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1.  インテル FPGA デザインのシミュレーション

このドキュメントでは、インテル FPGA デバイスをターゲットとするシミュレーション・デザインについて
説明します。シミュレーションは、デバイスのプログラミング前のデザインの挙動を検証します。 インテ
ル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアは、サポートされている EDA シミュレーターでの RTL レベル
およびゲートレベルのデザインをサポートします。シミュレーションには、シミュレーターの作業環境の
設定、シミュレーション・モデル・ライブラリーのコンパイル、シミュレーションの実行が含まれます。

1.1. シミュレーターのサポート

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、RTL レベルおよびゲートレベルのシミュレーションに
向けて特定の EDA シミュレーターのバージョンをサポートしています。

表 1. サポートされているシミュレーター

ベンダー シミュレーター バージョン プラットフォーム

Aldec Active-HDL* 10.4a Windows* 32 ビットのみ

Aldec Riviera-PRO* 2017.10.67.6735 Windows、Linux、64 ビットの
み

Cadence Incisive Enterprise* 15.20 Linux、64 ビットのみ

Cadence Xcelium* Parallel Simulator 17.04 Linux 6464 ビットのみ

Mentor Graphics* ModelSim* - Intel® FPGA Edition 10.6c Windows、Linux, 32 ビットの
み

Mentor Graphics ModelSim PE 10.6c Windows 32 ビットのみ

Mentor Graphics ModelSim SE 10.6c Windows、Linux, 64 ビットの
み

Mentor Graphics QuestaSim* 10.6c Windows、Linux

Synopsys* VCS*
VCS MX

2017,03-SP2-1 Linux 6464 ビットのみ

1.2. シミュレーション・レベル

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、サポートされている EDA シミュレーターで IP コアの
RTL レベルおよびゲートレベルのシミュレーションをサポートしています。
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表 2. サポートされているシミュレーション・レベル

シミュレーション・レベル 説明 シミュレーション入力

RTL インテルおよび IP プロバイダーによって提供されるシミュ
レーション・モデルで、Verilog HDL、SystemVerilog、
VHDL デザインのソースコードを使用したサイクル精度シ
ミュレーション

• デザインソース/テストベンチ
• インテル・シミュレーション・ライブラリー
• インテル FPGA IP プレーンテキストある

いは IEEE 暗号化 RTL モデル
• IP シミュレーション・モデル
• インテル FPGA IP 機能シミュレーション・

モデル
• インテル FPGA IP バス機能モデル
• 検証 IP

ゲートレベル機能 ポストシンセシスまたはポストフィット機能ネットリストを
使用して、ポストシンセシス機能ネットリストあるいはポス
トフィット機能ネットリストを検証するシミュレーション

• テストベンチ
• インテル・シミュレーション・ライブラリー
• ポストシンセシス機能ネットリストあるい

はポストフィット機能ネットリスト
• インテル FPGA IP バス機能モデル

1.3. HDL サポート

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、EDA シミュレーターに対しては、次の HDL をサポート
しています。

表 3. HDL サポート

言語 説明

VHDL • VHDL RTL シミュレーションの場合、デザインファイルをシミュレーターに直接コンパイルしてください。インテ
ル FPGA シミュレーション・ライブラリーのシミュレーション・モデルと IP コアのシミュレーション・モデルもデ
ザインにコンパイルする必要があります。シミュレーション・モデルのコンパイルには、Simulation Library
Compiler を使用してください。

• ゲートレベル・シミュレーションの場合、EDA Netlist Writer は、合成済みのデザイン・ネットリストである
VHDL Output ファイル(.vho)を生成します。.vhoは、シミュレーターでコンパイルしてください。インテル
FPGA シミュレーション・ライブラリーからのモデルもコンパイルする必要がある場合があります。

• IEEE 1364-2005 暗号化 Verilog HDL シミュレーション・モデルは、Quartus Prime 開発ソフトウェアがサ
ポートする各シミュレーション・ベンダーに向けて個別に暗号化されます。VHDL デザインのモデルをシミュレ
ーションするには、VHDL/Verilog HDL コ・シミュレーションが実行可能なシミュレーターが必要です。

Verilog HDL
-SystemVerilog

• Verilog HDL あるいは SystemVerilog での RTL シミュレーションの場合、シミュレーターでデザインファイ
ルをコンパイルします。インテル FPGA シミュレーション・ライブラリーのシミュレーション・モデルと IP コアの
シミュレーション・モデルもデザインにコンパイルする必要があります。シミュレーション・モデルのコンパイル
には、Simulation Library Compiler を使用してください。

• ゲートレベル・シミュレーションの場合、EDA Netlist Writer が合成済みのデザイン・ネットリストである
VHDL Output(.vo)ファイルを生成します。.voは、シミュレーターでコンパイルしてください。

混在 HDL • デザインに VHDL ファイル、Verilog HDL ファイル、SystemVerilog ファイルが混在する場合、混在言語シミ
ュレーターを使用する必要があります。デザインのインテル FPGA IP コアの生成に対しては、最も使い勝手の
良いサポートされている言語を選択してください。

• インテル FPGA は、インテル FPGA デザインのシミュレーションの簡素化に向けて、エントリーレベルの
ModelSim - Intel FPGA Edition・ソフトウェアおよびコンパイル済みのインテル FPGA シミュレーション・
ライブラリーを提供しています。バージョン 15.0 以降からは、 ModelSim - Intel FPGA Edition・ソフトウェ
アは、プレーンテキスト HDL のネイティブ混在言語(VHDL/Verilog HDL/SystemVerilog)コ・シミュレーシ
ョンをサポートしています。
VHDL 専用のシミュレーターを使用していて、Verilog HDL モジュールと IP コアをシミュレーションする必要
がある場合は、シミュレーター・ベンダーから混在言語シミュレーターのライセンスを取得するか、あるいは
ModelSim - Intel FPGA Edition・ソフトウェアを使用してください。

回路図 シミュレーション実行前に、回路図を HDL 形式に変換する必要があります。RTL シミュレーションには、変換され
た VHDL ファイルまたは Verilog HDL ファイルが使用できます。
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1.4. シミュレーション・フロー

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、さまざまなシミュレーションフローをサポートしていま
す。

表 4. シミュレーション・フロー

シミュレーション・フロー 説明

スクリプト・シミュレーション・フロー スクリプト化されたシミュレーションは、カスタム・コンパイル・コマンドやマルチパス・シミュ
レーション・フローなど、シミュレーションのあらゆる側面のカスタム・コントロールをサポート
します。 インテル Quartus Prime が生成する IP シミュレーション・セットアップ・スクリプト
を「ソース」するバージョンに依存しないトップレベルのシミュレーション・スクリプトを使用し
て下さい。 インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、サポートされている各シミュレー
ターに対して、すべての IP コア用の組み合わされたシミュレーター・セットアップ・スクリプト
を生成します。

特殊なシミュレーション・フロー 次のような特定のデザイン・バリエーションに特化したシミュレーション・フローをサポートし
ます。
• デザイン例をシミュレーションする場合、デザイン例のドキュメンテーションあるいは IP

コア・ユーザーガイドを参照してください。
• プラットフォーム・デザイナーデザインをシミュレーションする場合、Creating a

System with Platform Designer あるいは Creating a System with プラットフォ
ーム・デザイナー を参照してください。

注意: プラットフォーム・デザイナーによって生成されるシミュレーション・セットアップ・
スクリプトには、tclsh バージョン 8.5 以降が必要です。

• Nios® II エンベデッド・プロセッサーを含むデザインをシミュレーションする場合、
Simulating a Nios II Embedded Processor を参照してください。

関連情報
• IP User Guide Documentation

• AN 351: Simulating Nios II Embedded Processors Designs

• Creating a System With プラットフォーム・デザイナー

1.5. シミュレーションの準備

RTL またはゲートレベルのシミュレーションを準備するには、デザインとテストベンチのゲートレベル表
現または RTL をコンパイルする必要があります。また、IP シミュレーション・モデル、インテル FPGA シ
ミュレーション・ライブラリーからのモデル、およびデザインに必要なその他のモデル・ライブラリーもコ
ンパイルする必要があります。

1.5.1. シミュレーション・モデルのコンパイル

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアには、すべてのインテル FPGA IP コアに向けたシミュレー
ション・モデルが含まれています。このようなモデルには、IP 機能シミュレーション・モデルおよびデバイ
スファミリーに特化したモデルが< Intel Quartus Prime installation
path>/eda/sim_libディレクトリーに含まれています。また、これらのモデルには、Verilog HDL
と VHDL シミュレーションに向けた IEEE 暗号化 Verilog HDL モデルが含まれています。
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シミュレーションを実行する前に、 インテル Quartus Prime シミュレーション・ライブラリーから適切
なシミュレーション・モデルを次のいずれかの方法でコンパイルする必要があります。

• デザインに必要となるすべてのシミュレーション・モデル・ライブラリーを、サポートされるシミュレ
ーターに自動でコンパイルするには、Tools > Launch Simulation Library Compiler の
順でクリックします。シミュレーション・ツール、言語、ターゲットとするデバイスファミリー、出力箇
所のオプションを指定して、OK をクリックします。

• シミュレーターを使用して、 インテル Quartus Prime シミュレーション・モデルを手動でコンパイ
ルします。

デザインをシミュレーションするには、コンパイルされたシミュレーション・モデル・ライブラリーを使用
してください。シミュレーションの実行方法については、EDA シミュレーターのドキュメンテーションを
参照してください。

注意: インテル Quartus Prime シミュレーション・モデルを使用する際、指定したタイムスケールの精度は
1ps 以内にする必要があります。

関連情報
インテル Quartus Prime シミュレーション・モデル

インテル Quartus Prime プロ・エディション Help

1.6.  インテル FPGA IP コアのシミュレーション

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、サポートされる EDA シミュレーターでのアルテラ IP コア
の RTL およびゲートレベルのシミュレーションをサポートしています。ソフトウェアは、各 IP コア向け
の機能シミュレーション・モデル、テストベンチ（またはデザイン例）、およびベンダ向けに特化したシミュ
レーター・セットアップ・スクリプトを含む各 IP コア向けのシミュレーション・ファイルを IP 生成時に生
成します。IP コアとともに生成された機能シミュレーション・モデルやテストベンチまたはデザイン例
を、シミュレーションに使用できます。また、IP 生成出力には、あらゆるテストベンチをコンパイルおよび
動作させるためのスクリプトも含まれます。生成されたスクリプトには、IP コアをシミュレーションする
ために必要な全てのモデルまたはライブラリーがリストされています。

