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第 1 章

入門

ISim の概要

ISim は、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 HDL (Hardware Description Language) シミュレーター

です。

シミュレーション ライブラリ

ザイリンクスのシミュレーション デバイス ライブラリはあらかじめコンパイルされており、アップ

デートのインストール時に自動的に更新されます。ISim で使用するライブラリは、Simulation

Library Compilation Wizard (Compxlib) でコンパイルしないでください。

言語サポート

ISim では、次の言語がサポートされています。

言語 サポート

VHDL IEEE-STD-1076-2000

Verilog IEEE-STD-1364-2001

SDF ザイリンクス NetGen で生成された SDF ファイル

VITAL VITAL-2000

混合 VHDL/Verilog あり

VHDL FLI/VHPI なし

Verilog PLI なし

SystemVerilog なし

ほかのアサート ベースの言語 なし

機能サポート

ISim では、次の機能がサポートされています。

ISim ユーザー ガイド
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第 1 章 : 入門

機能 サポート

インクリメンタル コンパイル あり

ソース コードのデバッグ あり

SDF のアノテーション あり

VCD の生成 あり

SAIF のサポート あり

ハード IP : MGT、PPC、PCIe® など あり

マルチスレッド あり

ISim の OS サポート

ISim の OS サポートは、『ISE Design Suite : インストール、ライセンス、およびリリース ノート』

を参照してください。

メモ : Windows XP/Vista (64 ビット) システムで 32 ビット/64 ビット モードを使用すると、ISim
を実行できます。 32 ビット/64 ビット モードでザイリンクス ツールを実行する方法の詳細は、
『ISE Design Suite : インストール、ライセンス、およびリリース ノート』を参照してください。

シミュレーションの手順

ISim の操作モード

ISimには次の 3 つの操作モードがあります。

• グラフィカル ユーザー インターフェイス

• 対話型コマンド ライン

• 非対話型バッチ

操作モード 機能 ISim の起動方法

グラフィカル ユーザー

インターフェイス

シミュレーション データのグラ

フィカル表示。シミュレーション

の実行およびデータの検証、デ

バッグには、メニュー コマンド、

文脈依存コマンド、およびツー

ルバー ボタンを使用します。ま

た、[Console] タブに Tcl コマン

ドを入力しても実行できます。

グラフィカル ユーザー インター

フェイスでの作業の詳細は、「グ

ラフィカル　ユーザー　インター

フェイスの概要」を参照してく

ださい。

• ISE® からの場合 : [Simulate

Behavioral Model] など、デザイン

でシミュレーション プロセスを実行

します。

• コマンド プロンプトからの場合 :

my_sim.exe -gui など、シミュ

レーション実行ファイルを -gui オ

プションと共に実行します。

• コマンド プロンプトからの場合 :

波形コンフィギュレーション ファ

イルと直前のシミュレーションを

開くには、シミュレーション実行

ファイルを -gui オプションおよ

び -view <file.wcfg> と共に

実行します。

メモ : また、isimgui.exe –view
<wcfg_file>.wcfg を使用すると、

ISim ユーザー ガイド

8 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



第 1 章 : 入門

操作モード 機能 ISim の起動方法

読み取り専用モードで GUI を開くこと
も可能です。

対話型コマンド ライン グラフィカル　ユーザー　イン

ターフェイスとの対話はありませ

ん。コマンドは、コマンド プロ

ンプトから実行されます。シミュ

レーション実行ファイルが実行

されると、データを検証、デバッ

グするシミュレーション Tcl コマ

ンドを入力する Tcl プロンプト

が開きます。

詳細は、「VHDL シミュレーショ

ンの概要」、「Verilog シミュレー

ションの概要」、または「混合言

語シミュレーションの概要」を参

照してください。

コマンド プロンプトからの場合 :

1. シミュレーション実行ファイルを

生成するコマンドを実行します。

例 : fuse -prj my_prj.prj

tb -L unisims_ver -L

userlib -o my_sim.exe

2. シミュレーション実行ファイルを実

行します。例 : my_sim.exe

非対話型バッチ グラフィカル　ユーザー　イン

ターフェイスとの対話はありませ

ん。コマンド シーケンス 1 つが

実行され、Tcl コマンドを含む

1 つのバッチ ファイルに含まれ

ているコマンド オプションおよ

び内容によりすべての操作が

制御されます。

詳細は、「ISim シミュレーション

実行ファイル コマンドの概要と

構文」を参照してください。

コマンド プロンプトからの場合 :

1. シミュレーション実行ファイルを

生成するコマンドを実行します。

例 : fuse -prj my.prj tb

-L mylib -L yourlib -o

my_sim.exe

2. Tcl コマンドを含むファイルを生成

します。

3. シミュレーション実行ファイルを

-tclbatch オプションと共に

実行します。例 : my_sim.exe

-tclbatch cmd.tcl

シミュレーション手順の概要

ISim でデザインをシミュレーションするときの基本的な手順を次で説明します。

• 手順 1 : ファイルの準備とライブラリのマップ

• 手順 2 : デザインの解析とエラボレーション

• 手順 3 : デザインのシミュレーション

• 手順 4 : デザインの検証

• 手順 5 : デザインのデバッグ

手順 1 : ファイルの準備とライブラリのマップ

次のファイルは、ISim でシミュレーションを実行するのに必要です。

• スティミュラス ファイルを含むデザイン ファイル

• ユーザー ライブラリ

• その他のデータ ファイル

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 9



第 1 章 : 入門

スティミュラス ファイル

HDL ベースのテストベンチをスティミュラス ファイルとして含めます。次のいずれかの方法を

使用してテストベンチを作成、編集します。

• テテテキキキススストトト エエエデデディィィタタターーー ::: 任意のテキスト エディターで HDL テストベンチを作成、編集します。

• 言言言語語語テテテンンンプププレレレーーートトト ::: ISE® ソフトウェアに含まれているテンプレートを使用してファイルに

内容を含めます。詳細は、ISE ヘルプの「言語テンプレートの使用」を参照してください。

• サササーーードドドパパパーーーテテティィィ ツツツーーールルル ::: 任意のベンダー ツールで HDL テストベンチを作成、編集

します。

ユーザー ライブラリ

ISim を起動するときに使用するユーザー モードに従って、次の 2 つのユーザー ライブラリ

追加方法があります。

• Project Navigator から ISim を起動する場合は、ISE ソフトウェアでユーザー ライブラリを

定義します。詳細は、ISE ヘルプの「VHDL ライブラリの使用」を参照してください。

• ISim スタンドアロンを使用する場合は、対話型コマンド モードと非対話型モードの両方で

ライブラリ マップ ファイルにユーザーの論理/物理ライブラリを指定するように設定します。

手順 2 : デザインの解析とエラボレーション

シミュレーションの実行前に、ISim ではコードを 1 つまたは複数のライブラリに解析して、デ

ザインが依存するデザイン コンポーネントをエラボレーションする必要があります。この手順

では、シミュレーション実行ファイルが生成されます。

グラフィカル ユーザー インターフェイス モード

ISim の GUI から実行する場合 :

• ISE® から ISim を起動したときにデザインが解析され、デザイン コンポーネントがエラ

ボレーションされます。詳細は、「手順 3 : デザインのシミュレーション」の「ISE からの

シミュレーション」を参照してください。

• デザインが解析され、次のセクションで示すようにコマンド ラインから手動でデザインが

エラボレーションされます。生成したシミュレーション実行ファイルを -gui オプションと

共に実行してグラフィカル ユーザー インターフェイスを起動します。

非対話型コマンド ライン モード

非対話型コマンド ライン モードには、次の 2 つの手順があります。(1) プロジェクト ファイル

を作成し、(2) fuse を使用してプロジェクト ファイルからデザインを解析してデザインをエラ

ボレーションし、シミュレーション実行ファイルを生成します。

ISim ユーザー ガイド
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第 1 章 : 入門

プププロロロジジジェェェクククトトト フフファァァイイイルルルののの作作作成成成 :::

プロジェクト ファイル (PRJ) は fusefusefuse コマンドと使用され、デザインに関連するすべてのファイ

ルのリストを供給します。PRJ ファイルには、言語、ライブラリ名、およびデザイン ファイルが

含まれています。

1. テキスト ファイルを作成して、.prj ファイル拡張子を割り当てます。

2. プロジェクト ファイルの最初の行に、ライブラリおよびソース ファイル情報を次のように入

力します。

verilog|vhdl <library_name> {<file_name_1>.v|.vhd}

verilog|vhdl <library_name> {<file_name_2>.v|.vhd}

.

verilog|vhdl <library_name> {<file_name_n>.v|.vhd}

説明 :

• verilog|vhdl : ソース ファイルが Verilog または VHDL ファイルであることを示します。

verilog または vhdl を含めます。

• <library_name> : 指定行のソースがコンパイルされるライブラリを指定します。work
がデフォルトのライブラリです。

• <file_name> : ライブラリに関連するソース ファイルを指定します。1 行に複数の

Verilog ソース ファイルを指定できます。VHDL ソース ファイルは 1 行に 1 つ指

定できます。

fusefusefuse ののの使使使用用用 :::

PRJ を使用してデザインを解析し、デザインをエラボレーションし、シミュレーション実行ファイ

ルを生成するには、fuse コマンドを使用します。次に例を示します。

fuse -prj my_project.prj work.top work.glbl -o my_sim.exe

fuse コマンドの構文および使用可能なオプションの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を

参照してください。

この手順が正しく実行されたことを確認します。実行されていない場合は、「手順 5 : デザイン

のデバッグ」の「エラー メッセージの確認」および「ログ ファイルの確認」を参照してください。

手順 3 : デザインのシミュレーション

デザインのコンパイルおよびエラボレーションが完了したら、シミュレーション実行ファイルを

実行して、デザインをシミュレーションします。

ISim を読み取り専用モードで実行する方法の詳細は、「スタティック シミュレーションを開く」

を参照してください。

グラフィカル ユーザー インターフェイス モード

コマンド ラインからのシミュレーション

ISim ユーザー ガイド
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1 つ前のプロセスでシミュレーション実行ファイルが生成されました (x.exe (デフォルト) または

ユーザー指定の my_sim.exe)。このシミュレーション実行ファイルを「my_sim.exe -gui」
のように -gui オプションと共に実行します。これで ISim グラフィカル ユーザー インターフェ

