネットリスト間の論理等価性を検証する方法
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のための 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。これらのツールは、デザイ
ン内の信号をデバッグロジックにルーティング（「タップ」）することで可視性を提供します。これ
らのツールには、システムコンソール、 Signal Tap ロジック・アナライザー、Transceiver
Toolkit、In-System Memory Content Editor、In-System Sources および Probes
Editor が含まれています。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：Timing Analyzer
基本的な静的タイミング解析の原理と、業界標準の制約、解析、レポート手法を使用してデザイ
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強力な ASIC スタイルのタイ
ミング解析ツールである インテル Quartus Prime プロ・エディション Timing Analyzer の
使用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：消費電力解析と 適化
デバイスの消費電力を正確に推定できる 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。 デバイスの消費電力を見積もって、電力バジェ
ットを開発し、電源、電圧レギュレータ、ヒートシンク、および冷却システムをデザインします。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：デザインの制約
ピン割り当て、デバイスオプション、ロジックオプション、タイミング制約など、コンパイラによる
デザインの実装方法に影響を与えるタイミングおよびロジック制約について説明します。
Interface Planner を使用して、インターフェイス実装のプロトタイプを作成し、クロックを計
画し、正当なデバイスフロアプランをすばやく定義します。Pin Planner を使用して、ターゲット
デバイスのグラフィカルな表現ですべての I/O 割り当てを視覚化、変更、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 PCB デザインツー
ルのサポートについて説明します。 HSPICE および IBIS モデルを使用したシグナルインテグ
リティ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
683243 | 2019.09.30

インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: Timing Analyzer フィードバック

104

https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/tnc1513987819990.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/tnc1513987819990.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/gft1513990268888.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/hjy1513988789394.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/sth1529938337105.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/sth1529938337105.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/nfc1513989909783.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/psq1513989797346.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/osq1513989409475.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/iqe1513988936192.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/fnf1513989100686.html
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%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20Timing%20Analyzer%20(683243%202019.09.30)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


• インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド：スクリプト
インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアを制御し、プロジェクトの管理、制約
の指定、コンパイルまたはタイミング分析の実行、レポートの生成などの幅広い機能を実行する
ための Tcl およびコマンド・ライン・スクリプトの使用について説明します。
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