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、ユーザーのシミュレーターとの統合を提供し、また、ユーザ
ー・スクリプトおよびカスタム・シミュレーション・フローを含む、多様なシミュレーション・フローをサポ
ートしています。いずれのフローを選択したとしても、IP コアのシミュレーションは以下のステップを伴
います。

1. シミュレーション・モデル、テストベンチ（またはデザイン例）、シミュレーター・セットアップ・スクリ
プト・ファイルを生成します。

2. シミュレーター環境とシミュレーション・スクリプトを設定します。

3. シミュレーション・モデル・ライブラリーをコンパイルします。

4. シミュレータを動作させます。

1.6.1. 生成されるシステム・シミュレーション・ファイル

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、オプションで、IP コアを生成するときに機能シミュレーショ
ン・モデル、任意のテストベンチ（またはサンプルデザイン）、ベンダー固有のシミュレーター・セットアッ
プ・スクリプトを生成します。 IP シミュレーション・ファイルの生成を制御するには：
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• サポートされているシミュレーターと IP シミュレーション・ファイル生成のオプションを指定するに
は、Assignment > Settings > EDA Tool Settings > Simulation をクリックします。

• 新しい IP バリエーションをパラメーター化し、シミュレーション・ファイルの生成を有効にし、IP コ
ア合成ファイルとシミュレーション・ファイルを生成するには、Tools > IP Catalog をクリックし
ます。

• 既存の IP コア・バリエーションのパラメーターを編集し、合成またはシミュレーション・ファイルを
再生成するには、View > Project Navigator > IP Components をクリックします。

表 5. インテル FPGA IP のシミュレーション・ファイル

ファイルタイプ 変更内容 ファイル名

i シミュレーター・セッ
トアップ・スクリプト

ベンダー固有のスクリプトを使用して、 インテル FPGA
IP モデルとシミュレーション・モデル・ライブラリー・ファ
イルをコンパイル、精緻化、シミュレートします。 オプショ
ンで、個々の IP コアスクリプトを 1 つのファイルに結合
するベンダーごとに生成されたシミュレータセットアップ
スクリプト。 最上位のシミュレーション・スクリプトから結
合スクリプトを入手して、スクリプトのメンテナンスをなく
します。

<my_dir>/aldec/riviera_setup.tcl

<my_dir>/cadence/ncsim__setup.sh

<my_dir>/xcelium/xcelium_setup.sh

<my_dir>/mentor/msim_setup.tcl

/simulation/synopsys/vcs/vcs_setup.sh

/simulation/synopsys/vcsmx/
vcsmx_setup.sh

注意: インテル FPGA IP コアは、シミュレーションに特化した IP 機能シミュレーション・モデルや暗号化され
た RTL モデル、あるいはプレーン・テキストの RTL モデルを含む、幅広いシミュレーション・モデルをサ
ポートしています。これらはすべてサイクル精度のモデルです。モデルは、業界標準の VHDL または
Verilog HDL シミュレーターを使用する、IP コア・インスタンスの高速な機能シミュレーションをサポ
ートしています。一部のコアでは、プレーン・テキストの RTL モデルのみが生成され、そのモデルしかシミ
ュレーションできません。シミュレーション・モデルはシミュレーションのみに使用し、合成やその他の目
的のために使用しないでください。これらのモデルを合成に使用すると、機能しないデザインが作成され
ます。

1.6.2. IP シミュレーションのスクリプティング

インテル Quartus Prime ソフトウェアは、スクリプトを使用して、ご希望のシミュレーション環境でシ
ミュレーション処理を自動化します。 シミュレーションを制御する方が望ましいスクリプティング手法を
使用してください。

バージョンに依存しないトップレベルのシミュレーション・スクリプトを使用して、デザイン、テストベン
チ、および IP コアのシミュレーションを制御します。 IP のアップグレードまたは再生成後に インテル
Quartus Prime 生成シミュレーション・ファイル名が変更される可能性があるため、生成されたセット
アップ・スクリプトを直接使用するのではなく、最上位のシミュレーション・スクリプトが生成されたセッ
トアップ・スクリプトを "ソース"する必要があります。 組み合わされたシミュレーター・セットアップ・ス
クリプトを生成または再生成するには、次の手順に従います。
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図 -1: トップレベルのシミュレーション・スクリプトへ生成されたシミュレーター・セットアップ・スクリプトの
組み込み

Top-Level Simulation Script

Specify project-specific settings:
 TOP_LEVEL_NAME
 

 
 
 

Source the Combined IP Setup Simulator Script
(e.g., source msim_setup.tcl)

Elaborate
Simulate

Individual IP
Simulation Scripts

Combined IP
Simulator Script

(Includes Templates)

Click “Generate Simulator Script for IP”Additional compile and elaboration options

Compile design files:
Use generated scripts to compile device libraries
and IP files
Compile your design and testbench files

Add optional QSYS_SIMDIR variable

1. Project > Upgrade IP Components > Generate Simulator Script for IP をクリ
ックするか（または ip-setup-simulationユーティリティーを実行して）、シミュレーターご
とにすべての IP 用のシミュレーター・セットアップ・スクリプトを生成または再生成します。

2. 生成されたスクリプトのテンプレートを使用して、最上位レベルのシミュレーション・スクリプトで結
合スクリプトを入手します。 各シミュレーターの結合スクリプト・ファイルには、セットアップ・スクリ
プトを最上位のシミュレーション・スクリプトに統合するための基本的なテンプレートが含まれてい
ます。

この方法を使用すると、IP バリエーションを変更またはアップグレードした場合に、シミュレーショ
ン・スクリプトを手動で更新する必要がなくなります。

1.6.2.1. 組み合わせたシミュレーターのセットアップ・スクリプトの生成

Generate Simulator Setup Script for IP コマンドを実行すると、シミュレーター・セットアッ
プ・スクリプトを組み合わせて生成できます。

注意: この機能は、すべてのデバイスで インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアで使用でき
ます。 この機能は、 インテル Arria® 10 デバイスのみの インテル Quartus Prime スタンダード・エデ
ィションソフトウェアで使用できます。

この結合されたスクリプトを最上位のシミュレーション・スクリプトから入手してください。 次のいずれ
かが発生したら、Tools > Generate Simulator Setup Script for IP（またはコマンドライン
で ip-setup-simulationユーティリティーを使用する）をクリックして、結合スクリプトを生成ま
たは更新します。

• IP コアの初期生成または新しいパラメーターによる再生成

• インテル Quartus Prime ソフトウェア・バージョンのアップグレード

• IP コアバージョンのアップグレード

各シミュレーターのすべてのプロジェクト IP コアのシミュレーター・セットアップ・スクリプトを生成する
には：
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1. 1 つ以上の IP コアを生成、再生成、またはアップグレードします。 「IP コアの生成 」または「IP コア
のアップグレード」を参照してください。

2. Tools > Generate Simulator Setup Script for IP をクリックします（または ip-
setup-simulationユーティリティを実行する）。 Output Directory およびライブラリー
のコンパイル・オプションを指定します。 OK をクリックしてファイルを生成します。 デフォルトで
は、ファイルは相対パスを使用して /<project directory>/<simulator>/ ディレク
トリーに生成されます。

3. 生成されたシミュレーター・セットアップ・スクリプトを最上位のシミュレーション・スクリプトに組
み込むには、生成されたシミュレーター・セットアップ・スクリプトのテンプレート・セクションを参照
し、最上位のスクリプトを作成します。

a. シミュレーター固有の生成されたスクリプトから指定されたテンプレート・セクションをコピー
し、新しいトップレベル・ファイルに貼り付けます。

b. コピーしたテンプレート・セクションから各行の先頭にあるコメントを削除します。

c. デザイン・シミュレーションの要件を満たすために必要なカスタマイズを指定します。たとえば、
次のようになります。

• デザインのシミュレーションのトップレベル・ファイルに TOP_LEVEL_NAME変数を指
定します。 シミュレーションの最上位エンティティは、多くの場合、デザインをインスタンス
化するテストベンチです。 次に、デザインが IP コアまたはプラットフォーム・デザイナーシ
ステムをインスタンス化します。 TOP_LEVEL_NAMEの値を最上位エンティティに設定
します。

• 必要に応じて、生成された IP シミュレーション・ファイルの位置を指すように
QSYS_SIMDIR変数を設定します。

• 最上位の HDL ファイル（テストプログラムなど）とデザイン内の他のすべてのファイルを
コンパイルします。

• grepコマンドライン・ユーティリティーを使用してエラー・シグネチャーのトランスクリプ
ト・ファイルを検索するか、レポートを電子メール送信するなど、その他の変更を指定しま
す。

4. IP バリエーションを再生成した後、Tools > Generate Simulator Setup Script for IP
（または ip-setup-simulation）を再実行します。

表 6. シミュレーション・スクリプトのユーティリティー

ユーティリティー シンタックス

ip-setup-simulationは、プロジェクト内のすべ
ての インテル FPGA IP コアに対して、バージョンに依
存しない結合されたシミュレーション・スクリプトを生成
します。 このコマンドは、ソフトウェアまたは IP バージョ
ンのアップグレード後にスクリプトの再生成も自動化し
ます。 シミュレーション環境に必要な場合は、
compile-to-workオプションを使用して、すべての
シミュレーション・ファイルを単一のワーク・ライブラリー
にコンパイルします。 可能な限り相対パスを使用するに
は、---use-relative-pathsオプションを使用し
ます。

ip-setup-simulation
 --quartus-project=<my proj>
 --output-directory=<my_dir>
 --use-relative-paths
 --compile-to-work

--use-relative-paths--compile-to-workはオプションです。 コマンド
ラインのヘルプでこれらの実行可能ファイルのすべてのオプションを表示するには、
<utility name>と入力します。

ip-make-simscriptは、コマンドラインで指定し
たすべての IP コアのシミュレーション・スクリプトを生成
します。 コマンドに 1 つ以上の.spd ファイルと出力ディ
レクトリーを指定します。 スクリプトを実行すると、IP シ
ミュレーション・モデルがさまざまなシミュレーション・ラ
イブラリーにコンパイルされます。

ip-make-simscript 
 --spd=<ipA.spd,ipB.spd> 
 --output-directory=<directory>

continued...   
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ユーティリティー シンタックス

ip-make-simscriptは、コマンドラインで指定し
たすべての IP コアとサブシステムのシミュレーション・ス
クリプトを生成します。

ip-make-simscript 
--system-files=<ipA.ip, ipB.ip> 
--output-directory=<directory>