イス (GUI) が起動します。このシミュレーション実行ファイル コマンドではシミュレーションは開

始されません。シミュレーションを開始するには「ISim でのシミュレーションの実行」で説明され

ている [Run] シミュレーション コマンドのいずれかを使用します。また、波形コンフィギュレー

ションに信号を追加する必要があります。詳細は、「ISim GUI の起動」を参照してください。

また、オプションでシミュレーション実行ファイルを実行して GUI を起動し、-tclbatch オ

プションを使用して Tcl ファイルでシミュレーションを実行することもできます。たとえば、

「my_sim.exe -gui -tclbatch my_sim.tcl」と入力します。my_sim.tcl ファイル

で wave add コマンド (すべての信号を最上位に追加する wave add / など) を使用して

GUI の起動時に自動的に信号をトレースして表示することができます。

ISE からのシミュレーション

解析、エラボレーション、およびシミュレーション実行ファイル コマンドのすべては、ISE® ソフ

トウェアで次のいずれかのプロセスを実行するとバックグラウンドで実行されます。

• [Simulate[Simulate[Simulate BehavioralBehavioralBehavioral Model]Model]Model] ::: 詳細は、ISE ヘルプの「ビヘイビアー シミュレーショ

ンの実行」を参照してください。

• [Simulate[Simulate[Simulate Post-PlacePost-PlacePost-Place &&& RouteRouteRoute Model]Model]Model] ::: 詳細は、ISE ヘルプの「タイミング シミュレーショ

ンの実行」を参照してください。

これらの ISE プロセスでは ISim GUI が起動して、デフォルトで最上位の信号がトレースされ

ます。オプションで、ISE でカスタム Tcl ファイルを指定して、ISim GUI の起動時にトレース

する信号を制御できます。シミュレーションは ISE のシミュレーション プロセス プロパティの

[Simulation Run Time] で指定された期間実行されます。詳細は、ISE ヘルプの「シミュレーショ

ン プロパティ」を参照してください。

シミュレーションをさらに実行するには「ISim でのシミュレーションの実行」で説明されている

[Run] シミュレーション コマンドのいずれかを使用します。詳細は、「ISim GUI の起動」を参照

してください。

非対話型コマンド ライン モード

my_sim.exe などのシミュレーション実行ファイルを実行します。Tcl プロンプトで run コマン

ドを入力します。

また、-tclbatch オプションを使用してシミュレーション実行ファイル を Tcl ファイルと共に

実行することもできます。たとえば、「my_sim.exe -gui -tclbatch my_sim.tcl」と入
力します。

この手順が正しく実行されたことを確認します。実行されていない場合は、「手順 5 : デザイン

のデバッグ」の「エラー メッセージの確認」および「ログ ファイルの確認」を参照してください。

手順 4 : デザインの検証

デザインのシミュレーションが完了したら、ほとんどの場合デザイン仕様が満たされるようにデ

ザインをデバッグする必要があります。

シミュレーション結果の検証は、次の 2 つの方法で実行できます。

1. 波形ウィンドウの信号の動作を確認します。

2. [Console] パネルまたは Tcl プロンプトで結果を確認します。詳細は、「シミュレーション

コマンドの概要」を参照してください。

ISim ユーザー ガイド
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結果は保存できます。詳細は、「シミュレーション結果の保存」を参照してください。

シミュレーション結果は、読み取り専用のスタティック シミュレーターでも表示できます。詳細

は、「スタティック シミュレーションを開く」を参照してください。

手順 5 : デザインのデバッグ

問題が見つかった場合は、デバッグにより原因とその解決方法を見つける必要があります。

ISim では、多くの方法でデザインをデバッグできます。

エラー メッセージの確認

まずエラー メッセージを確認してデザインにエラーが含まれていないかを確認します。 エラー

メッセージは、ISE® の [Console] パネルおよびログ ファイル (次のセクションを参照) に表示

されます。 次の接頭辞で始まるエラー メッセージを確認してください。

• HDLHDLHDL CompilerCompilerCompiler ::: 解析またはスタティック エラボレーション中にエラーが発生したことを示

します。 エラーがこのプロセス中に発生して正しく実行されなかった場合は、HDL コンパ

イラで問題が発生した可能性があります。 「fuse -v 1」と入力して、問題の追究に役

立つ情報を出力します。 またエラー メッセージは、fuse.log ファイルおよび ISE ソフト

ウェアの [Console] タブ (ISE 統合モード) に表示されます。

• SimulatorSimulatorSimulator ::: 実行コードの生成またはシミュレーション中にエラーが発生したことを示しま

す。 「手順 3 : デザインのシミュレーション」を参照してください。

メッセージに含まれているファイル名および行番号から問題を確認します。

ログ ファイルの確認

ログ ファイルを確認すると、デザイン エラーの原因を見つける際に役立ちます。

• fuse.logfuse.logfuse.log ::: コンパイルおよびエラボレーション プロセス中に fuse により生成された出力を

含むログファイル

• isim.logisim.logisim.log ::: シミュレーション プロセス中にシミュレーション実行ファイルにより生成された出

力を含むログ ファイル。 このファイルにはデザイン データが含まれていないため、ザイリ

ンクスのテクニカル サポートに問題を報告しても安全です。

• isimcrash.logisimcrash.logisimcrash.log ::: ツールで予期せぬエラーまたは状況が見つかるときに生成されるログ

ファイルで、 isim/<simulation_executable>.sim ディレクトリに生成されま

す。 このファイルをザイリンクスに提出してサポートを受けてください。 このファイルに

はデザイン データが含まれていないため、ザイリンクスのテクニカル サポートに問題

を報告しても安全です。

ISim ユーザー ガイド
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Tcl シミュレーション コマンドの使用

一部のシミュレーション コマンドは、デバッグに役立ちます。 これらのコマンドは、Tcl プロン

プトまたは ISim インターフェイスの [Console] パネルで実行できます。

• isim ptrace on

• isim ltrace on

• dump

• show

• isim force

• bp

• onerror

詳細は、「シミュレーション コマンドの概要」を参照してください。

グラフィカル ユーザー インターフェイスのデバッグ

GUI を使用したデバッグ手法の詳細は、「ソース コードのデバッグの概要」を参照してください。

チュートリアル

ISim の使用方法に関するチュートリアルは、『ISim アドバンス チュートリアル』を参照してくだ

さい。

このチュートリアルでは、ISim を使用したデザインのシミュレーションおよびデバッグ方法が

示されています。このチュートリアルを表示するには、ISim で [Help] → [Tutorials] をクリック

します。

サポートされなくなった機能およびコマンド

サポートされなくなったファイルの種類

ISE® 11.1 リリースより、スタティック波形ビューアーで開いたザイリンクス波形 (.xwv) ファイル

は波形データベース (.wdb) ファイルに置き換えられました。 ISE® 11.1 リリースより前のリリー

スで作成されたデザインは、ISE® 12 ソフトウェアで再実行して ISim でシミュレーションし、

WDB ファイルを開いて保存する必要があります。

サポートされなくなったコマンド

次のコマンドは ISE® 11.1 リリースからサポートされなくなりました。 使用すると、無視される

か、またはエラー メッセージが表示されます。

サポートされなくなったコマンド 代わりに使用するコマンド

isimwave isimgui -view <wcfg_file>.wcfg または isimgui
–view <wdb>.wdb (Linux)

isimgui.exe -view <wcfg_file>.wcfg または

isimgui.exe –view <wcfg_file>.wdb (Windows)

詳細は、「スタティック シミュレーションを開く」を参照し

てください。

ISim ユーザー ガイド
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サポートされなくなった Tcl コマンド 代わりに使用するコマンド

dump -p show child

dump -p <process_name> scope <process_name>

dump

isim batch <on/off> なし

ntrace wave log または wave add コマンドを代わりに使用

show status なし

stop コマンド ライン モードで CtrlCtrlCtrl +++ CCC をクリックします。

GUI モードで [Break] ボタン ( ) をクリックします。

サポートされなくなったコマンド ラインのオプション

次のコマンド オプションは ISE® 11.1 リリースからサポートされなくなりました。 推奨する構文

を次に示します。

サポートされなくなった fuse コマン
ド オプション

代わりに使用する構文

fuse -top

(例 : fuse -top yourtop -top
glbl -top thirdtop -work
yourlib)

モジュールは <library_name>.<top_name> で指定され
ます。

(例 : yourlib.yourtop yourlib.glbl
yourlib.thirdtop)

詳細は「fuse コマンド」を参照してください。

fuse -work

(例 : fuse -top yourtop -top
glbl -top thirdtop -work
yourlib)

ライブラリは <library_name>.<top_name> で指定されます。

例 : fuse work.yourtop work.glbl
yourlib.thirdtop

その他の変更

• 11.1 リリースより、デフォルトのシミュレーション タイムスケールが 1fs/1fs から 1ns/1ps

に変更されました。

• 11.3 リリースでは [Simulation] → [Stop] メニュー コマンドおよび [Stop] ツールバー ボタ

ンが削除されました。 ISim を閉じる場合は、別の方法を使用してください。

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 15



ISim ユーザー ガイド

16 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



第 2 章

ISim グラフィカル ユーザー インターフェ
イスの使用

グラフィック　ユーザー　インターフェイスの概要

ISim のグラフィック ユーザー インターフェイス (GUI) は、さまざまなパネルを含むメイン ウィン

ドウ、ワークスペース、ツールバー、およびステータス バーから構成されています。メイン ウィ

ンドウでは、デザインのシミュレーションが可能な箇所の表示、波形コンフィギュレーションで

の信号の追加および表示、コマンドを使用したシミュレーションの実行、デザインの検証、お

よびデバッグを実行できます。

GUI の起動

ISim の GUI は、シミュレーション実行ファイルを ISE® ソフトウェアまたはコマンド ラインから実

行すると起動します。詳細は、シミュレーションの手順の「手順 3 : デザインのシミュレーショ

ン」を参照してください。

ISim を閉じるには、[File] → [Exit] をクリックします。閉じる前に波形コンフィギュレーションを

保存することを尋ねるダイアログ ボックスが表示されます。

ISim ユーザー ガイド
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GUI の説明

# GUI 説明

1 メニュー コマンド ソフトウェアで使用可能な操作のほとんどにアクセスできま
す。一部の操作は、文脈依存メニューからのみアクセス可
能です。

2 ISim ツールバー コマンド よく使用するコマンドにアクセスできます。

3 [Instances and Processes] パ
ネル

シミュレーションに関連するブロック (インスタンスおよびプロ
セス) の階層が表示されます。

4 [Source Files] パネル デザインに関連するファイルのリストが表示されます。

5 [Console] パネル シミュレーターで生成されるメッセージが表示されます。シ
ミュレーションの Tcl コマンドをプロンプトに入力できます。

6 [Breakpoints] パネル デザインに現在設定されているブレークポイントすべてが
リスト表示されます。

7 [Find in Files Results] パネル 複数のファイルから検索文字列と一致した結果が表示され
ます。詳細は、「[Find in Files] コマンドの使用」を参照し
てください。

