
ISE Design Suite ソフトウェア マニュアル
およびヘルプ - PDF コレクション

この文書に含まれているソフトウェア マニュアルはすべて、ザイリンクス ISE® (Integrated

Software Environment) をサポートしています。 マニュアルを表示するには、左のウィンドウで

マニュアルのタイトルをクリックするか、または次のデザイン フロー図で関連するデザイン ス

テップをクリックします。

メモ : ソフトウェアを使用し始める場合は、「ソフトウェア入門に関するマニュアル」を参照して
ください。 マニュアルではリファレンス情報が提供され、 ヘルプではリファレンス情報および
ISE ソフトウェアの使用手順が提供されます。 チュートリアルでは、デザイン プロセスが手順
ごとに説明されています。
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入門

タイトル 内容

ISE ヘルプ • デザイン フローを含む、ISE® (Integrated Software

Environment) の概要

• Project Navigator から起動できる ISE ツールを使用した

FPGA または CPLD デ ザインの作成、定義、コンパイル方法

• 前バージョンで使用したプロジェクトの移行方法

ISE® Design Suite : Logic Edition

– クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよ

び典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのす

べてを実行するツール チェーンを使用してデザインを完成

させるときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオ

で置き換えられました。

EDK 補足資料 • エンベデッド開発キット (EDK) の使用方法

• MicroBlaze™ および PowerPC® プロセッサの情報

• コアのテンプレートおよびザイリンクス デバイス ドライバ

の情報
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デザイン入力に関するマニュアル

タイトル 内容

制約ガイド • サポート アーキテクチャ、使用可能なエレメント、伝搬規則、構

文例などを含 む各ザイリンクス制約の説明

• 制約の種類および入力方法

• タイミング制約の使用方法

• サードパーティ制約の説明

Constraints Editor ヘルプ • よく使用される制約のほとんどに簡単にアクセスできる

Constraints Editor を使用したユーザー制約ファイル (UCF) の

編集方法

• Constraints Editor ヘルプはISE ヘルプに含まれています。

CORE Generator ヘルプ • アーキテクチャ特有、ドメイン特有 (エンベデッド開発システム、

コネクティビティ、および DSP)、マーケット特有 IP のカタログが

提供されており、メモリや FIFO などのよく使用されるファンク

ションからフィルタや変換などのシステム レベルの構築ブロック

までを生成できます。

• プロパティに必要な IP を作成する方法

• CORE Generator ヘルプは ISE ヘルプに含まれています。

Data2MEM ユーザー ガイド Virtex® デバイスの BRAM セルの内容設定を自動化および簡素化

するData2MEM ツールの説明

ハードウェア ユーザー ガイド

メモ : このマニュアルは Web

サイト japan.xilinx.com でのみ

ご覧になれます。

• RocketIO™ マルチギガビット トランシーバおよび IBM PowerPC®

プロセッサの情報を含む、最新の Virtex® および Spartan® デ

バイスのファンクションおよび動作の説明

• Virtex および Spartan デバイスの特殊機能を使用した最大集

積度および最大パフォーマンスの達成方法

• FPGA コンフィギュレーション手法およびプリント基板ボード

(PCB) デザインでの考慮事項

ISE ヘルプ • デザイン フローを含む、ISE® (Integrated Software Environment)

の概要

• Project Navigator から起動できる ISE ツールを使用した FPGA

または CPLD デ ザインの作成、定義、コンパイル方法

• 前バージョンで使用したプロジェクトの移行方法
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タイトル 内容