次のセクションでは、最上位のシミュレーション・スクリプトで各シミュレーター・セットアップ・スクリプ
トを入手するためのステップ・バイ・ステップの手順を説明します。

1.6.2.2. 生成されたテンプレートからのシミュレーター・セットアップ・スクリプトの組み込み

生成された IP コアシミュレーション・スクリプトは、デザイン全体のシミュレーションを制御するトップ
レベルのシミュレーション・スクリプトに組み込むことができます。ip-setup-simulationを実行
した後、テンプレート・セクションをコピーし、新しいトップレベル・スクリプト・ファイルでの使用に向けて
変更するには、次の情報を使用します。

1.6.2.2.1. Aldec ActiveHDL*または Riviera Pro* Simulator セットアップ・スクリプトの入手

生成された ActiveHDL*または Riviera Pro*シミュレーション・スクリプトを最上位のプロジェクト・シ
ミュレーション・スクリプトに組み込むには、次の手順に従います。

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、次のテンプレート・ラインが含まれています。 これら
のラインを切り取り、新しいファイルに貼り付けます。 例えば、sim_top.tclなどです。

# # Start of template 
# # If the copied and modified template file is "aldec.do", run it as: 
# # vsim -c -do aldec.do 
# # 
# # Source the generated sim script 
# source rivierapro_setup.tcl 
# # Compile eda/sim_lib contents first 
# dev_com 
# # Override the top-level name (so that elab is useful) 
# set TOP_LEVEL_NAME top 
# # Compile the standalone IP. 
# com 
# # Compile the top-level 
# vlog -sv2k5 ../../top.sv 
# # Elaborate the design. 
# elab 
# # Run the simulation 
# run 
# # Report success to the shell 
# exit -code 0 
# # End of template

2. 各ラインの最初の 2 文字を削除します（コメントとスペース）。

# Start of template 
# If the copied and modified template file is "aldec.do", run it as: 
# vsim -c -do aldec.do 
# 
# Source the generated sim script source rivierapro_setup.tcl 
# Compile eda/sim_lib contents first dev_com 
# Override the top-level name (so that elab is useful) 
set TOP_LEVEL_NAME top 
# Compile the standalone IP. 
com 
# Compile the top-level vlog -sv2k5 ../../top.sv 
# Elaborate the design. 
elab 
# Run the simulation 
run 
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# Report success to the shell 
exit -code 0
# End of template

3. シミュレーションの最上位ファイルに応じて、TOP_LEVEL_NAMEおよびコンパイル・ステップを
適切に変更します。 例えば：

set TOP_LEVEL_NAME sim_top
 vlog –sv2k5 ../../sim_top.sv

4. 必要に応じて、QSYS_SIMDIR変数を追加して、生成された IP シミュレーション・ファイルの場所
を指定します。 デザイン・シミュレーションの要件を満たすために必要な変更を指定します。 スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションを設定するための変数が用意されていま
す。 詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

5. 生成されたシミュレーション・ディレクトリーから新しいトップレベル・スクリプトを実行します。

vsim –c –do <path to sim_top>.tcl

1.6.2.2.2. Cadence Incisive* Simulator セットアップ・スクリプトの入手

生成された Cadence Incisive* IP シミュレーション・スクリプトをトップレベルのプロジェクト・シミ
ュレーション・スクリプトに組み込むには、以下の手順に従ってください。

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、次のテンプレート・ラインが含まれています。 これら
のラインを切り取り、新しいファイルに貼り付けます。 たとえば、 ncsim.shなどです。

# # Start of template
# # If the copied and modified template file is "ncsim.sh", run it as:
# # ./ncsim.sh
# # 
# # Do the file copy, dev_com and com steps
# source ncsim_setup.sh
# SKIP_ELAB=1
# SKIP_SIM=1
# 
# # Compile the top level module
# ncvlog -sv "$QSYS_SIMDIR/../top.sv"
# 
# # Do the elaboration and sim steps
# # Override the top-level name
# # Override the sim options, so the simulation
# # runs forever (until $finish()). 
# source ncsim_setup.sh
# SKIP_FILE_COPY=1
# SKIP_DEV_COM=1
# SKIP_COM=1
# TOP_LEVEL_NAME=top
# USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""
# # End of template

2. 各ラインの最初の 2 文字を削除します（コメントとスペース）。

# Start of template
# If the copied and modified template file is "ncsim.sh", run it as:
# ./ncsim.sh
# 
# Do the file copy, dev_com and com steps
source ncsim_setup.sh
SKIP_ELAB=1
SKIP_SIM=1
# Compile the top level module
ncvlog -sv "$QSYS_SIMDIR/../top.sv"
# Do the elaboration and sim steps
# Override the top-level name
# Override the sim options, so the simulation
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# runs forever (until $finish()).
source ncsim_setup.sh
SKIP_FILE_COPY=1
SKIP_DEV_COM=1
SKIP_COM=1
TOP_LEVEL_NAME=top
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""
# End of template

3. シミュレーションの最上位ファイルに応じて、TOP_LEVEL_NAMEおよびコンパイル・ステップを
適切に変更します。 例えば：

TOP_LEVEL_NAME=sim_top \
      ncvlog -sv "$QSYS_SIMDIR/../top.sv"

4. 必要に応じて、QSYS_SIMDIR変数を追加して、生成された IP シミュレーション・ファイルの場所
を指定します。 デザイン・シミュレーションの要件を満たすために必要な変更を指定します。 スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションを設定するための変数が用意されていま
す。 詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

5. ncsim.shへのパスを指定して、生成されたシミュレーション・ディレクトリーから結果のトップレ
ベル・スクリプトを実行します。

1.6.2.2.3. Cadence Xcelium シミュレーター・セットアップ・スクリプトのソーシング

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、次のテンプレート行が含まれています。xmsim.sh
というように、これらの行を切り取り、新しいファイルにペーストします。

# #Start of template
# # Xcelium Simulation Script.
# # If the copied and modified template file is "xmsim.sh", run it as:
# # ./xmsim.sh 
# # 
# # Do the file copy, dev_com and com steps 
# source <script generation output directory>/xcelium/xcelium_setup.sh \
# SKIP_ELAB=1 \
# SKIP_SIM=1 \
# USER_DEFINED_COMPILE_OPTIONS=<compilation options for your design> \
# USER_DEFINED_VHDL_COMPILE_OPTIONS=<VHDL compilation options for your 
# design> \
# USER_DEFINED_VERILOG_COMPILE_OPTIONS=<Verilog compilation options for  
# your design> \
# QSYS_SIMDIR=<script generation output directory>
# #
# # Compile all design files and testbench files, including the top level.
# # (These are all the files required for simulation other than the files
# # compiled by the IP script)
# #
# xmvlog <compilation options> <design and testbench files>
# #
# # TOP_LEVEL_NAME is used in this script to set the top-level simulation
# # or testbench module/entity name.
# #
# # Run the IP script again to elaborate and simulate the top level:
# # - Specify TOP_LEVEL_NAME and USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS.
# # - Override the default USER_DEFINED_SIM_OPTIONS. For example, to run
# # until $finish(), set to an empty string: USER_DEFINED_SIM_OPTIONS="".
# #
# source <script generation output directory>/xcelium/xcelium_setup.sh \
# SKIP_FILE_COPY=1 \
# SKIP_DEV_COM=1 \
# SKIP_COM=1 \
# TOP_LEVEL_NAME=<simulation top> \
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# USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS=<elaboration options for your design> \
# USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=<simulation options for your design>
# # End of template

2. 各行の最初の 2 文字(コメントとスペース)を削除します。

# Start of template
# Xcelium Simulation Script (Beta Version).
# If the copied and modified template file is "xmsim.sh", run it as:
# ./xmsim.sh 
# 
# Do the file copy, dev_com and com steps 
source <script generation output directory>/xcelium/xcelium_setup.sh \
SKIP_ELAB=1 \
SKIP_SIM=1 \
USER_DEFINED_COMPILE_OPTIONS=<compilation options for your design> \
USER_DEFINED_VHDL_COMPILE_OPTIONS=<VHDL compilation options for your 
design> \
USER_DEFINED_VERILOG_COMPILE_OPTIONS=<Verilog compilation options for your 
design> \
QSYS_SIMDIR=<script generation output directory>
#
# Compile all design files and testbench files, including the top level.
# (These are all the files required for simulation other than the files
# compiled by the IP script)
#
xmvlog <compilation options> <design and testbench files>
#
# TOP_LEVEL_NAME is used in this script to set the top-level simulation or
# testbench module/entity name.
#
# Run the IP script again to elaborate and simulate the top level:
# - Specify TOP_LEVEL_NAME and USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS.
# - Override the default USER_DEFINED_SIM_OPTIONS. For example, to run
# until $finish(), set to an empty string: USER_DEFINED_SIM_OPTIONS="".
#
source <script generation output directory>/xcelium/xcelium_setup.sh \
SKIP_FILE_COPY=1 \
SKIP_DEV_COM=1 \
SKIP_COM=1 \
TOP_LEVEL_NAME=<simulation top> \
USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS=<elaboration options for your design> \
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=<simulation options for your design>
# End of template

3. 必要であれば、QSYS_SIMDIR変数を追加し、生成した IP シミュレーション・ファイルのロケーシ
ョンを指定します。デザイン・シミュレーションの要件を満たすために必要な変更を行います。スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションの設定に向けて変数が用意されていま
す。詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

4. 生成したシミュレーション・ディレクトリーから結果的に生成されたトップレベル・スクリプトを、パス
を xmsim.shに指定して実行します。

1.6.2.2.4. Mentor Graphics ModelSim Simulator セットアップ・スクリプトの入手

生成された ModelSim IP のシミュレーション・スクリプトをトップレベルのプロジェクト・シミュレーシ
ョン・スクリプトに組み込むには、次の手順に従ってください。

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、次のテンプレート・ラインが含まれています。 これら
のラインを切り取り、新しいファイルに貼り付けます。 例えば、sim_top.tcl などです。