8 [Search Results] パネル 検索条件と一致する結果が表示されます。

ISim ユーザー ガイド
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# GUI 説明

9 [Objects] パネル [Instances and Processes] パネルで選択されているブロックと
関連するシミュレーション オブジェクトが表示されます。

10 波形ウィンドウ 信号およびバスのリストとその波形、仕切り、カーソル、また
はマーカーなどの波形オブジェクトから構成される波形コン
フィギュレーションが表示されます。波形ウィンドウでは、複
数の波形コンフィギュレーションを表示できます。

11 テキスト エディター ウィンドウ 読み取り専用の HDL ファイルが表示されます。

12 ステータス バー カーソルが配置されているメニュー コマンドまたはツールバー
ボタンの簡単な説明とシミュレーション時間が表示されます。

デザイン階層およびオブジェクトのアイコン

デザイン階層アイコン

デザイン エンティティ/モジュールは、[Instances and Processes] パネルのデザイン階層に表

示されます。

VHDL エンティティ

VHDL パッケージ

VHDL ブロック

VHDL プロセス

Verilog モジュール

Verilog タスクまたは関数

Verilog ブロック

Verilog プロセス

デザイン オブジェクト アイコン

次のデザイン オブジェクトは、[Objects] パネルおよび波形ウィンドウで表示されています。

信号

入力ポート

出力ポート

入出力、双方向ポート

内部信号

定数、パラメーター、およびジェネリック信号

変数

ISim ユーザー ガイド
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リンケージ信号

バッファ信号

バス

入力バス

出力バス

入出力、双方向バス

内部バス

定数、パラメーター、およびジェネリック バス

変数バス

リンケージ バス

バッファ バス

メイン ウィンドウの整列

ウィンドウの整列

ウィンドウ、パネル、およびツールバーは、次のいずれかの手順に従ってインターフェイス内
で移動させることができます。

[Window] メニュー コマンドの使用

[Window] メニュー コマンドは、波形ウィンドウおよびテキスト エディター ウィンドウでのみ使

用できます。

[Cascade] : 作業中のウィンドウを一番上にして、すべてのウィンドウを重ねて表示します。

[Tile Horizontally] : ウィンドウを重ならないように上下に並べて表示します。

[Tile Vertically] : ウィンドウを重ならないように左右に並べて表示します。

[Float] : 作業中のファイルをフロートさせます。

[Dock] : フロートさせたウィンドウをインターフェイスの元の位置に戻します。 このコマンド メ

ニューは、フロートしているウィンドウがあるときのみ表示されます。

ドラッグアンドドロップの使用

パネルやメイン ウィンドウのツールバーなど、インターフェイスのその他の部分では、ドラッグ

アンドドロップを使用してオブジェクトを移動できます。

1. 移動させるパネルのヘッダーをクリックしてホールドします。

2. パネルを新しい位置に移動します。

パネルが配置される場所はグレーボックスで示されます。

3. マウスを放し新しい位置にパネルを配置します。

ISim ユーザー ガイド
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ウィンドウの非表示および復元

メイン ウィンドウのパーツの多くは非表示にして後で復元できます。

メモ : ウィンドウをデフォルトの位置に復元するには、[View] → [Restore Default Layout] を
クリックします。

メニュー コマンド

[View] メニュー コマンドを使用すると、メイン ウィンドウのパネル、ツールバー、およびステー

タス バーを非表示にできます。

• [View][View][View] →→→ [Panels][Panels][Panels] ::: 次の ISim パネルを非表示または復元します。

– [Console]

– [Search Results]

– [Source Files]

– [Breakpoints]

– [Objects]

– [Instances and Processes]

– [Find in Files Results]

• [View][View][View] →→→ [Toolbar][Toolbar][Toolbar] ::: 次の ISim ツールバーを非表示または復元します。

– [Standard]

– [Edit]

– [View]

– [ISim]

– [Window]

– [Help]

• [View][View][View] →→→ [Status[Status[Status Bar]Bar]Bar] ::: メイン ウィンドウの下部に配置されているステータス バーを非

表示または復元します。

標準の [最大化]、[最小化]、[閉じる] コマンドは、波形ウィンドウおよびテキスト エディター

ウィンドウの右上のアイコンから実行できます。

トグル アイコン

トグル アイコンは、[Instances and Processes] パネルや [Objects] パネルなどの ISim ウィンド

ウのパネルの右上に配置されています。
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これらのコマンドを使用すると、パネルを非表示、復元、フロート、またはドッキングできます。

[Toggle[Toggle[Toggle SlideSlideSlide Out]Out]Out] ::: パネルを最小化表示します。ウィンドウの端にあるパネル名にマウスを移

動させてから、もう一度ボタンをクリックするとパネルが復元されます。

[Toggle[Toggle[Toggle Maximized]Maximized]Maximized] ::: パネルを最大化表示します。

もう一度クリックすると、パネル サイズが復元されます。

[Toggle[Toggle[Toggle Floating]Floating]Floating] ::: パネルをフロートさせます。

フロートしているパネルを復元するにはもう一度クリックします。

[Close][Close][Close] ::: パネルを閉じます。

パネルを復元するには、[View] → [Panels] → [(パネル名)] をクリックします。

階層の展開/非展開

ネストされたグループのオブジェクトを含むウィンドウまたはパネルでは、次のいずれかの方

法でその階層を展開または非展開できます。

矢印マークのクリック

: 矢印マークをクリックして階層を展開します。階層は 1 度に 1 つ展開できます。

: 矢印マークをクリックして階層を非展開します。

メニュー コマンド

1. オブジェクトを選択します。

2. [Edit] → [Wave Objects] をクリックし、次のいずれかをクリックします。

• [Expand][Expand][Expand] ::: 選択されている階層オブジェクトを展開します。階層は 1 度に 1 つ展

開できます。

• [Collapse][Collapse][Collapse] ::: 選択したオブジェクトの階層を非展開します。
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文脈依存メニューの使用

1. オブジェクトを選択します。

2. 右クリックして次のいずれかをクリックします。

• [Expand][Expand][Expand] ::: 選択されている階層オブジェクトを展開します。階層は 1 度に 1 つ展

開できます。

• [Collapse][Collapse][Collapse] ::: 選択したオブジェクトの階層を非展開します。

波形ウィンドウ

波形ウィンドウの概要

波形ウィンドウには、信号、バス、およびこれらの波形が表示されます。波形ウィンドウの各タ

ブには、信号およびバスのリストとそのプロパティ、仕切り、カーソル、またはマーカーなどの

波形オブジェクトから構成される波形コンフィギュレーションが表示されます。GUI では波形

コンフィギュレーションの信号およびバスがシミュレーション中にトレースされるため、波形コン

フィギュレーションはシミュレーション結果を調べるときに使用されます。デザイン階層および

信号の遷移は波形コンフィギュレーションの一部ではなく、別のデータベース (.wdb) ファイル

に保存されます。

波形コンフィギュレーション ファイル (.wcfg)

波形コンフィギュレーションは、信号のリスト、色や基数などのプロパティ、仕切り、グループ、

カーソルなどの波形オブジェクトから構成されています。波形コンフィギュレーションはカスタ

マイズが可能で、シミュレーションの実行中以外のときならいつでも信号や波形オブジェクト

を追加または削除できます。

初期ファイル Default.wcfgは、ファイルを保存するまで保存されません。波形コンフィギュ

レーション ファイルには、信号のリスト、信号のプロパティおよび波形オブジェクトが保存され

ます。

複数の波形コンフィギュレーションを作成、シミュレーションし、波形コンフィギュレーションを

個別に保存できます。

波形コンフィギュレーションの保存方法の詳細は、「シミュレーション結果の保存」を参照して

ください。

Default.wcfg の詳細

Default.wcfg ファイルは、GUI またはバッチ モードで ISim を起動すると作成されます。波形

コンフィギュレーション ファイルを wcfg ファイルとして保存するには、ファイル名を指定する

必要があります。GUI モードで ISim を終了するとき、[名前を付けて保存] ダイアログ ボック

スが表示されるのでファイル名を入力します。バッチ モードでは、ISim を終了する前に wcfg

save コマンドを使用して Default.wcfg の内容を保存する必要があります。保存しない場合は、

Default.wcfg の内容はディスクに保存されません。

アクティブ ウィンドウ

ISim を起動すると、最初にアクティブになるウィンドウは、Default.wcfg です。ウィンドウ タブを

クリックするか、または wcfg select コマンドを使用すると、アクティブなウィンドウを変更できま

す。[File] → [New] および [File] → [Open] をクリックすると、新しく開いた波形コンフィギュ

レーション ウィンドウにアクティブ ウィンドウを切り替えることができます。Tcl では、wcfg new ま

たは wcfg open コマンドを使用すると同様の操作を実行できます。
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波形コンフィギュレーションの信号/バス

波形ウィンドウの信号およびバスは、次のデザイン オブジェクトのいずれかで表現され、各オ

ブジェクトにはそれぞれアイコンがあります。

信号

入力ポート

出力ポート

入出力、双方向ポート

内部信号

定数、パラメーター、およびジェネリック信号

変数

リンケージ信号

バッファ信号

バス

入力バス

出力バス

入出力、双方向バス

内部バス

定数、パラメーター、およびジェネリック バス

変数バス

リンケージ バス

バッファ バス

波形コンフィギュレーションのオブジェクト

カカカーーーソソソルルル ::: 波形コンフィギュレーションではメイン カーソルとセカンダリ カーソルを使用して

時間を特定し (メイン カーソル)、時間を計測します (メイン カーソルとセカンダリ カーソルを

同時に使用)。カーソルは、さまざまなナビゲート操作の焦点として機能します。詳細は「カー

ソルの配置」を参照してください。

• メメメイイインンン カカカーーーソソソルルル ::: メイン カーソルは波形と交差する線で、交差点の値が [Value] 列に表

示されます。カーソルではシミュレーション実行中の現在のシミュレーション時間が示さ

れます。 シミュレーション時間はカーソルの上端に表示されます。

• セセセカカカンンンダダダリリリ カカカーーーソソソルルル ::: セカンダリ カーソルは点線で、時間の範囲を識別するときにメイ

ン カーソルと共に使用されます。時間の範囲を使用すると、その範囲を拡大表示した

り印刷したりできます。
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マママーーーカカカーーー ::: 特定の時間に印を付けて後で参照できるようにします。マーカーは、波形と交差