ISE® Design Suite : Logic

Edition – クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよび

典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのすべて

を実行するツール チェーンを使用してデザインを完成させ

るときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオで置

き換えられました。

ISE Text Editor ヘルプ • ASCII、UCF、VHDL、Verilog、Tcl ファイルなどのテキスト ファ

イルを作成、表示、編集方法

• ISE Text Editor ヘルプは、ISE ヘルプに含まれています。

ISim ユーザー ガイド VHDL、Verilog、および VHDL/Verilog 混合デザインで論理シミュ

レーションおよびタイミング シミュレーションを実行する ISim ツール

の説明

ライブラリ ガイド • アルファベット順、ファンクション カテゴリなどによって分類され

たザイリンクス ユニファイド ライブラリの情報

• 各ザイリンクス デザイン エレメントのサポート アーキテクチャ、

デザインの入力方法、構文例、関連する制約などの情報

PACE ヘルプ CPLD デバイスのピンの割り当ておよびエリア制約の作成を実行す

る PACE (Pinout and Area Constraints Editor) の使用方法

メモ : PACE は CPLD デバイスでのみ使用できます。 FPGA デバイ

スのピン割り当ては、PlanAhead ユーザー ガイドを参照してください。

PlanAhead ユーザー ガイド • PlanAhead™ ソフトウェアの詳細情報

• Project Navigator の PinAhead 環境を使用した合成前および合

成後に使用される I/O ピン配置の説明

• クリティカルなロジックを制約し、インターコネクト長を短くし

て遅延を抑える、合成後およびインプリメンテーション後のフ

ロアプラン手法の説明

• PlanAhead の詳細は、

http://japan.xilinx.com/tools/planahead.htm を参照してく

ださい。

Schematic Editor/Symbol

Editor ヘルプ

• ISE® デザイン フローのビヘイビア シミュレーションまたは合成

ステップの入力として最上位回路図を作成する方法、最上位回

路図にインスタンシエートする下位の回路図の作成方法

• 新しいシンボルの作成方法、既存のシンボルを編集して回路

図にインスタンシエートする方法

• Schematic and Symbol Editors ヘルプは ISE ヘルプに含まれ

ています。
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タイトル 内容

System Generator for DSP 関

連資料

• System Generator for DSP の開発環境 (MATLAB® および

Simulink®) の説明

• パフォーマンスの高い FPGA ベースの DSP システムを設計、シ

ミュレーショ ン、インプリメント、デバッグする方法

Xilinx Timing Constraints

User Guide

高パフォーマンス アプリケーション向けのタイミング クロージャ

を解決するタイミング制約手法
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デザイン合成に関するマニュアル

タイトル 内容

ISE® Design Suite : Logic Edition

– クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよ

び典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのす

べてを実行するツール チェーンを使用してデザインを完成

させるときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオ

で置き換えられました。

RTL Viewer/Technology Viewer

ヘルプ

• XST 合成ツールによる合成後に RTL Viewer を使用して

RTL (Register Transfer Level) のネットリストを回路図とし

て表示する方法

• XST 合成ツールによる合成後に Technology Viewer を使用

して Technology Level のネットリストを回路図として表示

する方法

合成/シミュレーション デザイン

ガイド

• ハードウェア記述言語 (HDL) を使用した FPGA (Field

Programmable Gate Arrays) の一般的な設計方法

• HDL や FPGA に慣れていないユーザー向けの設計ヒント

XST ユーザー ガイド • HDL 言語、ザイリンクス デバイス、および制約の Xilinx

Synthesis Technology (XST) サポート

• FPGA および CPLD の最適化手法

• Project Navigator の [Process] ウィンドウおよびコマンド ラ

インからの起動方法

XST ユーザー ガイド (Virtex-6

および Spartan-6 デバイス用)

『XST ユーザー ガイド (Virtex-6 および Spartan-6 用)』は、リファ

レンスおよび具体的な方法のガイドとして使用できます。 このガ

イドには、次が含まれています。

• XST の実行および制御手順を含む Xilinx Synthesis

Technology (XST) 合成ツールの詳細な説明

• HDL を使用した回路設計でのコード手法

• ビルトインの FPGA 最適化技術を使用してザイリンクス

Virtex®-6 および Spartan®-6 デバイスで最適なインプリメン

テーションを達成するためのガイドライン
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デザイン インプリメンテーションに関するマニュアル

タイトル 内容

コマンド ライン ツール ユーザー

ガイド (開発システム リファレン

ス ガイド)

• ザイリンクス コマンド ライン ツールを使用したデザインの変

換、インプリメ ンテーション、および検証方法の詳細

• ザイリンクス FPGA、CPLD、および Tcl コマンド ライン ツー

ルのリファレ ンス情報 (構文、入力ファイル、出力ファイル、

およびオプションを含む)

• MAP および PAR オプションの異なる組み合わせを試すこと

が可能な SmartXplorer の情報

• コマンド ライン情報を含めたマニュアルを最適な名前で

表すため、『開発シス テム リファレンス ガイド』から変更

されました。

FPGA Editor ヘルプ • FPGA デザインを手動で配置配線する FPGA Editor グラ

フィカル ユーザー インターフェイスの使用方法

• デザインへのプローブの追加、ILA (Integrated Logic

Analyzer) コアの処理、Timing Analyzer とのクロス プロー

ブに関する情報

XPower Analyzer ヘルプ • ザイリンクス FPGA および CPLD の電力消費を解析する

XPower Analyzer アプリケー ションの使用方法

• XPower Analyzer ヘルプは ISE ヘルプに含まれています。
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ビヘイビア シミュレーションに関するマニュアル