# # Start of template
# # If the copied and modified template file is "mentor.do", run it
# # as: vsim -c -do mentor.do
# # 
# # Source the generated sim script
# source msim_setup.tcl
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# # Compile eda/sim_lib contents first
# dev_com
# # Override the top-level name (so that elab is useful)
# set TOP_LEVEL_NAME top
# # Compile the standalone IP.
# com
# # Compile the top-level
# vlog -sv ../../top.sv
# # Elaborate the design.
# elab
# # Run the simulation
# run -a
# # Report success to the shell
# exit -code 0
# # End of template

2. 各ラインの最初の 2 文字を削除します（コメントとスペース）。

# Start of template
# If the copied and modified template file is "mentor.do", run it
# as: vsim -c -do mentor.do
# 
# Source the generated sim script source msim_setup.tcl
# Compile eda/sim_lib contents first
dev_com
# Override the top-level name (so that elab is useful)
set TOP_LEVEL_NAME top
# Compile the standalone IP.
com
# Compile the top-level vlog -sv ../../top.sv
# Elaborate the design.
elab
# Run the simulation
run -a
# Report success to the shell
exit -code 0
# End of template

3. シミュレーションのトップレベル・ファイルに応じて、TOP_LEVEL_NAMEおよびコンパイル・ステ
ップを適切に変更します。 例えば：

set TOP_LEVEL_NAME sim_top vlog -sv ../../sim_top.sv

4. 必要に応じて、QSYS_SIMDIR変数を追加して、生成された IP シミュレーション・ファイルの位置
を指定します。 デザインのシミュレーション要件を満たすために必要な変更を指定します。 スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションを設定するための変数が用意されていま
す。 詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

5. 生成されたシミュレーション・ディレクトリーから結果のトップレベル・スクリプトを実行します。

vsim –c –do <path to sim_top>.tcl

1.6.2.2.5. Synopsys VCS Simulator セットアップ・スクリプトの入手

生成された Synopsys VCS シミュレーション・スクリプトを最上位のプロジェクト・シミュレーション・
スクリプトに組み込むには、次の手順に従ってください。

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、これらのテンプレート・ラインが含まれています。 「ヘ
ルパーファイル」の前のラインを切り貼りして新しい実行可能ファイルに貼り付けます。 たとえば、
synopsys_vcs.fなどです。

# # Start of template
# # If the copied and modified template file is "vcs_sim.sh", run it
# # as: ./vcs_sim.sh
# # 
# # Override the top-level name
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# # specify a command file containing elaboration options
# # (system verilog extension, and compile the top-level).
# # Override the sim options, so the simulation
# # runs forever (until $finish()).
# source vcs_setup.sh
# TOP_LEVEL_NAME=top
# USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS="'-f ../../../synopsys_vcs.f'"
# USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""
# 
# # helper file: synopsys_vcs.f
# +systemverilogext+.sv
# ../../../top.sv
# # End of template

2. 次のように、vcs.shファイルの各ラインの最初の 2 文字（コメントとスペース）を削除します。

# Start of template
# If the copied and modified template file is "vcs_sim.sh", run it
# as: ./vcs_sim.sh
# 
# Override the top-level name
# specify a command file containing elaboration options
# (system verilog extension, and compile the top-level).
# Override the sim options, so the simulation
# runs forever (until $finish()).
source vcs_setup.sh
TOP_LEVEL_NAME=top
USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS="'-f ../../../synopsys_vcs.f'"
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""

3. 次のように、synopsys_vcs.fファイルの各ライン（コメントとスペース）の最初の 2 文字を削
除します。

# helper file: synopsys_vcs.f
 +systemverilogext+.sv
 ../../../top.sv
# End of template

4. シミュレーションのトップレベル・ファイルに応じて、TOP_LEVEL_NAMEおよびコンパイル・ステ
ップを適切に変更します。 例えば：

TOP_LEVEL_NAME=sim_top

5. 必要に応じて、QSYS_SIMDIR変数を追加して、生成された IP シミュレーション・ファイルの位置
を指定します。 デザインのシミュレーション要件を満たすために必要な変更を指定します。 スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションを設定するための変数が用意されていま
す。 詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

6. vcs_sim.shへのパスを指定して、生成されたシミュレーション・ディレクトリーから結果のトッ
プレベル・スクリプトを実行します。

1.6.2.2.6. Synopsys VCS MX Simulator セットアップ・スクリプトの入手

生成された Synopsys VCS MX シミュレーション・スクリプトを組み込み、トップレベルのプロジェク
ト・シミュレーション・スクリプトで使用するには、以下の手順に従ってください。

1. 生成されたシミュレーション・スクリプトには、これらのテンプレート・ラインが含まれています。 「ヘ
ルパーファイル」の前のラインをカットアンドペーストして新しい実行可能ファイルに貼り付けま
す。 たとえば、vcsmx.shなどです。

# # Start of template
# # If the copied and modified template file is "vcsmx_sim.sh", run
# # it as: ./vcsmx_sim.sh
# # 
# # Do the file copy, dev_com and com steps
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# source vcsmx_setup.sh
# SKIP_ELAB=1
      
# SKIP_SIM=1
# 
# # Compile the top level module vlogan +v2k
     +systemverilogext+.sv "$QSYS_SIMDIR/../top.sv"
  
# # Do the elaboration and sim steps
# # Override the top-level name
# # Override the sim options, so the simulation runs
# # forever (until $finish()).
# source vcsmx_setup.sh
# SKIP_FILE_COPY=1
# SKIP_DEV_COM=1
# SKIP_COM=1
# TOP_LEVEL_NAME="'-top top'"
# USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""
# # End of template

2. 以下に示すように、各ラインの最初の 2 文字（コメントとスペース）を削除します。

# Start of template
# If the copied and modified template file is "vcsmx_sim.sh", run
# it as: ./vcsmx_sim.sh
# 
# Do the file copy, dev_com and com steps
source vcsmx_setup.sh
SKIP_ELAB=1
SKIP_SIM=1
  
# Compile the top level module
vlogan +v2k +systemverilogext+.sv "$QSYS_SIMDIR/../top.sv"
   
# Do the elaboration and sim steps
# Override the top-level name
# Override the sim options, so the simulation runs
# forever (until $finish()).
source vcsmx_setup.sh
SKIP_FILE_COPY=1
SKIP_DEV_COM=1
SKIP_COM=1
TOP_LEVEL_NAME="'-top top'"
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=""
# End of template

3. シミュレーションのトップレベル・ファイルに応じて、TOP_LEVEL_NAMEおよびコンパイル・ステ
ップを適切に変更します。 例えば：

TOP_LEVEL_NAME=”-top sim_top’”

4. トップレベル・ファイルのコンパイルを適切に変更します。たとえば、次のようにします。

vlogan +v2k +systemverilogext+.sv "$QSYS_SIMDIR/../sim_top.sv"

5. 必要に応じて、QSYS_SIMDIR変数を追加して、生成された IP シミュレーション・ファイルの位置
を指定します。 デザインのシミュレーション要件を満たすために必要な変更を指定します。 スクリ
プトには、コンパイルまたはシミュレーション・オプションを設定するための変数が用意されていま
す。 詳細については、生成されたスクリプトを参照してください。

6. vcsmx_sim.shへのパスを指定して、生成されたシミュレーション・ディレクトリーから結果のト
ップレベル・スクリプトを実行します。
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1.7. シミュレーションの実行(カスタムフロー)

次のより複雑なシミュレーション・シナリオをサポートするには、カスタムのシミュレーション・フローを
使用します。

• デザインのカスタムコンパイル、エラボレーション、実行コマンド、あるいはシミュレーション・ライ
ブラリー・モデル・ファイル(マクロ、デバッグ/最適化オプション、シミュレーター固有のエラボレー
ション、あるいはランタイム・オプション)

• マルチパス・シミュレーション・フロー

• 動的に生成されたシミュレーション・スクリプトを使用するフロー

カスタム・シミュレーション・フローに向けたライブラリーのコンパイルおよびシミュレーション・スクリプ
トの生成には、次を使用します。

• Simulation Library Compiler — デバイス、HDL、およびシミュレーターに向けてインテル
FPGA シミュレーション・ライブラリーをコンパイルします。カスタム・シミュレーション・フローの一
部としてシミュレーション・ライブラリーをコンパイルするには、スクリプトを生成します。このツー
ルは、デザインファイル、IP ファイル、あるいはテストベンチファイルはコンパイルしません。

• IP および Platform Designer シミュレーション・スクリプト — インテル FPGA IP コアと
Platform Designer システムに向けて生成されたスクリプトをシミュレーション・スクリプトを作
成するためのテンプレートとして使用します。デザインに複数の IP コアあるいは Platform
Designer システムが含まれている場合、手動あるいは ip-make-simscriptユーティリティ
ーを使用してシミュレーション・スクリプトを単一のスクリプトに組み合わせることが可能です。

カスタム・シミュレーション・フローで次の手順を実行します。

1. シミュレーターでデザインファイルとテストベンチ・ファイルをコンパイルします。

2. シミュレーターでシミュレーションを実行します。

1.8.  インテル FPGA デザインのシミュレーション 改訂履歴

次の表は本資料の改訂履歴です。

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

変更内容

2018.05.07 18.0.0 • Cadence Xcelium Parallel Simulator に含めるサポートされているシミュレーシ
ョン・ツールのリストを更新しました。

• シミュレーション・セットアップ・スクリプトのリストに xcelium_setup.shを追
加しました。

• トピック「 Xcelium シミュレーション・セットアップ・スクリプトのソーシング」を追加
しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11
月 6 日

17.1.0 • クイックスタートの例に Simulation Library Compiler の詳細および別の手順を追加しました。

2017 年 5 月
8 日

17.0.0 • 最新バージョン情報でシミュレーター・サポート・テーブルを更新しました。

2016 年 10
月 31 日

16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。
• ゲートレベル・タイミング・シミュレーションに関する情報を削除しました。
• 最新バージョン情報でシミュレーター・サポート・テーブルを更新しました。

continued...   
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日付 バージョン 変更内容

2016 年 5 月
2 日

16.0.0 • プロ・エディションでの NativeLink のサポートを削除しました。スタンダード・エディションでの NativeLink サ
ポートの制限を追加しました。

• 最新バージョン情報でシミュレーター・サポート・テーブルを更新しました。

2015 年 11
月 2 日

15.1.0 • 新しいトピック「バージョンに依存しない IP シミュレーション・スクリプトの生成」を追加しました。
• サポートされているすべてのシミュレーターに向けて IP シミュレーション・スクリプト・テンプレートの例を追加