する縦線で、波形と交差する点の信号値が表示されます。マーカーの時間はマーカー上部

に表示されます。また、複数のマーカーを設定すると、カーソルを前後に移動させて値の変

化を解析できます。詳細は、「マーカーの追加」および「マーカーを使用した波形値の表示」

を参照してください。

中中中空空空円円円///中中中ががが塗塗塗りりりつつつぶぶぶささされれれたたた円円円 ::: カーソルまたはマーカーを配置または移動するときに [Snap

to Transition] ボタンを使用すると、信号遷移上に厳密にカーソル/マーカーを配置できます。

カーソルまたはマーカーを配置または移動するとき、遷移間を移動する際に中空円 ( ) が

表示されます。1 つの遷移上を移動するときは中が塗りつぶされた丸 ( ) が表示されます。

仕仕仕切切切りりり ::: 波形コンフィギュレーションに含まれる信号を分けるときに使用します。詳細は、「仕

切りの追加」を参照してください。

グググルルルーーープププ ::: 波形コンフィギュレーションに含まれる信号およびバスを関連信号セットとしてフォ

ルダーにまとめ、整理する方法です。グループには アイコンとグループ名が表示されま

す。グループ自体には波形データが表示されず、展開したときにその内容を表示できます。

詳細は、「グループの追加」を参照してください。

仮仮仮想想想バババススス ::: 論理スカラーおよび配列をまとめるグループまたはフォルダーです。仮想バスに

は、 アイコンおよび仮想バス名が表示されます。仮想バスには、バスの波形が表示されま

す。仮想バスはその下に昇順で表示される信号の波形で構成されており、1 次元配列にフ

ラット化されます。詳細は、「仮想バスの追加」を参照してください。

波形ウィンドウのツールバー

波形ウィンドウのツールバー アイコンでは、よく使用するコマンドを簡単に実行できます。

[Zoom Out] : 表示しているオブジェクトのサイズを縮小します。

[Zoom In] : 表示しているオブジェクトのサイズを拡大します。

[Zoom to Full View] : 作業ウィンドウでビュー全体を表示します。

[Zoom to Cursors] : 2 つのカーソルが波形の左端と右端に表示されるようにします。 セカンダ

リ カーソルがない場合は、ズーム レベルを変更しないままメイン カーソルの位置が中心

に来るように表示します。

[Go To Time 0] : メイン カーソルを 0 時間に移動します。

[Go To Latest Time] : メイン カーソルをシミュレーションの最後に移動します。

[Go To Next Transition] : メイン カーソルを次の遷移に移動します。

[Go To Previous Transition] : メイン カーソルを 1 つ前の遷移に移動します。

[Add Marker] : 波形のカーソルの位置にマーカーを追加します。

[Previous Marker] : カーソルの現在位置の左側にある一番近いマーカーに移動します。

[Next Marker] : カーソルの現在位置の右側にある一番近いマーカーに移動します。

[Swap Cursors] : メイン カーソルとセカンダリ カーソルが設定されているときにこの 2 つ

をスワップします。

[Snap to Transition] : 遷移に近いエリアにカーソルを配置したときに、カーソルを遷移に移動

します。このモードはオン、オフに切り替えることができます。
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[Floating Ruler] : フロート ルーラーは波形ウィンドウの任意の位置に移動可能で、表示/非表

示を切り替えることができます。

波形コンフィギュレーションでの作業

新しい波形コンフィギュレーションの作成

作業中のセッションで任意の数の波形コンフィギュレーションを作成できます。 波形コンフィ
ギュレーションには、信号のリスト、そのプロパティ、および追加された波形オブジェクトが保
存されます。

波形コンフィギュレーションを作成するには

1. [File] → [New] をクリックします。

[New] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [Wave Configuration] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

名前の付いていない新しい波形コンフィギュレーションが開きます。 この波形コンフィギュレー

ションは、信号を追加するまで空の状態です。

波形コンフィギュレーションが複数開いている場合は、波形コンフィギュレーションのタブをク

リックするか、[Window] → [Next] または [Window] → [Previous] をクリックして、波形コンフィ

ギュレーションを切り替えます。

波形コンフィギュレーションへの信号の追加

グラフィカル ユーザー インターフェイスのメニュー コマンドまたはドラッグアンドドロップ手法

を使用するか、または [Console] パネルで Tcl コマンドを入力すると、波形ウィンドウにデザイ

ンの信号を表示できます。

メモ : 波形コンフィギュレーションの作成や信号の追加などの波形コンフィギュレーションへの
変更は、WCFG ファイルを保存するまでは一時的に変更されている状態です。詳細は、「シ
ミュレーション結果の保存」を参照してください。

GUI からの信号の追加

1. [Instances and Processes] パネルでデザイン階層を展開してアイテムを選択します。

選択したインスタンスまたはプロセスに対応するオブジェクトが [Objects] パネルに表示

されます。

2. [Objects] パネルでオブジェクトを選択します。

3. 次のいずれかの方法を使用してオブジェクトを波形コンフィギュレーションに追加します。

• 右クリックして [Add to Wave Window] をクリックします。

• [Objects] パネルからオブジェクトを波形ウィンドウの [Name] 列にドラッグアンドド

ロップします。

• 次に示すように [Console] タブに wave add コマンドを入力します。
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Tcl を使用した信号の追加

1. オプションですが [Instances and Processes] パネルおよび [Objects] パネルでデザイン階

層をナビゲートするか、または [Console] パネルで scope コマンドを入力して、追加する

オブジェクトを識別します。

2. [Console] パネルで wave add コマンドを使用して個別のオブジェクトまたはオブジェクト

グループを追加します。

波形コンフィギュレーションと .wcfg ファイル

波形コンフィギュレーションと .wcfg ファイルは両方とも波形リストのカスタマイズを指しますが、

これら 2 つには概念的な違いがあります。波形コンフィギュレーションは、メモリに読み込んで

作業するものであるのに対し、.wcfg ファイルは波形コンフィギュレーションをディスクに保存

した形態を指します。

波形コンフィギュレーション名と .wcfg ファイル名

波形コンフィギュレーションは名前を付けたり、無名 (Untitled) にできます。名前は、波形コン

フィギュレーション ウィンドウ タブに表示されます。GUI から Tcl コマンドを入力して波形コン

フィギュレーションを .wcfg ファイルに保存するとき、.wcfg ファイルの名前はコマンドの引数で

指定されます。波形コンフィギュレーション名は、ファイルに保存されるときに .wcfg ファイル名

と一致するように変更されます。波形コンフィギュレーションを .wcfg ファイルから読み込む場

合は、波形コンフィギュレーションの名前はその .wcfg ファイルの名前になります。

波形コンフィギュレーションの保存

作業中の波形コンフィギュレーションは保存できます。 複数の波形コンフィギュレーションを
開いている場合は、それぞれ名前を付けて保存できます。

波形コンフィギュレーションを保存するには

[File] → [Save] をクリックするか、Crtl + S キーを押すか、または [Save] ボタン ( ) をクリック
します。

作業中のシミュレーションの波形コンフィギュレーションが保存されます。

メモ : 別の名前で保存する場合は [File] → [Save As] をクリックします。

波形コンフィギュレーションを開く、閉じる

波形コンフィギュレーション ファイルを開くには

波形コンフィギュレーション ファイルを開く方法は多数あります。 次を参照してください。

• ライブ シミュレーションを開く

• スタティック シミュレーションを開く

波形コンフィギュレーション ファイルを閉じるには

波形コンフィギュレーションおよびすべてのウィンドウを閉じるには、[File] → [Close] をクリッ

クします。
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[Instances and Processes] パネル

[Instances and Processes] パネルの概要

[Instances and Processes] パネルには波形ウィンドウの波形コンフィギュレーションと関連する

ブロック (インスタンスおよびプロセス) の階層が表示されます。インスタンシエートされてエラ

ボレートされたエンティティ/モジュールはツリー構造で表示されます。

このパネルには 3 列が含まれており、最初の列には、インスタンス、プロセス、およびスタティッ

ク タスク/関数がデザインのブロック階層を示すツリー構造で表示されます。2 列目では、1 列

目のインスタンス、スタティック タスク/関数、またはプロセスに対応するデザイン ユニットの名

前 (Verilog モジュールまたは VHDL エンティティ (アーキテクチャ)) が表示されます。3 列目

では、インスタンス、スタティック タスク/関数、またはプロセスの種類が表示されます。

次にこのパネルで表示されるアイテムに使用されるアイコンの説明を示します。

VHDL エンティティ

VHDL パッケージ

VHDL ブロック

VHDL プロセス

Verilog モジュール

Verilog タスクまたは関数

Verilog ブロック

Verilog プロセス

階層を展開してコンポーネントを表示するには、矢印をクリックするか、または右クリックして

[Expand] コマンドをクリックします。詳細は、「階層の展開/非展開」を参照してください。

[Design Unit] など、列タイトルをクリックすると、その列のデータを下に情報を並び替えること

ができます。

パネルを非表示または復元するには、[View] → [Panel] → [Instances and Processes] をクリッ

クします。

オブジェクトの検索

[Search] コマンドを使用するとデザインに含まれるオブジェクトを検索できます。このコマンド

は、[Instances and Processes] パネルおよび [Objects] パネルで使用できます。

オブジェクトを検索するには

1. [Objects] パネルまたは [Instances and Processes] パネルにカーソルを置きます。

2. 右クリックして [Search] をクリックします。

3. [Search] ダイアログ ボックスで、文字列を入力します。 検索文字には、アスタリスク (*)
をワイルドカードとして使用できます。

4. 検索するオブジェクト タイプを選択します。

5. 必要な場合は、[Match case] をオンにします。

6. [OK] をクリックします。

ISim ユーザー ガイド

28 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



第 2 章 : ISim グラフィカル ユーザー インターフェイスの使用

検索条件と一致したオブジェクトが [Search Results] パネルに表示されます。

HDL ソース ファイルを開く

ISim では、HDL ソース ファイルをテキスト エディターで開いて表示できます。ファイルはす

べて読み取り専用で開きます。

HDL ソース ファイルを開くには

1. [Instances and Processes] パネル、[Objects] パネル、または [Source Files] パネルでア
イテムを 1 つ選択します。