タイトル 内容

ISE® Design Suite : Logic Edition

– クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよ

び典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのす

べてを実行するツール チェーンを使用してデザインを完成

させるときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオ

で置き換えられました。

ISim ユーザー ガイド VHDL、Verilog、および VHDL/Verilog 混合デザインで論理シ

ミュレーションおよびタイミング シミュレーションを実行する ISim

ツールの説明

ライブラリ ガイド • アルファベット順、ファンクション カテゴリなどによって分類さ

れたザイリンクス ユニファイド ライブラリの情報

• 各ザイリンクス デザイン エレメントのサポート アーキテクチャ、

デザインの入力方法、構文例、関連する制約などの情報

合成/シミュレーション デザイン

ガイド

• ハードウェア記述言語 (HDL) を使用した FPGA (Field

Programmable Gate Arrays) の一般的な設計方法

• HDL や FPGA に慣れていないユーザー向けの設計ヒント
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論理シミュレーションに関するマニュアル

タイトル 内容

ISE® Design Suite : Logic Edition

– クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよ

び典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのす

べてを実行するツール チェーンを使用してデザインを完成

させるときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオ

で置き換えられました。

ISim ユーザー ガイド VHDL、Verilog、および VHDL/Verilog 混合デザインで論理シ

ミュレーションおよびタイミング シミュレーションを実行する ISim

ツールの説明

ライブラリ ガイド • アルファベット順、ファンクション カテゴリなどによって分類さ

れたザイリンクス ユニファイド ライブラリの情報

• 各ザイリンクス デザイン エレメントのサポート アーキテクチャ、

デザインの入力方法、構文例、関連する制約などの情報

合成/シミュレーション デザイン

ガイド

• ハードウェア記述言語 (HDL) を使用した FPGA (Field

Programmable Gate Arrays) の一般的な設計方法

• HDL や FPGA に慣れていないユーザー向けの設計ヒント
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スタティック タイミング解析に関するマニュアル

タイトル 内容

コマンド ライン ツール ユーザー

ガイド (開発システム リファレンス

ガイド)

• ザイリンクス コマンド ライン ツールを使用したデザインの

変換、インプリメ ンテーション、および検証方法の詳細

• ザイリンクス FPGA、CPLD、および Tcl コマンド ライン ツー

ルのリファレ ンス情報 (構文、入力ファイル、出力ファイ

ル、およびオプションを含む)

• MAP および PAR オプションの異なる組み合わせを試すこ

とが可能な SmartXplorer の情報

• コマンド ライン情報を含めたマニュアルを最適な名前で

表すため、『開発シス テム リファレンス ガイド』から変更

されました。

Timing Analyzer ヘルプ (FPGA 用) • FPGA デザインでのスタティック タイミング解析実行方法

• カスタマイズされたタイミング解析レポートの生成と評価

および合成ツール、 Technology Viewer、および FPGA

Editor を使用したクロスプローブに関する情報

• Timing Analyzer ヘルプ (FPGA 用) は、ISE ヘルプに含

まれています。

Timing Analyzer ヘルプ (CPLD 用) • CPLD デザインでのスタティック タイミング解析実行方法

• カスタマイズされたタイミング解析レポートの生成と評価に

関する情報

Xilinx Timing Constraints User

Guide

高パフォーマンス アプリケーション向けのタイミング クロージャ

を解決するタイミング制約手法
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タイミング シミュレーションとバック アノテーションに関するマニュアル

タイトル 内容

コマンド ライン ツール ユーザー

ガイド (開発システム リファレン

ス ガイド)

• ザイリンクス コマンド ライン ツールを使用したデザインの変

換、インプリメ ンテーション、および検証方法の詳細

• ザイリンクス FPGA、CPLD、および Tcl コマンド ライン ツー

ルのリファレ ンス情報 (構文、入力ファイル、出力ファイル、

およびオプションを含む)

• MAP および PAR オプションの異なる組み合わせを試すこと

が可能な SmartXplorer の情報

• コマンド ライン情報を含めたマニュアルを最適な名前で

表すため、『開発シス テム リファレンス ガイド』から変更

されました。

ISE® Design Suite : Logic Edition

– クイック ツアー

(ページが表示さたら [Design

Tools] をクリック)

Logic Edition の主なハイライトおよび機能のクイック ツアーおよ

び典型的なデザイン シナリオでの使用方法を紹介します。

• HDL 入力、配置配線からビットストリームの生成までのす

べてを実行するツール チェーンを使用してデザインを完成

させるときの主要手順

• ピンの割り当ておよび制約の設定などの共通タスク

• 結果を解析してグラフィックの表示するべき関連箇所

メモ : 『ISE クイック スタート チュートリアル』は、このビデオ

で置き換えられました。

ISim ユーザー ガイド VHDL、Verilog、および VHDL/Verilog 混合デザインで論理シ

ミュレーションおよびタイミング シミュレーションを実行する ISim

ツールの説明

ISE Design Suite ソフトウェア マニュアルおよびヘルプ
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インサーキット検証に関するマニュアル