しました。
• 新しいトピック「IP シミュレーション・スクリプトのトップレベル・スクリプトへの統合」を追加しました。
• 最新バージョン情報でシミュレーター・サポート・テーブルを更新しました。
• 表記を Quartus II から Quartus Prime へ変更しました。

2015 年 5 月
4 日

15.0.0 • 最新バージョン情報でシミュレーター・サポート・テーブルを更新しました。
• ゲートレベル・タイミング・シミュレーションは、Stratix IV および Cyclone IV デバイスに限定されています。
• ModelSim - Intel FPGA Edition ソフトウェアでの混合言語シミュレーションのサポートを追加しました。

2014 年 6 月
30 日

14.0.0 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP Catalog と置き換えました。

2013 年 5 月 13.0.0 • 導入部分とシステムおよび IP ファイルのロケーションを更新しました。

2012 年 11
月

12.1.0 • シミュレーションに関連した他のドキュメントの最新の変更内容を反映するように章を改訂しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • さまざまなシミュレーション・フローを反映するために章を再編成しました。
• 新しい IP コアに向けた NativeLink サポートを追加しました。

2011 年 11
月

11.1.0 • 暗号化されたアルテラ・シミュレーション・モデル・ファイルに関する情報を追加しました。
• IP シミュレーションおよび NativeLink に関する情報を追加しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメンテーショ
ンのアーカイブを検索してください。
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2.  ModelSim - Intel FPGA Edition、 ModelSim 、および
QuestaSim

サポートされている EDA シミュレーターは、 インテル Quartus Prime デザインフローに含めること
が可能です。このドキュメントでは、ModelSim または QuestaSim ソフトウェアを使用してデザインを
シミュレーションするためのガイドラインを示します。エントリーレベルの ModelSim - Intel FPGA
Edition には、コンパイル済みのシミュレーション・ライブラリーが含まれています。

注意: 最新バージョンの ModelSim - Intel FPGA Edition ソフトウェアは、プレーンテキスト HDL のネイ
ティブ、混合言語(VHDL/Verilog HDL/SystemVerilog)コ・シミュレーションをサポートします。
VHDL のみのシミュレーターを使用している場合、ModelSim-Intel FPGA Edition ソフトウェアを使
用して、Verilog HDL モジュールと IP コアのシミュレーションが可能です。また、別のコ・シミュレーシ
ョン・ソフトウェアを購入することもできます。

関連情報
• インテル FPGA デザインのシミュレーション (4 ページ)

• インテル Quartus Prime プロジェクトの管理

2.1. クイックスタート例(Verilog を使用する ModelSim)

以下の RTL シミュレーションの例を適用することで、ModelSim を素早く開始することができます。

1. EDA シミュレーターと実行可能パスを指定するには、 インテル Quartus Prime tcl シェル画面
に次の Tcl パッケージ・コマンドを入力します。

set_user_option -name EDA_TOOL_PATH_MODELSIM <modelsim executable
path>

set_global_assignment -name EDA_SIMULATION_TOOL "MODELSIM
(verilog)"

2. 次のいずれかの方法でシミュレーション・モデル・ライブラリーをコンパイルします。

• デザインに必要となるすべてのシミュレーション・モデル・ライブラリーをサポートされるシミュ
レーターに自動でコンパイルするには、Tools > Launch Simulation Library
Compiler の順でクリックします。シミュレーション・ツール、言語、ターゲットとするデバイス
ファミリー、出力箇所のオプションを指定して、OK をクリックします。

• インテル FPGA シミュレーション・ライブラリーを手動で作成してマッピングするには、次のコ
マンドを入力します。入力後、モデルを手動でコンパイルします。

vlib <lib1>_ver
vmap <lib1>_ver <lib1>_ver
vlog -work <lib1><lib1>

デザインのシミュレーション実行中に、コンパイルされたシミュレーション・モデル・ライブラリーを
使用します。シミュレーションの実行方法については、EDA シミュレーターのドキュメンテーション
を参照してください。
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3. デザインファイルとテストベンチ・ファイルをコンパイルします。

vlog -work work <design or testbench name>.v

4. デザインをロードします。

vsim -L work -L <lib1>_ver -L <lib2>_ver work.<testbench name>

2.2. ModelSim、ModelSim-Intel FPGA Edition、および QuestaSim のガイド
ライン

次のガイドラインは、ModelSim、ModelSim-Intel FPGA Edition、および QuestaSim ソフトウェア
でのデザインのシミュレーションに適用されます。

2.2.1. ModelSim-Intel FPGA Edition 用コンパイル済みライブラリーの使用

ModelSim-Intel FPGA Edition ソフトウェアには、機能シミュレーションとゲートレベル・シミュレー
ションの両方に向けてコンパイル済みのライブラリーが用意されています。シミュレーション実行前に、
これらのライブラリーファイルをコンパイルしないでください。ModelSim および QuestaSim に向けて
はコンパイル済みのライブラリーは提供されていません。ModelSim および QuestaSim を使用して機
能シミュレーションあるいはゲートレベル・シミュレーションを実行する場合、必要なライブラリーをコ
ンパイルしなければいけません。

<install path> /altera/で提供されているライブラリーは、シミュレーション・ネットリストを作成
する インテル Quartus Prime ソフトウェアのバージョンに適合している必要があります。コンパイル
済みのライブラリーが使用する インテル Quartus Prime ソフトウェアのバージョンと互換性を持つこ
とを確認するには、<install path> /altera/version.txtファイルを参照してください。このフ
ァイルは、 インテル Quartus Prime ソフトウェアのバージョンとコンパイル済みのライブラリーのビ
ルドを表示します。

注意: インテル Quartus Prime ソフトウェアのバージョン 10.1 以降に同梱されている暗号化されたシミュ
レーション・モデル・ファイルは、ModelSim-Intel FPGA Edition ソフトウェアのバージョン 6.6c 以降
でのみ読み出し可能です。これらの暗号化されたシミュレーション・モデル・ファイルは、<Intel
Quartus Prime System directory> /quartus/eda/sim_lib/ <mentor>ディレクトリー
に格納されています。

2.2.2. Verilog HDL から VHDL へのパラメーター情報の受け渡し

Verilog HDL から VHDL に値を渡すには、インライン・パラメーターを使用する必要があります。

デフォルトでは、x_on_violation_option ロジックオプションがすべてのデザインレジスターに対し
てイネーブルされるため、タイミング違反で「X」が出力されます。特定のレジスターでタイミング違反の
「X」伝播をディセーブルするには、次の インテル Quartus Prime Settings File (.qsf)の例に示す
ように、特定のレジスターに対して x_on_violation_option ロジックオプションをディセーブルし
ます。

set_instance_assignment -name X_ON_VIOLATION_OPTION OFF -to \
<register_name>

例-1: インライン・パラメーターの受け渡しの例

lpm_add_sub#(.lpm_width(12), .lpm_direction("Add"),
.lpm_type("LPM_ADD_SUB"),
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.lpm_hint("ONE_INPUT_IS_CONSTANT=NO,CIN_USED=NO" ))

lpm_add_sub_component (
  .dataa (dataa),
  .datab (datab),
  .result (sub_wire0)
);

注意: このパラメーターのシーケンスは、VHDL コンポーネント宣言の GENERIC のシーケンスに依存しま
す。

2.2.3. シミュレーション速度の高速化

デフォルトでは、ModelSim および QuestaSim ソフトウェアはデバッグ最適化モードで動作します。

ModelSim および QuestaSim ソフトウェアを速度最適化モードで実行するには、次の 2 つの vlog コ
マンドライン・スイッチを追加します。このモードでは、モジュール境界のフラット化およびループの最適
化が実行されます。これにより、デバッグ階層のレベルが排除され、シミュレーションが高速化されます。
このスイッチは、ModelSim-Intel FPGA Edition シミュレーターではサポートされていません。

vlog -fast -05

2.2.4. シミュレーション・メッセージの表示

ModelSim および QuestaSim ソフトウェアのエラーメッセージと警告メッセージは、vsim コードま
たは vcom コードでタグ付けされています。vsim または vcom のエラーおよび警告の原因・解決方法
を判断するには、verror コマンドを使用します。

たとえば、ModelSim は次のエラーを返します。

# ** Error: C:/altera_trn/DUALPORT_TRY/simulation/modelsim/DUALPORT_TRY.vho(31):
 (vcom-1136) Unknown identifier "stratixiv"

この場合、次のコマンドを入力します。

verror 1136

次の説明が表示されます。

# vcom Message # 1136:
# The specified name was referenced but was not found. This indicates
# that either the name specified does not exist or is not visible at 
# this point in the code.

注意: デザインに深いレベルの階層が含まれており、かつ Maintain hierarchy EDA ツールのオプション
がオンである場合、ポストフィットあるいはポストマップ・ネットリストに多数のモジュール・インスタンス
が作成されることがあります。このような状態は、ModelSim-Intel FPGA Edition インスタンスの制限
を超える場合があります。

ModelSim-Intel FPGA Edition インスタンスの制限内に抑えるには、ポストフィットあるいはポスト
マップ・ネットリストでモジュール・インスタンスの個数を 1 に制限するよう Maintain hierarchy を
オフにします。このオプションにアクセスするには、Assignments > Settings > EDA Tool
Settings > More Settings の順でクリックします。
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2.2.5. シミュレーション波形の表示

ModelSim-Intel FPGA Edition、ModelSim、および QuestaSim は Wave Log Format File
(.wlf)をシミュレーション後に自動生成します。この .wlfを使用すれば、波形図を生成することが
できます。

ModelSim-Intel FPGA Edition、ModelSim、QuestaSim で.wlfから波形を表示するには、次の手
順を実行します。

1. コマンドラインで、vsimと入力します。ModelSim/QuestaSim または ModelSim-Intel
FPGA Edition ダイアログボックスが表示されます。

2. File > Datasets の順でクリックすると、Datasets Browser ダイアログボックスが表示され
ます。

3. Open をクリックし、.wlfを選択します。

4. Done をクリックします。

5. Object ブラウザーで、観察する信号を選択します。

6. Add > Wave をクリックした後、Selected Signals をクリックします。
ModelSim-Intel FPGA Edition、ModelSim、あるいは QuestaSim で波形が表示可能となる前
に、.vcdを.wlfに変換する必要があります。