2. ダブルクリックするか、または右クリックして [Go To Source] をクリックします。

オブジェクトに関連する HDL ソース ファイルがテキスト エディターで開きます。ただし、読み

取り専用です。

[File] → [Open] をクリックしてもファイルを開くことができます。[ファイルを開く] ダイアログ ボッ

クスで [ファイルの種類] を Verilog または VHDLに変更してからファイルを指定し、[開く] を

クリックします。この方法でファイルを開いた場合は、読み取り専用になりません。

[Objects] パネル

[Objects] パネルの概要

[Objects] パネルでは、[Instances and Processes] パネルで選択したインスタンスおよびプロセ

スに関連するシミュレーション オブジェクト (ポート、信号、変数、定数、パラメーター、および

ジェネリック) がすべて表示されます。

パネルの上部には [Instances and Processes] パネルで選択されているインスタンス/プロセス

が表示され、そのオブジェクトおよび値は [Objects] パネルに表示されます。

次に、[Objects] パネルの表の各列について説明します。

• [Object[Object[Object Name]Name]Name] ::: シミュレーション オブジェクト名とそのタイプを示すシンボルが表

示されます。

• [Value][Value][Value] ::: [Sync Time] ボタンに基づき現在のシミュレーション時間またはメイン カーソル

の場所のシミュレーション オブジェクトの値を表示します。

• [Data[Data[Data Type]Type]Type] ::: シミュレーション オブジェクト、ロジック、またはアレイのデータ タイプを

表示します。
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[Objects] パネルのツールバー

入力ポートの表示/非表示を切り替えます。

出力ポートの表示/非表示を切り替えます。

入出力、双方向ポートの表示/非表示を切り替えます。

内部信号の表示/非表示を切り替えます。

定数、パラメーター、およびジェネリックの表示/非表示を切り替えます。

変数の表示/非表示を切り替えます。

[Sync Time] 機能をオン/オフを切り替えます。オンの場合 [Objects] パネルの値は波形ウィ
ンドウのメイン カーソルの位置に基づきます。オフのときはステータス バーに表示されている
[Sim Time] の値 (シミュレーション終了時間) と同一になります。

オブジェクトの検索

[Search] コマンドを使用するとデザインに含まれるオブジェクトを検索できます。このコマンド

は、[Instances and Processes] パネルおよび [Objects] パネルで使用できます。

オブジェクトを検索するには

1. [Objects] パネルまたは [Instances and Processes] パネルにカーソルを置きます。

2. 右クリックして [Search] をクリックします。

3. [Search] ダイアログ ボックスで、文字列を入力します。 検索文字には、アスタリスク (*)
をワイルドカードとして使用できます。

4. 検索するオブジェクト タイプを選択します。

5. 必要な場合は、[Match case] をオンにします。

6. [OK] をクリックします。

検索条件と一致したオブジェクトが [Search Results] パネルに表示されます。

[Show Drivers] コマンドの使用

[Show Driver] コマンドを使用すると、信号値またはオブジェクト値での変更に関連するドライ

バーを表示します。このコマンドを使用して値の変化の原因を突き止め、回路の接続が正し

いかどうか判断します。ISim では、[Console] パネルに信号またはオブジェクトのドライバーが

表示されます。

このコマンドは、次のエリアでオブジェクトをプローブするときに使用できます。

• [Objects] パネル

• 波形ウィンドウ

• [Console] パネル (show driver コマンド)

ドライバーを表示するには

1. オブジェクトまたは信号を選択します。

2. [Edit] → [Wave Objects] → [Show Drivers] をクリックするか、または右クリックして [Show
Drivers] をクリックします。
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[Console] パネルでは、オブジェクトまたは信号のドライバーが表示されます。ドライバーがな

い場合は、その旨を伝えるメッセージが表示されます。

メモ : このコマンドは、[Console] パネルに「show driver」と入力しても実行できます。

エレメントの表示

[Objects] パネルでは、各構成オブジェクトで表示する子エレメントをあらかじめ設定されてい
る最大表示数のみを表示するか、しないかを制御できます。 この最大数は、[Preferences] ダ
イアログ ボックスで変更できます。

子エレメントをすべて表示するには

1. [Objects] パネルのオブジェクト リスト内で右クリックします。

2. 右クリックして [Show All Elements] をクリックします。

オブジェクト階層に表示される子エレメントの数が更新されます。

子エレメントの表示数を制限するには

1. [Objects] パネルのオブジェクト リスト内で右クリックします。

2. [Limit Elements] をクリックします。

子エレメントに対してあらかじめ設定されている最大表示数を変更するには

プリファレンス設定を次のように設定します。

1. [Edit] → [Preferences] をクリックします。

2. [Preferences] ダイアログ ボックスの左側ペインで [ISim Simulator] をクリックします。

3. [Limit the maximum number of elements displayed to] をオンにします。

4. 数値を入力します。

5. [Apply] をクリックしてから [OK] をクリックします。

オブジェクト階層に表示される子エレメントの数が更新されます。

波形ウィンドウでのオブジェクトの選択

次の手順に従い [Objects] パネルでオブジェクトを選択し、その信号をハイライトします。

波形ウィンドウでオブジェクトを選択するには

1. [Objects] パネルでオブジェクトを選択します。

2. 右クリックして [Select in Wave Window] をクリックします。

オブジェクトに関連する信号がハイライトされます。

[Source Files] パネル

[Source Files] パネルの概要

[Source Files] パネルには、デザインに関連するファイルのリストが表示されます。このファイ
ルのリストは、fuse コマンドによりデザインの解析およびエラボレーション中に供給されます。
この操作は、GUI ではバックグラウンドで実行されます。HDL ソース ファイルは、ソース コー
ドを読み取り専用で開くことができます。
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ソース コードを開くには

1. リストからファイルを選択します。

2. [Go To Source Code] ボタン ( ) をクリックします。

メモ : このコマンドは、右クリックして [Go To Source Code] をクリックするか、またはファイル
をダブルクリックしても実行できます。

テキスト エディター ウィンドウに選択したファイルが読み取り専用で開きます。

テキスト エディター ウィンドウ

テキスト エディター ウィンドウの概要

ISim のテキスト エディター ウィンドウを使用すると、基本 HDL ソース ファイルを簡単に表示

できます。次の基本ステップを参照してください。

• HDL ソース ファイルを開く

• HDL ソース ファイルを表示する

• ソース ファイルにブレークポイントを設定してデバッグする

HDL ファイルは ISim のテキスト エディターで編集しないでください。ファイルを編集すると

ISE® ソフトウェアのプロジェクトと競合する可能性があります。

ソース ファイルを安全に変更するには

次の手順に従うと、ソース ファイルを安全に変更できます。デザインの競合を回避するには、

必ず HDL ファイルを ISim 外で編集してください。

1. ISE で ISE Text Editor またはサードパーティのテキスト エディターからソース ファイルを

開きます。

2. 必要に応じて編集します。

3. ISE ツールでデザインを実行して、デザインをアップデートします。

4. デザインをシミュレーションします。

HDL ソース ファイルを開く

ISim では、HDL ソース ファイルをテキスト エディターで開いて表示できます。ファイルはす

べて読み取り専用で開きます。

HDL ソース ファイルを開くには

1. [Instances and Processes] パネル、[Objects] パネル、または [Source Files] パネルでア
イテムを 1 つ選択します。

2. ダブルクリックするか、または右クリックして [Go To Source] をクリックします。

オブジェクトに関連する HDL ソース ファイルがテキスト エディターで開きます。ただし、読み

取り専用です。

[File] → [Open] をクリックしてもファイルを開くことができます。[ファイルを開く] ダイアログ ボッ

クスで [ファイルの種類] を Verilog または VHDLに変更してからファイルを指定し、[開く] を

クリックします。この方法でファイルを開いた場合は、読み取り専用になりません。
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HDL ソース ファイルを表示する

ISim では、テキスト エディター ウィンドウで基本の HDL ソース ファイルを表示し、デザイン
を検証できます。

標準のテキスト エディターでは、拡大表示、検索などを使用して HDL ファイルを表示できま

す。操作に関する情報は、ISE Text Editor ヘルプを参照してください。

HDL ファイルは ISim のテキスト エディターで編集しないでください。ファイルを編集すると

ISE® ソフトウェアのプロジェクトと競合する可能性があります。

ソース ファイルの内容を表示するには

1. HDL ソース ファイルを開きます。

2. スクロール、検索、レイアウトのプリファレンスなどの機能を使用して、ファイルの内容を
表示します。

HDL ファイルは ISim のテキスト エディターで編集しないでください。ファイルを編集す
ると ISE ソフトウェアのプロジェクトと競合する可能性があります。

メモ : ISim で HDL ファイルを変更した場合は、保存しないでください。

ブレークポイントの設定

ISim では HDL ファイルの実行行にブレークポイントを設定できます。 ブレークポイントを設定

すると、「ブレークポイントを使用したデザインのデバッグ」に記述されているように、ブレーク

ポイントが設定されているソース コード行に到達するまでコードを継続して実行できます。

メモ : ブレークポイントを設定できるのは、実行コード行のみです。

ブレークポイントを設定するには

1. [View] → [Breakpoint] → [Toggle Breakpoint] をクリックするか、[Toggle Breakpoint] ボ

タン ( ) をクリックします。

2. HDL ファイルでコード行の行番号の右側をクリックします。

メモ : コード行を右クリックして [Toggle Breakpoint] をクリックしても、同じ操作を実行できま
す。 また、ブレークポイントをクリックすると削除できます。