タイトル 内容

ChipScope 関連資料

メモ : ChipScope Pro の詳細は、

ChipScope Pro のページを参照

してください。

• ChipScope™ Pro コアを生成し FPGA デザインに追加する

ツール、ChipScope Pro Core Generator の使用方法

• HDL ソース コードを変更せずにコアを合成後のネットリス

トに挿入するた めのツール、ChipScope Pro Core Inserter

の使用方法

• インサーキット検証 (オンチップ デバッグ) を実行するための

ツール、 ChipScope Pro Analyzer の使用方法。 データの

表示および ChipScope Pro コア との連動方法、ChipScope

Pro JTAG ダウンロード機能と互換性のあるビット ストリーム

の作成方法、JTAG を使用した FPGA へのビットストリー

ムのダ ウンロード方法など

コマンド ライン ツール ユーザー

ガイド (開発システム リファレン

ス ガイド)

• ザイリンクス コマンド ライン ツールを使用したデザインの変

換、インプリメ ンテーション、および検証方法の詳細

• ザイリンクス FPGA、CPLD、および Tcl コマンド ライン ツー

ルのリファレ ンス情報 (構文、入力ファイル、出力ファイル、

およびオプションを含む)

• MAP および PAR オプションの異なる組み合わせを試すこと

が可能な SmartXplorer の情報

• コマンド ライン情報を含めたマニュアルを最適な名前で

表すため、『開発シス テム リファレンス ガイド』から変更

されました。

ISE ヘルプ • デザイン フローを含む、ISE® (Integrated Software

Environment) の概要

• Project Navigator から起動できる ISE ツールを使用した

FPGA または CPLD デ ザインの作成、定義、コンパイル方法

• 前バージョンで使用したプロジェクトの移行方法

ISE Design Suite ソフトウェア マニュアルおよびヘルプ

12 http://japan.xilinx.com UG681 (v 12.2) 2010 年 7 月 23 日

http://www.xilinx.com/cgi-bin/SW_Docs_Redirect/sw_docs_redirect?locale=jp&topic=xilinx+literature
http://www.xilinx.com/cgi-bin/SW_Docs_Redirect/sw_docs_redirect?locale=jp&topic=chipscope
./isehelp_start.htm


ISE Design Suite ソフトウェア マニュアルおよびヘルプ - PDF コレクション

デバイスのプログラムに関するマニュアル

タイトル 内容

データシート • ザイリンクス デバイス ファミリの説明

• デバイス注文情報

• ファンクションの詳細、電気特性、パフォーマンス特性、ピン

配置、パッケージ情報など

ハードウェア ユーザー ガイド

メモ : このマニュアルは Web サ

イト japan.xilinx.com でのみご覧

になれます。

• RocketIO™ マルチギガビット トランシーバおよび IBM

PowerPC® プロセッサの情報を含む、最新の Virtex® および

Spartan® デバイスのファンクションおよび動作の説明

• Virtex および Spartan デバイスの特殊機能を使用した最大

集積度および最大パフォーマンスの達成方法

• FPGA コンフィギュレーション手法およびプリント基板ボード

(PCB) デザインでの考慮事項

iMPACT ヘルプ • iMPACT でのザイリンクス ケーブルを使用したザイリンク

ス FPGA のコンフィギュレーション方法およびザイリンクス

CPLD および PROM のプログラム方法。 バウンダリ スキャ

ン、スレーブ シリアル、ダイレクト SPI モードを使用したデバ

イス コンフィギュレーションおよびプログラムの手順。

• System ACE™ CF、PROM、SVF、STAPL、および XSVF プロ

グラム ファイルの生成方法

• iMPACT ヘルプは ISE ヘルプに含まれています。

ISE Design Suite ソフトウェア マニュアルおよびヘルプ
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ライブラリ ガイド

ライブラリ ガイドには、ザイリンクス ユニファイド ライブラリに含まれるデザイン エレメント (マク

ロおよびプリミティブ) に関する情報が記載されています。 デバイス ファミリおよびデザインの

入力方法別に複数のライブラリ ガイドがあり、次の内容が掲載されています。

• デザインの入力方法

• デザイン エレメントのファンクション カテゴリ

• デザイン エレメントの情報

メモ : HDL 用のライブラリ ガイドには、プロジェクトにコピーして使用できるインスタンシエー

ション コードも含まれています。

次のライブラリ ガイドがあります。

• 『CPLD ライブラリ ガイド』

• 『Spartan®-3 ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Spartan-3 ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Spartan-3A および Spartan-3A DSP ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Spartan-3A および Spartan-3A DSP ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Spartan-3E ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Spartan-3E ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Spartan-6 ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Spartan-6 ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Virtex®-4 ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Virtex-4 ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Virtex-5 ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Virtex-5 ライブラリ ガイド (回路図用)』

• 『Virtex-6 ライブラリ ガイド (HDL 用)』

• 『Virtex-6 ライブラリ ガイド (回路図用)』
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