7. .vcdを.wlfに変換するには、次のコマンドラインを入力します。

vcd2wlf <example>.vcd <example>.wlf

8. 変換後、ModelSim または QuestaSim で.wlfの波形を表示します。

2.2.6. ModelSim-Intel FPGA Edition の Waveform Editor を使用したシミュレーシ
ョン

ModelSim-Intel FPGA Edition の Waveform Editor は、シミュレーションに向けたスティミュラス・
ベクターを作成するシンプルな方法として使用できます。ModelSim-Intel FPGA Edition の
Waveform Editor の波形ウィンドウから波形をインタラクティブに操作することで、このデザイン・ステ
ィミュラスを作成することが可能です。ModelSim-Intel FPGA Edition の Waveform Editor を使用
すれば、波形の作成と編集、作成した波形からの直接的なシミュレーションの操作、および生成した波形
のスティミュラス・ファイルへの保存が実行可能です。

関連情報
ModelSim Web Page

2.3. ModelSim シミュレーションのセットアップ・スクリプト例

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザインの IP コアに向けて msim_setup.tcl シミュ
レーション・セットアップ・スクリプトを生成することができます。このスクリプトは必要となるデバイス・ラ
イブラリー・モデル、そしてデザインファイルをコンパイルし、 シミュレーターが最適化されたデザインま
たはシミュレーターが最適化されていないデザインをエラボレートします。このスクリプトを実行するに
は、シミュレーターの Transcript ウィンドウでソース msim_setup.tclと入力します。

あるいは、コマンドラインでシミュレーターを使用している場合は、次のコマンドを入力することもでき
ます。

vsim -c -do msim_setup.tcl
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次の例では、top-level-simulate.doカスタム・トップレベル・シミュレーション・スクリプトがデ
ザインに向けて階層変数である TOP_LEVEL_NAMEを top_testbenchに設定し、変数
QSYS_SIMDIRを生成されたシミュレーション・ファイルのロケーションに設定しています。

# Set hierarchy variables used in the IP-generated files
set TOP_LEVEL_NAME "top_testbench"
set QSYS_SIMDIR "./ip_top_sim" 
# Source generated simulation script which defines aliases used below
source $QSYS_SIMDIR/mentor/msim_setup.tcl 
# dev_com alias compiles simulation libraries for device library files
dev_com
# com alias compiles IP simulation or Qsys model files and/or Qsys model files 
in the correct order
com 
# Compile top level testbench that instantiates your IP
vlog -sv ./top_testbench.sv 
# elab alias elaborates the top-level design and testbench
elab
# Run the full simulation
run - all

この例では、トップレベルのシミュレーション・ファイルは元の IP コアと同じディレクトリーに格納されて
いるため、この変数は IP が生成したディレクトリー構造に設定されています。 QSYS_SIMDIR変数
は、生成された IP シミュレーション・ファイルに向けて相対的な階層パスを提供します。このスクリプト
は生成された msim_setup.tclスクリプトを呼び出し、スクリプトからのエイリアスコマンドを使用
してシミュレーションに必要な IP ファイルおよびトップレベルのシミュレーション・テストベンチのコン
パイルとエラボレーションを実行します。elabコマンドを実行する際、たとえば elab
+nowarnTFMPCのように、追加のシミュレーター・エラボレーション・コマンド・オプションを指定する
ことができます。上記の例では、最後のコマンドがシミュレーションを開始します。

2.4. サポートされない機能

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、 ModelSim の次のシミュレーション機能はサポート
していません。

• インテル Quartus Prime は、 ModelSim へのコンパニオン・ライセンスをサポートしていません。

• USB ソフトウェア・ガードは、 ModelSim ソフトウェアのバージョン 5.8d 以前のバージョンでは
サポートされていません。

• ModelSim ソフトウェアのバージョン 5.5b 以前のバージョンに対しては、ソフトウェアに含まれ
ている PCLS ユーティリティーを使用してライセンスをセットアップしてください。

• ModelSim と QuestaSim の一部のバージョンは、SystemVerilog、PSL アサーション、
SystemC などをサポートしています。特定の機能のサポートの詳細については、Mentor
Graphics 社の資料を参照してください。

関連情報
ModelSim-Intel FPGA Edition Software ウェブページ
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2.5.  ModelSim - Intel FPGA Edition、 ModelSim 、および QuestaSim 改
訂履歴

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

変更内容

2017 年 11 月 6 日 17.1.0 • タイトルを「 ModelSim - Intel FPGA Edition、 ModelSim 、QuestaSim サポー
ト*に変更しました。

• 伝播遅延のシミュレーションおよびレジスターでのタイミング違反のディスエーブル
のトピックを削除しました。 インテル Quartus Prime プロ・エディションは、タイミン
グ・シミュレーションをサポートしていません。

• クイックスタートの例に Simulation Library Compiler の詳細および別の手順を追
加しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 8 日 17.0.0 • サポートされていない NativeLink ゲートレベル・シミュレーシ
ョンについての注を削除しました。

2016 年 10 月 31 日 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。
• ロードデザイン構文のエラーを訂正しました。

2016 年 5 月 2 日 16.0.0 • プロ・エディションでの NativeLink シミュレーションのサポー
トを削除しました。

• ModelSim - Intel FPGA Edition インスタンスの制限の回避
についての注を追記しました。

2015 年 11 月 2 日 15.1.0 表記を Quartus II から Quartus Prime へ変更しました。

2015 年 5 月 4 日 15.0.0 • ModelSim - Intel FPGA Edition ソフトウェアでの混合言語
シミュレーションのサポートを追加しました。

2014 年 6 月 30 日 14.0.0 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP Catalog と置
き換えました。

2012 年 11 月 12.1.0 • 一般的なシミュレーションに関する情報をアルテラデザインの
シミュレーションに記載しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • サーベイ・リンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 • ドキュメントのテンプレートを更新しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメンテーショ
ンのアーカイブを検索してください。

2.  ModelSim - Intel FPGA Edition、 ModelSim 、および QuestaSim
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3. Synopsys VCS および VCS MX のサポート

サポートされている EDA シミュレーターは、 インテル Quartus Prime デザインフローに含めること
ができます。この章では、Synopsys VCS および VCS MX ソフトウェアを使用した インテル Quartus
Prime デザインのシミュレーションに向けたガイドラインを提供します。

3.1. クイックスタートの例(Verilog を使用する VCS)

以下の RTL シミュレーションの例を適用することで、VCS を素早く開始することができます。

1. EDA シミュレーターと実行可能パスを指定するには、 インテル Quartus Prime tcl シェル画面
に次の Tcl パッケージ・コマンドを入力します。

set_user_option -name EDA_TOOL_PATH_VCS <VCS executable path>

set_global_assignment -name EDA_SIMULATION_TOOL "VCS"

2. 次のいずれかの方法でシミュレーション・モデル・ライブラリーをコンパイルします。

• デザインに必要となるすべてのシミュレーション・モデル・ライブラリーをサポートされるシミュ
レーターに自動でコンパイルするには、Tools > Launch Simulation Library
Compiler の順でクリックします。シミュレーション・ツール、言語、ターゲットとするデバイス
ファミリー、出力箇所のオプションを指定して、OK をクリックします。

デザインのシミュレーション実行中に、コンパイルされたシミュレーション・モデル・ライブラリーを
使用します。シミュレーションの実行方法については、EDA シミュレーターのドキュメンテーション
を参照してください。

3. デザインファイルおよびテストベンチ・ファイルを指定するために、simlib_comp.vcsファイル
を編集します。

4. VCS シミュレーターを実行するには、次を入力します。

vcs -R -file simlib_comp.vcs

3.2. VCS および VCS MX のガイドライン

次のガイドラインは、VCS あるいは VCS MX ソフトウェアを使用するインテル FPGA デザインのシミ
ュレーションに適用されます。
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• systemverilog パッケージが定義されるため、altera_lnsim.svの-v オプションは指定し
ないでください。

• すべての.v ファイルが verilog 2001 ファイルとしてコンパイルされ、その他のファイルが
systemverilog ファイルとしてコンパイルされるようするには、-verilogおよび
+verilog2001ext+.vファイルを追加してください。

• Stratix® V 以降のデバイスファミリーには、VCS および VCS MX 用の IEEE 暗号化シミュレーシ
ョン・ファイルが含まれているため、-lcaオプションを追加してください。

• ピコ秒の分解能を確保するには、-timescale=1ps/1psを追加してください。

3.3. VCS シミュレーションのセットアップ・スクリプト例

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザインの IP コアに向けてシミュレーション・セットア
ップ・スクリプトを生成することができます。このスクリプトには、必要なシミュレーション・モデルを正し
い順序でコンパイルするシェルコマンドが含まれています。このスクリプトはまた、トップレベルのデザ
インをエラボレートし、100 タイムユニットのシミュレーションをデフォルトで実行します。このスクリプ
トは、Linux のコマンドシェルから実行できます。

VCS および VCS MX のスクリプトが、vcs_setup.sh (Verilog HDL あるいは SystemVerilog 用)
と vcsmx_setup.sh (VHDL を使用した Verilog HDL および SystemVerilog の組み合わせ用)で
す。生成された.sh スクリプトを読み出して、スクリプトをソースする際、あるいはスクリプトを編集した
場合に直接再定義を実行するための上書きが可能な変数を確認します。デザイン用にシミュレーション・
スクリプトを設定するには、コマンドラインを使用してシェルスクリプトに変数値を渡します。

例-2: シミュレーション変数を渡すコマンドラインの使用例

sh vcsmx_setup.sh\
USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS=+rad\
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=+vcs+lic+wait

例-3: VCS-MX 用のトップレベル・シミュレーション・シェル・スクリプトの例

# Run generated script to compile libraries and IP simulation files
# Skip elaboration and simulation of the IP variation
sh ./ip_top_sim/synopsys/vcsmx/vcsmx_setup.sh SKIP_ELAB=1 SKIP_SIM=1 
QSYS_SIMDIR="./ip_top_sim"
#Compile top-level testbench that instantiates IP
vlogan -sverilog ./top_testbench.sv
#Elaborate and simulate the top-level design 
vcs –lca –t ps <elaboration control options> top_testbench
simv <simulation control options>