ブレークポイントを挿入すると、シミュレーション ブレークポイント アイコン ( ) がコード行の

横に表示されます。

メモ : 実行行以外の行にブレークポイントを配置しても、追加されません。

ブレークポイントのリストは、[Breakpoints] パネルに表示されます。
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メモリ エディター ウィンドウ

メモリ エディター ウィンドウの概要

メモリ エディターでは、デザインのコンパイルおよびエラボレーションを再実行せずに、シミュ

レーション中にデザインの 2 次元メモリ アレイの内容を検索、変更できます。メモリ オブジェ

クトは、[Memory] パネル、[Objects] パネル、および [Search Results] パネルの 3 箇所に表示

されます。メモリ エディターを開くには、次のいずれかの手順に従います。

• デザインの 2 次元アレイのロジック タイプすべてを含む [Memory] タブで、メモリ エディ

ターに表示するメモリをダブルクリックします。

• [Objects] パネルで 2 次元アレイのロジック タイプを右クリックして、[Memory Editor]

をクリックします。

• [Instance and Processes] パネルでメモリ名を検索します。検索結果が [Search Results] パ

ネルに表示されるので、該当するメモリを右クリックして [Memory Editor] をクリックします。

選択した 2 次元アレイに対応するメモリ エディターが波形ビューアーやテキスト エディ

ター タブと共にメイン ウィンドウに表示されます。

メモ : 2 次元アレイ以外のロジックのオブジェクトでは、[Memory Editor] メニューは

使用できず淡色表示されます。

ISimISimISim MemoryMemoryMemory EditorEditorEditor ののの GUIGUIGUI ののの説説説明明明 :::

• [Address][Address][Address] ::: メモリ エディターの特定のロケーションに移動します。

• [Columns][Columns][Columns] ::: 各行に表示するエレメント数を選択します。[auto] では、2 のべき乗のエレ

メントが表示されます。

• [Address[Address[Address Radix]Radix]Radix] ::: メモリ エディターで表示されるアドレスの基数を選択します。

• [Value[Value[Value Radix]Radix]Radix] ::: メモリ エディターで表示される値の基数を選択します。

メモリ エディターは状態を保持したままフロートさせることができます。メモリ エディター内は

矢印キーを使用するとナビゲートでき、選択したアイテムの現在の位置が現在のアドレス基

数に基づいてステータス バーに表示されます。

[Console] パネル

[Console] パネルの概要

[Console] パネルでは、ISim で生成されるメッセージ ログを確認し、コマンド プロンプトで標準

および ISim 特有の Tcl コマンドを入力できます。

• メメメッッッセセセーーージジジ ::: エラー、警告、情報メッセージなど、ISim で生成されるすべてのメッセージ

が表示されます。また、ISim インターフェイスのグラフィカル制御から実行されたシミュ

レーター コマンドもすべて表示されます。

• シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン コココマママンンンドドド ::: コマンド プロンプトでは、シミュレーション Tcl コマンドを入力

したり、[Console] パネルに dump コマンドの出力を表示したりすることができます。詳細

は、「シミュレーション コマンドの入力」を参照してください。

[Console] パネルで右クリックすると、内容を管理できるメニューが表示されます。これらのコマ

ンドには、切り取り、コピー、貼り付け、コンソールの消去などが含まれています。
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[Breakpoints] パネル

[Breakpoints] パネルの概要

[Breakpoints] パネルでは、デザインに現在設定されているブレークポイントすべてがリスト表

示されます。ブレークポイントは、ソース コードに含まれるユーザー定義の停止ポイントで、

ISim で使用してデザインをデバッグするときに使用します。詳細は、「ブレークポイントを使用

したデザインのデバッグ」を参照してください。

また、「ブレークポイントの設定」および「ブレークポイントの削除」も参照してください。

[Breakpoints] パネルには、ソース ファイルに設定されている各ブレークポイントに対して、

ファイルの保存場所、ファイル名、および行数が表示されます。[Breakpoints] パネルのツー

ルバーや文脈依存メニューを使用して、選択したブレークポイントまたはすべてのブレークポ

イントを削除したり、ソース コードに移動できます。

[Breakpoints] パネルのツールバー

[Delete Breakpoint] : [Breakpoints] パネルで選択した行を削除し、HDL ソース ファイルから
ブレークポイントを削除します。

[Delete all breakpoints] : HDL ソース ファイルからブレークポイントをすべて削除します。

[Go To Source Code] : テキスト エディターで HDL ソース ファイルを開きブレークポイン
トを示します。

[Search Results] パネル

[Search Results] パネルの概要

[Search Results] パネルには、[Search] コマンドの検索条件と一致した結果が表示されます。
結果には、オブジェクトの種類のアイコンおよびオブジェクトの位置が表示されます。

[Search Results] パネルのツールバー

[Search Results] パネルでは、次の機能を使用できます。

[Clear All] : [Search Results] パネルの内容を消去します。

[Add To Wave Configuration] : 選択した検索結果に関連する信号を波形ウィンドウの波
形コンフィギュレーションに追加します。

[Go to Source Code] : テキスト エディターで HDL ソース ファイルを開き、検索対象のデザイ
ン ユニットが定義されている行を表示します。

[Go To Instantiation Source Code] : テキスト エディターで HDL ソース ファイルを開き、検索
対象のデザイン ユニットがインスタンシエートされている行を表示します。

[Stop Searching] : 検索を終了します。

[Find in Files Results] パネル

[Find in Files] コマンドの使用

複数のファイルから文字列を検索するには、次の手順に従います。
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複数のファイルから文字列を検索するには

1. [Edit] → [Find in Files] をクリックするか、ツールバーの [Find Text in Files] ボタン
をクリックします。

2. [Find in Files] ダイアログ ボックスで検索するテキストを入力し、検索オプションを選択
してから [Find] をクリックします。

3. [Find in Files Results] パネルで、次のいずれかの操作を実行します。

• パネルに表示されている結果をすべてクリアするには、[Clear All] ボタン をク
リックします。

• 結果に表示されているファイルをワークスペースに開くには、ファイルを選択し、

[Show Current Result] ボタン をクリックします。

メモ : パネル上でファイルをダブルクリックしても、同じ操作を実行できます。

• 次の結果を表示するには、[Show Next Result] ボタン をクリックします。

• 前の結果を表示するには、[Show Previous Result] ボタン をクリックします。

• 現在実行中の検索を停止するには、[Stop Job] ボタン をクリックします。

• 検索結果を CSV ファイルに保存するには、[Save Results as a Text File] ボタン
をクリックします。

ツールバー コマンドおよびショートカット

ISim ツールバー コマンド

ISim メイン ウィンドウで使用可能なツールバーは、さまざまな機能別ツールバーで構成され

ています。メイン ウィンドウのツールバー アイコンは、ユーザー インターフェイスの上部に配

置されています。

標準ツールバー

標準ツールバーを使用すると、頻繁に使用する [File] メニュー コマンドに簡単にアクセスで

きます。[View] → [Toolbars] → [Standard] をクリックすると、表示/非表示を切り替えることが

できます。

[New] : [New] ダイアログ ボックスを開き、作成するファイルの種類を選択します。

[Open] : [Open] ダイアログ ボックスを開き、ディレクトリを検索してファイルを選択します。ファ
イルは、適切なアプリケーションで開きます。

[Save] : 作業中のファイルを以前に保存したファイルに上書き保存します。以前にファイルを保
存していない場合、[Save As] ダイアログ ボックスが開き、作業中のファイルを保存できます。

[Print] : [印刷] ダイアログ ボックスを開き、作業中のファイルを印刷します。

[Edit] ツールバー

[Edit] ツールバーを使用すると、頻繁に使用する [Edit] メニュー コマンドに簡単にアクセス

できます。[View] → [Toolbars] → [Edit] をクリックすると、表示/非表示を切り替えることがで

きます。
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[Cut] : ワークスペースで選択したテキストまたはオブジェクトを切り取り、クリップボード

に保存します。

[Copy] : ワークスペースで選択したテキストまたはオブジェクトをクリップボードにコピーします。

[Paste] : クリップボードのテキストまたはオブジェクトを作業中のウィンドウに貼り付けます。

[Delete] : ワークスペースに表示されたテキストやオブジェクトを削除します。

[Unselect All] : アクティブ ウィンドウで選択されているものがすべて選択解除されます。

[Undo] : 最後の操作を元に戻します。このコマンドは、元に戻すことができるコマンドが実行
された後にのみ使用できます。

[Redo] : [Undo] を使用して元に戻したコマンドをやり直します。

[Find] : [Find] ボックスが表示され、作業中のウィンドウ内で文字列を検索します。

[Help] ツールバー

[Help] ツールバーを使用すると、頻繁に使用する [Help] メニュー コマンドに簡単にアクセス

できます。[View] → [Toolbars] → [Help] をクリックすると、表示/非表示を切り替えることがで

きます。

[Support and Services] : ザイリンクスのサポート ページがデフォルトのウェブ ブラウザで
表示されます。

[What’s This?] :このボタンをクリックしてから、ヘルプを必要とするメニュー項目やツールバー
ボタンの上にカーソルを置いてクリックすると、ヘルプが表示されます。

[Window] ツールバー

[Window] ツールバーを使用すると、頻繁に使用する [Window] メニュー コマンドに簡単にア

クセスできます。[View] → [Toolbars] → [Window] をクリックすると、表示/非表示を切り替え

ることができます。

[Cascade] : 作業中のウィンドウを一番上にして、すべてのウィンドウを重ねて表示します。

[Tile Horizontally] : ウィンドウを重ならないように上下に並べて表示します。

[Tile Vertically] : ウィンドウを重ならないように左右に並べて表示します。

[Float] : 作業中のファイルをフロートさせます。

[View] ツールバー

[View] ツールバーを使用すると、頻繁に使用する [View] メニュー コマンドに簡単にアクセス

できます。[View] → [Toolbars] → [View] をクリックすると、表示/非表示を切り替えることがで

きます。
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[Zoom In] : 表示しているオブジェクトのサイズを拡大します。