例-4: VCS 用のトップレベル・シミュレーション・シェル・スクリプトの例

# Run script to compile libraries and IP simulation files
sh ./ip_top_sim/synopsys/vcs/vcs_setup.sh TOP_LEVEL_NAME=”top_testbench”\
# Pass VCS elaboration options to compile files and elaborate top-level
 passed to the script as the TOP_LEVEL_NAME
USER_DEFINED_ELAB_OPTIONS="top_testbench.sv"\
# Pass in simulation options and run the simulation for specified amount of 
time.
USER_DEFINED_SIM_OPTIONS=”<simulation control options>

3. Synopsys VCS および VCS MX のサポート
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3.4. Synopsys VCS および VCS MX サポート 改訂履歴

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

変更内容

2017 年 11 月 6 日 17.1.0 • 伝播遅延のシミュレーションおよびレジスターでのタイミング違反のディスエーブル
のトピックを削除しました。 インテル Quartus Prime プロ・エディションは、タイミン
グ・シミュレーションをサポートしていません。

• クイックスタートの例に Simulation Library Compiler の詳細および別の手順を追
加しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 8 日 17.0.0 • サポートされていない NativeLink ゲートレベル・シミュレーシ
ョンについての注を削除しました。

2016 年 10 月 31 日 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。
• .vcdファイル生成のサポートを削除しました。

2016 年 5 月 2 日 16.0.0 • プロ・エディションでの NativeLink シミュレーションのサポー
トを削除しました。

2015 年 11 月 2 日 15.1.0 表記を Quartus II から インテル Quartus Prime へ変更しまし
た。

2014 年 6 月 30 日 14.0.0 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP Catalog と置
き換えました。

2012 年 11 月 12.1.0 • 一般的なシミュレーションに関する情報をアルテラデザインの
シミュレーションに記載しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • サーベイリンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 • ドキュメントのテンプレートを更新しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメンテーショ
ンのアーカイブを検索してください。

3. Synopsys VCS および VCS MX のサポート
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4. Aldec Active-HDL および Riviera-PRO *のサポート

サポートされている EDA シミュレーターは、 インテル Quartus Prime デザインフローに含めること
ができます。この章では、Aldec Active-HDL および Riviera-Pro ソフトウェアを使用した インテル
Quartus Prime デザインのシミュレーションに向けたガイドラインを提供します。

4.1. クイックスタートの例 (Active-HDL VHDL)

以下の RTL シミュレーションの例を適用することで、Active-HDL を素早く開始することができます。

1. EDA シミュレーターと実行可能パスを指定するには、 インテル Quartus Prime tcl シェル画面
に次の Tcl パッケージ・コマンドを入力します。

set_user_option -name EDA_TOOL_PATH_ACTIVEHDL <Active HDL
executable path>

set_global_assignment -name EDA_SIMULATION_TOOL "Active-HDL
(VHDL)"

2. 次のいずれかの方法でシミュレーション・モデル・ライブラリーをコンパイルします。

• デザインに必要となるすべてのシミュレーション・モデル・ライブラリーをサポートされるシミュ
レーターに自動でコンパイルするには、Tools > Launch Simulation Library
Compiler の順でクリックします。シミュレーション・ツール、言語、ターゲットとするデバイス
ファミリー、出力箇所のオプションを指定して、OK をクリックします。

• インテル FPGA シミュレーション・モデルを手動でコンパイルします。

vlib <library1> <altera_library1> 
vcom -strict93 -dbg -work <library1> <lib1_component/pack.vhd> 
<lib1.vhd>

デザインのシミュレーション実行中に、コンパイルされたシミュレーション・モデル・ライブラリーを
使用します。シミュレーションの実行方法については、EDA シミュレーターのドキュメンテーション
を参照してください。

3. Active-HDL シミュレーターを開きます。

4. ワークスペースを作成・展開します。

createdesign <workspace name> <workspace path>
opendesign -a <workspace name>.adf

5. ワークライブラリーを作成し、ネットリストおよびテストベンチ・ファイルをコンパイルします。

vlib work
vcom  -strict93  -dbg -work work <output netlist> <testbench file>

6. デザインをロードします。

vsim +access+r -t 1ps +transport_int_delays +transport_path_delays \
-L work -L <lib1> -L <lib2> work.<testbench module name>
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7. Active-HDL シミュレーターでシミュレーションを実行します。

4.2. Aldec Active-HDL および Riviera-Pro のガイドライン

次のガイドラインは、Active-HDL あるいは Riviera-PRO ソフトウェアを使用するインテル FPGA デ
ザインのシミュレーションに適用されます。

4.2.1. SystemVerilog ファイルのコンパイル

デザインに複数の SystemVerilog ファイルが含まれている場合、単一の alog コマンドを使用して
System Verilog ファイルをコンパイルする必要があります。デザインに Verilog ファイルと
SystemVerilog ファイルが含まれている場合、まず最初に Verilog ファイルをコンパイルし、次に単一
の alogコマンドを使用して SystemVerilog ファイルのみをコンパイルします。

4.3. シミュレーション・セットアップ・スクリプトの使用

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザインの IP コアに向けて
rivierapro_setup.tclシミュレーション・セットアップ・スクリプトを生成することができます。
このスクリプトの内容と使用方法は、ModelSim シミュレーターによって使用される
msim_setup.tclファイルと似ています。

関連情報
Simulating IP Cores

4.4. Aldec Active-HDL および Riviera-PRO *のサポート 改訂履歴

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

変更内容

2017 年 11 月 6 日 17.1.0 • 伝播遅延のシミュレーションおよびレジスターでのタイミング違反のディスエーブル
のトピックを削除しました。 インテル Quartus Prime プロ・エディションは、タイミン
グ・シミュレーションをサポートしていません。

• クイックスタートの例に Simulation Library Compiler の詳細および別の手順を追
加しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 8 日 17.0.0 • サポートされていない NativeLink ゲートレベル・シミュレーシ
ョンについての注を削除しました。

2016 年 10 月 31 日 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。

2016 年 5 月 2 日 16.0.0 • プロ・エディションでの NativeLink シミュレーションのサポー
トを削除しました。

2015 年 11 月 2 日 15.1.0 表記を Quartus II から インテル Quartus Prime へ変更しまし
た。

2014 年 6 月 30 日 14.0.0 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP Catalog と置
き換えました。

2012 年 11 月 12.1.0 • 一般的なシミュレーションに関する情報をアルテラデザインの
シミュレーションに記載しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • サーベイ・リンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 • ドキュメントのテンプレートを更新しました。

4. Aldec Active-HDL および Riviera-PRO *のサポート
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関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメンテーショ
ンのアーカイブを検索してください。
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5. Cadence シミュレーターのサポート

サポートされている EDA シミュレーターは、 インテル Quartus Prime プロ・エディションデザインフ
ローに含めることができます。この章では、Cadence Incisive Enterprise (IES)ソフトウェアおよび
Xcelium Parallel Simulator ソフトウェアを使用した インテル Quartus Prime プロ・エディション
デザインのシミュレーションに向けたガイドラインを提供します。

5.1. クイックスタートの例(NC-Verilog)

以下の RTL シミュレーションの例を適用することで、IES を素早く開始することができます。

1. View > TCL Console をクリックして、TCL Console を開きます。

2. EDA シミュレーターと実行可能パスを指定するには、 インテル Quartus Prime tcl シェル画面
に次の Tcl パッケージ・コマンドを入力します。

set_user_option -name EDA_TOOL_PATH_NCSIM <ncsim executable path>

set_global_assignment -name EDA_SIMULATION_TOOL "NC-Verilog
(Verilog)"

3. 次のいずれかの方法でシミュレーション・モデル・ライブラリーをコンパイルします。

• デザインに必要となるすべてのシミュレーション・モデル・ライブラリーをサポートされるシミュ
レーターに自動でコンパイルするには、Tools > Launch Simulation Library
Compiler の順でクリックします。シミュレーション・ツール、言語、ターゲットとするデバイス
ファミリー、出力箇所のオプションを指定して、OK をクリックします。

• 次のコマンドラインによってもインテル FPGA シミュレーション・ライブラリーをコンパイルす
ることができます。

quartus_sh --simlib_comp -tool ncsim -family <device family>
  -language <language> -gen_only -cmd_file <sim_script_file_name>

このコマンドラインにより、シミュレーション・ライブラリーのコンパイルに使用できる
cds.lib、hdl.var、および<sim_script_file_name>が生成されます。

デザインのシミュレーション実行中に、コンパイルされたシミュレーション・モデル・ライブラリーを
使用します。シミュレーションの実行方法については、EDA シミュレーターのドキュメンテーション
を参照してください。

4. IES を使用してデザインおよびテストベンチをエラボレートします。

ncelab <work library>.<top-level entity name>

5. シミュレーションを実行します。

ncsim <work library>.<top-level entity name>
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5.2. GUI およびコマンドライン・インターフェイスの使用

インテル FPGA は、IES GUI インターフェイス、コマンドライン・シミュレーター・インターフェイス、およ
び Xcelium Parallel Simulator のコマンドライン・サポートをサポートします。

IES GUI を開くには、コマンドプロンプトで nclaunchと入力します。

表 7. IES シミュレーション実行ファイル

プログラム 機能

ncvlog ncvlogは、Verilog HDL コードをコンパイルし、構文および静的セマンティクスのチェックを実行します。

ncvhdl ncvhdlは、VHDL コードをコンパイルし、構文および静的セマンティクスのチェックを実行します。

ncelab 設計階層をエラボレートし、信号の接続性を診断します。

ncsdfc VHDL シミュレーターを使用したシミュレーションのバックアノテーションを実行します。

ncsim 混合言語シミュレーションを実行します。このプログラムは、イベント・スケジューリングを実行し、シミュレー
ション・コードを実行するシミュレーション・カーネルです。

表 8. Xcelium シミュレーション実行ファイル

プログラム 機能

xmvlog xmvlogは、Verilog HDL コードをコンパイルし、構文および静的セマンティクスのチェックを実行します。

xmvhdl xmvhdlは、VHDL コードをコンパイルし、構文および静的セマンティクスのチェックを実行します。

xmelab 設計階層をエラボレートし、信号の接続性を診断します。

xmsim 混合言語シミュレーションを実行します。このプログラムは、イベント・スケジューリングを実行し、シミュレー
ション・コードを実行するシミュレーション・カーネルです。

5.3. Cadence Incisive Enterprise (IES)のガイドライン

次のガイドラインは、IES ソフトウェアを使用するインテル FPGA デザインのシミュレーションに適用さ
れます。

• systemverilog パッケージが定義されるため、altera_lnsim.svの-v オプションは指定し
ないでください。

• すべての.v ファイルが verilog 2001 ファイルとしてコンパイルされ、その他のファイルが
systemverilog ファイルとしてコンパイルされるようするには、-verilogおよび
+verilog2001ext+.vファイルを追加してください。

• Stratix V 以降のデバイスファミリーには、IES 用の IEEE 暗号化シミュレーション・ファイルが含
まれているため、-lcaオプションを追加してください。

• ピコ秒の分解能を確保するには、-timescale=1ps/1psを追加してください。

5.3.1. パルス拒否遅延のシミュレーション

IES ソフトウェアは、プリミティブ間の伝播遅延よりも短いパルスはすべてデフォルトでフィルタリング
します。 IES ソフトウェアでパルス拒否遅延オプションを設定すると、シミュレーション・ツールによるこ
れらのパルスのフィルタリングを防止します。次のオプションを使用して、すべての信号パルスがシミュ
レーション結果に確実に表示されるようにします。
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表 9. パルス拒否遅延のオプション

プログラム 機能

-PULSE_R シミュレーション・パルスがゲートレベル・プリミティブの遅延よりも短い場合に使用します。引数は、パスに対
するパルス拒否制限の遅延のパーセンテージです。

-PULSE_INT_R シミュレーション・パルスがゲートレベル・プリミティブ間の相互接続遅延よりも短い場合に使用します。引数
は、パスに対するパルス拒否制限の遅延のパーセンテージです。

5.3.2. シミュレーション波形の表示

IES は、.trnファイルをシミュレーション後に自動で生成します。SimVision 波形を表示するに
は、.trnを使用することができます。

SimVision を使用して.trnファイルから波形を表示するには、次の手順を実行します。

1. コマンドラインで simvisionと入力すると、Design Browser ダイアログボックスが表示さ
れます。

2. File > Open Database の順でクリックし、.trnファイルをクリックします。

3. Design Browser ダイアログボックスで、階層から観察したい信号を選択します。

4. 選択した信号を右クリックし、Send to Waveform Window をクリックします。

波形は SimVision の.vcdファイルからは表示させることはできません。また、.vcdファイル
を.trnファイルに変換することは不可能です。

5.4. IES シミュレーションのセットアップ・スクリプト例

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザインの IP コアに向けて ncsim_setup.shシ
ミュレーション・セットアップ・スクリプトを生成することができます。このスクリプトには、必要なデバイ
ス・ライブラリー、IP あるいは Platform Designer シミュレーション・モデルを正しい順序でコンパイ
ルするシェルコマンドが含まれています。このスクリプトはまた、トップレベルのデザインをエラボレート
し、100 タイムユニットのシミュレーションをデフォルトで実行します。このスクリプトは、Linux のコマ
ンドシェルから実行できます。デザイン用にシミュレーション・スクリプトを設定するには、コマンドライ
ンを使用してシェルスクリプトに変数値を渡します。

生成された.shスクリプトを読み出して、スクリプトをソースする際、あるいは生成された.shスクリプ
トで直接再定義を実行するための上書きが可能な変数を確認します。例えば、変数の
USER_DEFINED_ELAB_OPTIONSおよび USER_DEFINED_SIM_OPTIONSを使用して追加の
エラボレーションとシミュレーション・オプションを指定することが可能です。

例-5: Incisive (NCSIM)用のトップレベル・シミュレーション・シェル・スクリプトの例

# Run script to compile libraries and IP simulation files 
# Skip elaboration and simulation of the IP variation
sh ./ip_top_sim/cadence/ncsim_setup.sh SKIP_ELAB=1 SKIP_SIM=1 QSYS_SIMDIR="./
ip_top_sim"

#Compile the top-level testbench that instantiates your IP
ncvlog -sv ./top_testbench.sv
#Elaborate and simulate the top-level design 
ncelab <elaboration control options> top_testbench
ncsim <simulation control options> top_testbench
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5.5. Cadence シミュレーターのサポート 改訂履歴

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

変更内容

2018 年 5 月 7 日 18.0.0 • Xcelium Parallel Simulator のサポートの章の名称を変更しました。
• Xcelium コマンドラインのサポートを追加しました。
• クイックスタートの例のコマンドを更新しました。

表 10. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 15 日 17.1.1 • トピック「デザインのエラボレーション」および「シミュレーショ
ン・タイミング・データのバックアノテート」を削除しました。これ
らのトピックは、 インテル Quartus Prime スタンダード・エデ
ィションでのシミュレーションにのみ適用されます。

2017 年 11 月 6 日 17.1.0 • 伝播遅延のシミュレーションおよびレジスターでのタイミング
違反のディスエーブルのトピックを削除しました。 インテル
Quartus Prime プロ・エディションは、タイミング・シミュレー
ションをサポートしていません。

• クイックスタートの例に Simulation Library Compiler の詳
細および別の手順を追加しました。

2016 年 10 月 31 日 16.1.0 • インテルにブランド名を変更しました。

2016 年 5 月 2 日 16.0.0 • プロ・エディションでの NativeLink シミュレーションのサポー
トを削除しました。

2015 年 11 月 2 日 15.1.0 表記を Quartus II から インテル Quartus Prime へ変更しまし
た。

2014 年 8 月 18 日 14.0.a10.0 • VCS および VCS MX への誤った参照を訂正しました。

2014 年 6 月 30 日 14.0.0 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP カタログに置
き換え

2012 年 11 月 12.1.0 • 一般的なシミュレーションに関する情報をアルテラデザインの
シミュレーションに記載しました。

2012 年 6 月 12.0.0 • サーベイリンクを削除しました。

2011 年 11 月 11.0.1 • ドキュメントのテンプレートを更新しました。

関連情報
Documentation Archive

以前のバージョンの インテル Quartus Prime ハンドブックを確認するには、ドキュメンテーショ
ンのアーカイブを検索してください。
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A.  インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド

インテル Quartus Prime プロ・エディション FPGA デザインフローのすべてのフェーズの包括的な情
報については、以下のユーザーガイドを参照してください。

関連情報
• 使い始めユーザーガイド

基本機能、ファイル、およびデザインフローを紹介します。 インテル Quartus Prime プロ・エデ
ィションソフトウェア インテル Quartus Prime プロ・エディションプロジェクトと IP、初期デ
ザイン計画の考慮事項、および以前のソフトウェアバージョンからのプロジェクト移行について
説明します。

• プラットフォームデザイナーユーザーガイド
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）によるシステムの作成と最適化について説明します。プラットフォーム・デ
ザイナーは、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。

• デザイン推奨事項ユーザーガイド
FPGA をデザインするための最良のデザイン手法について説明します。 インテル Quartus
Prime プロ・エディションソフトウェア。 HDL コーディングスタイルと同期デザインの実践は、
デザインのパフォーマンスに大きな影響を与えます。推奨される HDL コーディングスタイルに
従って、 インテル Quartus Prime プロ・エディション合成は、最適なデザインをハードウェアで
実現します。

• CRC Compiler User Guide
インテル Quartus Prime プロ・エディション Compiler のすべてのステージのセットアップ、
実行、および最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、およびルーティングします。

• デザイン最適化ユーザガイド
インテル FPGA で最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。技術
には、デザインネットリストの最適化、リタイミングとタイミング・クロージャを制限するクリティ
カル・チェインの対処、デバイスリソースの使用の最適化が含まれます。

• コントローラー・ユーザーガイド
インテル FPGA ダウンロードケーブルを使用して インテル FPGA デバイスをコンフィグレー
ションし、CPLD およびコンフィグレーション・デバイスをプログラムすることができる 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。

• ブロックベースデザインユーザガイド
モジュールベースまたは階層型のデザイン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）を保護し、他のプロジェクトでデザインブロッ
クを再使用することができます。
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• パーシャル・リコンフィギュレーション・ユーザーガイド
Partial Reconfiguration について説明します。これは FPGA の一部を動的に再構成できる高
度なデザインフローで、残りの FPGA デザインは引き続き機能します。他の領域での操作に影
響を与えることなく、特定のデザイン領域に対して複数のペルソナを定義します。

• サードパーティシミュレーションユーザーガイド
サードパーティシミュレーション・ツールの RTL およびゲートレベルデザイン・シミュレーショ
ンのサポートについて、 Aldec* 、 Cadence* 、 Mentor Graphics 、および Synopsys デバ
イス・プログラミングの前にデザイン動作を検証できるようにします。シミュレーター・サポート、
シミュレーション・フロー、シミュレーション Intel FPGA IP を含みます。

• サードパーティ合成ユーザーガイド
Mentor Graphics 、 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。

• ブート・ツール・ユーザガイド
設計をリアルタイムで検証するための インテル Quartus Prime プロ・エディションインシステ
ム・デザインの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（または「タップ」）することによって可視性を提
供します。これらのツールには、System Console、 Signal Tap ロジック・アナライザー、トラ
ンシーバー・ツールキット、インシステム・メモリー・コンテンツ・エディター、およびインシステ
ム・ソースとプローブエディターが含まれます。

• Timing Analyzer ユーザーガイド
基本的なスタティック・タイミング解析の原理と、業界標準の制約、解析、およびレポート手法を
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 タイミ
ング・アナライザーの使用方法について説明します。

• 電力解析および最適化のチェックリスト
デバイスの消費電力を正確に見積もることができる 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。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するデバイスの消費電力を見積もります。

• デザイン制約ユーザーガイド
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、コンパイラーがデ
ザインを実装する方法に影響するタイミングとロジックの制約について説明します。インターフ
ェイス・プランナーを使用して、インターフェイス実装のプロトタイプを作成し、クロックを計画
し、すぐに法的なデバイス・フロアプランを定義します。ピン・プランナーを使用して、ターゲット・
デバイスのグラフィック表示内のすべての I/O 割り当てを視覚化、変更、および検証します。

• PCB デザイン・ツール・ユーザーガイド
Mentor Graphics および Cadence*によるオプションのサードパーティ製 PCB 設計ツール
のサポートについて説明しています。HSPICE モデルと IBIS モデルによるシグナル・インテグ
リティー解析とシミュレーションに関する情報も含まれています。

• コントローラー・ユーザーガイド
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解析の実行、レポートの生成など、さまざまな機能を実行
するための Tcl およびコマンドラインスクリプトの使用方法について説明します。

A.  インテル Quartus Prime プロ・エディションユーザーガイド
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