[Zoom Out] : 表示しているオブジェクトのサイズを縮小します。

[Zoom to Full View] : 作業ウィンドウでビュー全体を表示します。

[Zoom to Cursors] : 2 つのカーソルが波形の左端と右端に表示されるようにします。 セカンダ

リ カーソルがない場合は、ズーム レベルを変更しないままメイン カーソルの位置が中心

に来るように表示します。

[Refresh] : ファイルの表示を更新します。

ISim ツールバー

デザイン サマリのツールバーを使用すると、頻繁に使用するコマンドに簡単にアクセスできま

す。[View] → [Toolbars] → [ISim] をクリックすると、表示/非表示を切り替えることができます。

[Go To Previous Transition] : メイン カーソルを 1 つ前の遷移に移動します。

[Go To Next Transition] : メイン カーソルを次の遷移に移動します。

[Add Marker] : 波形のカーソルの位置にマーカーを追加します。

[Previous Marker] : カーソルの現在位置の左側にある一番近いマーカーに移動
します。

[Next Marker] : カーソルの現在位置の右側にある一番近いマーカーに移動します。

[Restart] : シミュレーション時間を 0 にリセットします。

[Run All] : イベントがすべて終了するか、[Stop] コマンドが実行されるか、またはブ
レークポイントに達するまでシミュレーションを実行します。

[Run for the time specified on the toolbar] : 指定した時間だけシミュレーションを
実行します。

ボタンをクリックするときに、そのシミュレーション時間を指定します。矢印ドロップダ
ウンをクリックすると、以前に使用した値がリスト表示されます。

[Step] : HDL ソース コードのシミュレーションを 1 行ずつ実行します。

[Break] : 実行中のシミュレーションを停止します。Run コマンドのいずれかを使用
するとシミュレーションを再開できます。

[Quit Simulation] : 現在のシミュレーションを終了します。シミュレーション データは
開いたままになります。
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ショートカット

ショートカット キー

ショートカット メニュー コマンド

F1 [Help] → [Help Topics]

F3 [Edit] → [Find Next]

F5 [View] → [Run All]

F6 [View] → [Zoom Full View]

F7 [View] → [Zoom Out]

F8 [View] → [Zoom In]

F11 [Simulation] → [Step]

[Delete] [Edit] → [Delete]

Ctrl + N [File] → [New]

Ctrl + O [File] → [Open]

Ctrl + S [File] → [Save]

Ctrl + P [File] → [Print]

Ctrl + Z [Edit] → [Undo]

Ctrl + Y [Edit] → [Redo]

Ctrl + X [Edit] → [Cut]

Ctrl + C [Edit] → [Copy]

Ctrl + V [Edit] → [Paste]

Ctrl + F [Edit] → [Find]

Ctrl + G [Edit] → [Go To]

Ctrl + A [Edit] → [Select All]

Ctrl + W [Add To Wave Configuration]

Ctrl + F4 [Window] → [Close]

Ctrl + Tab [Window] → [Next]

Ctrl + Shift + Tab [Window] → [Previous]

Ctrl + Home [Go To Time 0]

Ctrl + End [Go To Latest Time]

Ctrl + Shift + F5 [Restart]

Ctrl + マウス ホイール 表示の拡大/縮小

Shift + マウス ホイール 左側/右側の拡大表示

マウス ホイール 上方向/下方向にスクロール

左方向の矢印 [Previous Transition]

右方向の矢印 [Next Transition]

Pause [Break]
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ISim でのシミュレーションの再実行

ISim GUI からシミュレーションを再実行するには

[Re-launch][Re-launch][Re-launch] ボタンをクリックすると、検出されているハードウェア記述言語 (HDL) での問題を

修正して、ISim GUI からコンパイルおよびシミュレーションを再実行できます。コンパイルおよ

びシミュレーションの再実行は完全に自動化されています。ダイアログ ボックスに表示される

メッセージには、問題の箇所が示されます。Project Navigator または PlanAhead™ からフロー

を起動した場合は、[Re-launch][Re-launch][Re-launch] を実行したときにコンパイル時に設定されたオプションがす

べて保持され、シミュレーションが指定時間だけ自動的に実行されます。

操作後の結果

シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンンののの再再再実実実行行行ののの完完完了了了

ISim GUI からシミュレーションが正しく再実行され、エラーが発生することなくシミュレーショ

ンが完了します。

シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンンののの再再再実実実行行行ががが完完完了了了しししななないいい

ISim GUI からシミュレーションが正しく再実行されないと、ソース コードをコンパイルできな

かった構文エラーがダイアログ ボックスに表示されます。このメッセージに含まれるハイパー

リンクをクリックすると、エラーを含むソース コードに自動的に移動できます。ハイパーリンクで

示されたエラーをリストされている順番に修正し、[Re-launch][Re-launch][Re-launch] ボタンをクリックして再コンパイ

ルし、修正した問題を確認してください。

スティミュラスの適用

[Force Selected Signal] ダイアログ ボックス

[Force Selected Signal] ダイアログ ボックスを使用すると、VHDL 信号、Verilog ワイヤ、または

Verilog レジスタに強制的に定数値を割り当てることができます。 HDL コードで割り当てられ

た値や、以前に適用された isim force コマンド値は、新しく割り当てられる定数で上書きされ

ます。

[Apply] をクリックし、すべての変更を反映させます。

[Signal[Signal[Signal Name]Name]Name]

デフォルトの信号名が表示されます。 デフォルトの信号名は、[Objects] パネルまたは波
形で選択されている信号の完全パスで表示されます。 この名前は変更可能です。 不正
な信号名が入力されると、ボックスが赤色表示されます。

[Value[Value[Value Radix]Radix]Radix]

選択されている信号の現在の基数設定が表示されます。 [Binary] (2 進数)、[Hexadecimal]
(16 進数)、[Unsigned Decimal] (符号なし 10 進数)、[Signed Decimal] (符号付き 10 進
数)、[Octal] (8 進数)、および [ASCII] から選択できます。

[Force[Force[Force tototo Value]Value]Value]

強制的に適用する定数値を指定します。 この値では、[Value Radix] で定義されている
基数が使用されます。

[Starting[Starting[Starting atatat TimeTimeTime Offset]Offset]Offset]

特定の時間後に force コマンドを開始するときの時間を指定します。 デフォルトの開始
時間は 0 です。10、10ns などを入力できます。 単位なしで数字が入力された場合、デ
フォルトのシミュレーション時間単位が使用されます。
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[Cancel[Cancel[Cancel afterafterafter TimeTimeTime Offset]Offset]Offset]

特定の時間後に force コマンドをキャンセルするときの時間を指定します。 時間は、10、
10 ns などの文字列で指定できます。 単位なしで数字が入力された場合、デフォルトの
シミュレーション時間の単位が使用されます。

[Define Clock] ダイアログ ボックス

[Define Clock] ダイアログ ボックスを使用すると、VHDL 信号、Verilog ワイヤ、または Verilog

レジスタに強制的に別のパターン (クロック) を割り当てることができます。HDL コードで割り

当てられた値や、以前に割り当てられた定数または force コマンドの値は、新しく割り当てら

れるクロック パターンで上書きされます。

[Apply] をクリックし、すべての変更を反映させます。

[Signal[Signal[Signal Name]Name]Name]

デフォルトの信号名が表示されます。デフォルトの信号名は、[Objects] パネルまたは波
形で選択されている信号の完全パスで表示されます。この名前は変更可能です。不正
な信号名が入力されると、ボックスが赤色表示されます。

メモ : restart コマンドを実行すると、現在適用されている isim force コマンドがすべて
キャンセルされます。

[Value[Value[Value Radix]Radix]Radix]

選択されている信号の現在の基数設定が表示されます。[Binary] (2 進数)、[Hexadecimal]
(16 進数)、[Unsigned Decimal] (符号なし10 進数)、[Signed Decimal] (符号付き10 進数)、
[Octal] (8 進数)、および [ASCII] から選択できます。

[Leading[Leading[Leading EdgeEdgeEdge Value]Value]Value]

クロック パターンの最初のエッジを指定できます。この値では、[Value Radix] で定義さ
れている基数が使用されます。

[Trailing[Trailing[Trailing EdgeEdgeEdge Value]Value]Value]

クロック パターンの 2 番目のエッジを指定できます。この値では、[Value Radix] で定義
されている基数が使用されます。

[Starting[Starting[Starting atatat TimeTimeTime Offset]Offset]Offset]

現在のシミュレーション時間からある特定の時間後に force コマンドを実行するときの時
間を指定します。デフォルトの開始時間は 0 です。時間は、10、10 ns などの文字列で指
定できます。単位なしで数字が入力された場合、Tcl コマンド isim get userunit を実行し
たときに戻されるデフォルトのユーザー単位が使用されます。

[Cancel[Cancel[Cancel afterafterafter TimeTimeTime Offset]Offset]Offset]

現在のシミュレーション時間からある特定の時間後に isim force コマンドをキャンセルす
るときの時間を指定します。時間は、10、10 ns などの文字列で指定できます。単位なし
で数字が入力された場合、デフォルトのシミュレーション時間単位が使用されます。

[Duty[Duty[Duty CycleCycleCycle (%)](%)](%)]

クロック パルスがアクティブな状態である時間の割合を指定します。許容値は 0 ～ 100
です。

[Period][Period][Period]

クロック パルスの長さを時間で指定します。時間は、10、10 ns などの文字列で指定で
きます。
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例例例 :::

信信信号号号ににに永永永久久久的的的クククロロロッッッククク (100MHz)(100MHz)(100MHz) ををを割割割りりり当当当てててるるる場場場合合合ははは、、、次次次ををを設設設定定定しししままますすす。。。

[Leading Edge Value] : 1

[Trailing Edge Value] : 0

[Starting at Time Offset] : 0

[Cancel after Time Offset] : 空白

[Duty Cycle (%)] : 50

[Period] : 10 ns

特特特定定定ののの時時時間間間信信信号号号にににクククロロロッッックククををを割割割りりり当当当てててるるる場場場合合合 (100ns(100ns(100ns でででトトトグググルルルををを開開開始始始ししし、、、1ms1ms1ms 後後後にににトトトグググルルルををを停停停
止止止))) ははは、、、次次次ををを設設設定定定しししままますすす。。。

[Leading Edge Value] : 1

[Trailing Edge Value] : 0

[Starting at Time Offset] : 100 ns

[Cancel after Time Offset] : 1ms

[Duty Cycle (%)] : 50

[Period] :クロック周期を指定

信信信号号号のののトトトグググルルル値値値ををを割割割りりり当当当てててるるる場場場合合合 (1us(1us(1us 間間間 161616 進進進数数数 FFF ととと 161616 進進進数数数 AAA 間間間ををを 50ns50ns50ns ごごごとととにににトトトグググルルル))) すすす
るるる場場場合合合ははは、、、次次次ををを設設設定定定しししままますすす。。。

[Value Radix] :[Hexadecimal] (16 進数)

[Leading Edge Value] : F

[Trailing Edge Value] : A

[Starting at Time Offset] : 0

[Cancel after Time Offset] : 1us

[Duty Cycle (%)] : 50

[Period] : 50 ns

ISim のプリファレンス

ISim プリファレンスの設定

ISim に関するプリファレンスを表示したり、変更できます。

プリファレンスを設定するには

1. [Edit] → [Preferences] をクリックします。

2. [Preferences] ダイアログ ボックスの左側ペインで任意のカテゴリをクリックします。

• [ISE Text Editor]

• [ISim Simulator]

3. 設定に変更を加えます。

4. 変更後、[Apply] をクリックします。

5. 変更後の設定を確認し、[OK] をクリックします。

プリファレンス設定が保存され、ほとんどの設定がすぐに適用されます。

ISE Text Editor のプリファレンス

ISE Text Editor に関連するプリファレンス設定では、ISim で開いている HDL ファイルの動作

のみが制御されます。 プリファレンス設定の詳細は、ISE Text Editor ヘルプを参照してくだ

さい。
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ISim シミュレーターのプリファレンス

[Preferences] ダイアログ ボックスの [ISim Simulator] ページで設定できます。このページを表

示するには、[Edit] → [Preferences] をクリックして左側ペインで [ISim Simulator] をクリックし

ます。

[Draw[Draw[Draw WaveformWaveformWaveform Shadow]Shadow]Shadow]

波形ウィンドウで信号の影背景の表示/非表示を切り替えます。

[Limit[Limit[Limit thethethe maximummaximummaximum numbernumbernumber ofofof elementselementselements displayeddisplayeddisplayed to]to]to]

[Object] ウィンドウに表示するオブジェクトの子エレメントの制限数を設定します。詳細
は、「エレメントの表示」を参照してください。

[Default[Default[Default Radix]Radix]Radix]

波形コンフィギュレーション、[Objects] パネル、および [Console] パネルで表示されるデ
フォルトの基数値を設定します。詳細は、「基数の変更」を参照してください。

[Console[Console[Console texttexttext font]font]font]

ボタンの右側のボックスに、指定したフォントの例が表示されます。[Change] ボタンをク
リックすると、[Console] タブで使用するフォントを指定する [Select Font] ダイアログ ボッ
クスが表示されます。

ISim カラー プリファレンス

[Preferences] ダイアログ ボックスの [Colors] ページでは、波形の表示色を設定できます。 色

の変更に関する詳細は、[カスタム カラー スキームの設定」を参照してください。

[Apply] をクリックし、すべての変更を反映させます。

[Current[Current[Current ColorColorColor Scheme]Scheme]Scheme]

デフォルトの表示色名および作成した表示色名が表示されます。

[New][New][New]

新しい表示色を作成する場合はクリックします。 [Current Color Scheme] ボックスに新し
い名前を入力し、スキーム表で色を変更します。

[Delete][Delete][Delete]

選択した表示色を削除します。

[You[You[You cancancan editeditedit thethethe colorcolorcolor ofofof thisthisthis scheme]scheme]scheme]

この表には、ISim メイン ウィンドウでカスタマイズ可能なアイテムの色選択が含まれてい
ます。 [Apply] をクリックして、変更を反映させます。

時間フォーマットのプリファレンス

ISim GUI で表示される時間の表示方法は、[Preferences] ダイアログ ボックスの [Time Format]

ページでカスタマイズできます。このページを表示するには、[Edit] → [Preferences] をクリッ

クして左側ペインで [Time Format] をクリックします。時間フォーマットの設定は、[Waveform

Window] および [Other GUI Elements] の 2 つのフィールドから設定できます。

[Waveform[Waveform[Waveform Window]Window]Window]

ここで設定した内容が、波形ビューアー ウィンドウ内の GUI に適用されます。次の 3 つ
のフォーマットを設定できます。

[Link[Link[Link AllAllAll WaveformWaveformWaveform TimeTimeTime UnitsUnitsUnits ToToTo Ruler]Ruler]Ruler]

[Ruler] への変更に合わせて [Cursors/Markers] および [Measure Bubble] の単位が変更
されます。このオプションはデフォルトでオンになっています。

[Rulers][Rulers][Rulers]

波形ウィンドウ上部のメイン ルーラーおよびフロート ルーラーに適用されます。ほとんど
のユーザーは、このオプションのみ設定する必要があります。
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[Cursors/Markers][Cursors/Markers][Cursors/Markers]

すべてのカーソルおよびマーカーに表示される時間の値に適用されます。

[Measure[Measure[Measure Bubbles]Bubbles]Bubbles]

波形ウィンドウ下部に表示されるカーソル値を表示するバブルに適用されます。

[Other[Other[Other GUIGUIGUI Elements]Elements]Elements]

ここで設定した内容が、波形ビューアー ウィンドウ以外の GUI に適用されます。

[All[All[All TimeTimeTime Values]Values]Values]

メイン ウィンドウの右下に表示される現在のシミュレーション時間および [Objects] パネ
ルに表示される時間の値に適用されます。

上上上記記記ののの時時時間間間フフフォォォーーーマママッッットトトでででははは、、、次次次のののフフフィィィーーールルルドドドををを使使使用用用しししててて表表表示示示すすするるる値値値ののの時時時間間間ののの単単単位位位ととと精精精度度度ををを
設設設定定定ででできききままますすす。。。

[Units][Units][Units]

時間の値の単位を選択します。[Other GUI Elements] のデフォルト設定は Default で、
[Waveform Window] のデフォルト設定は Auto です。

[Decimal[Decimal[Decimal Places]Places]Places]

時間の値を表示するときに使用する小数点以下の桁数を設定します。デフォルト設定
は、どちらのフィールドでも Maximum になっています。

次次次のののボボボタタタンンンをををクククリリリッッックククすすするるるととと、、、時時時間間間のののフフフォォォーーーマママッッットトト設設設定定定すすすべべべてててににに適適適用用用ささされれれままますすす。。。

[Reset[Reset[Reset ToToTo Defaults]Defaults]Defaults]

値をデフォルト設定に戻します。
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VHDL シミュレーションの概要

コマンド ラインからシミュレーションを実行するときの基本的な手順は、次の 3 つです。

1. デザイン ファイルの解析

2. ISim シミュレーション実行ファイルの生成

3. デザインのシミュレーション

詳細は、次のトピックを参照してください。

• コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行

• コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行

コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行 (VHDL デザイン)

方法 1 : プロジェクト ファイルの使用 (推奨)

デデデザザザイイインンン フフファァァイイイルルルののの解解解析析析

<proj_name>.prj という名前のファイルを作成して、次の構文を含めます。

vhdl <library_name> <file_name_1>.vhd

vhdl <library_name> <file_name_2>.vhd

.

vhdl <library_name> <file_name_n>.vhd

説明 :

• <library_name> : 指定行のソースがコンパイルされるライブラリを指定します。

<library_name> は、デフォルトのライブラリ work 以外を指定するときのみ必要です。

• <file_name_1>.vhd : ソース ファイル名を指定します。1 行に 1 つの VHDL ファイル

のみを含めることができます。

例 :

vhdl work top.vhd

vhdl mylib_for_testbench testbench.vhd

メモ : 最上位ファイル testbench.vhd には、testbench という名前のエンティティが含まれ
ています。

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行
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HDL リンカー fuse では解析ノードでデザインのスタティック エラボレーションの実行、各モ

ジュール インスタンスのオブジェクト コードの生成、および生成したオブジェクト コードの ISim

シミュレーション エンジン ライブラリへのリンク付けを実行して、ISim シミュレーション実行ファ

イルを作成します。

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>}-prj <proj_name>.prj -o
<output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット

名を指定します。<library_name> は、デフォルトのライブラリ work 以外を指定するときの

み必要です。指定されている場合は、最上位を含む HDL ファイルをプロジェクト ファイ

ルで使用されている関連ライブラリ名でコンパイルする必要があります。たとえばテス

ト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。

• -o : オプションで ISim 実行ファイルの名前を指定できます。使用しない場合は、シミュ

レーション実行ファイルの名前がデフォルト名 x.exe になります。

プロジェクト ファイルを指定した fuse コマンドの例

fuse mylib_for_testbench.testbench -prj proj_name.prj

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

方法 2 : vhpcomp を使用したファイルの解析

デデデザザザイイインンン フフファァァイイイルルルののの解解解析析析

構文 :

vhpcomp [-work] <library_name> <file_name>.vhd

説明 :

• -work : オプションで、デフォルトの work ライブラリ以外を指定する場合に使用する

必要があります。

• <library_name> : <file_name> で指定されたソースがコンパイルされるライブラリを指定しま

す。1 行に複数の VHDL ファイル名を指定できます。

例 :

vhpcomp suba.vhd subb.vhd

このコマンドの詳細は、「vhpcomp コマンドの概要と構文」を参照してください。

ISim シミュレーション実行ファイルの生成 : fuse の実行

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>} -o <output_file_name>
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説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を指定しま

す。<library_name> は、デフォルトのライブラリ work 以外を指定するときのみ必要です。

指定されている場合は、最上位を含む HDL ファイルをプロジェクト ファイルで使用され

ている関連ライブラリ名でコンパイルする必要があります。たとえばテスト ベンチ ファイ

ルのデザイン ユニット名を入力します。

メモ : ビヘイビアー デザインで UNISIM プリミティブをインスタンシエートする場合、

glbl を top_name として使用する必要があります。

• -o : シミュレーション実行ファイルの名前 (my_sim.exe など) を指定できます。使用し

ない場合、シミュレーション実行ファイルの名前がデフォルト名 x.exe になります。

例 :

fuse work.topunit work.glbl -o my_sim.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

シミュレーション

コンパイルおよび ISim シミュレーション実行ファイルの生成が完了したら、シミュレーションを

実行します。シミュレーションを実行するには、fuse で生成した実行ファイルを実行します。

コマンド 動作

x.exe (デフォルト名) または my_sim.exe な
どのユーザー定義の実行ファイル

デザインがシミュレーションされ、完了すると Tcl
コマンド プロンプトが開き Tcl コマンドが入力
できるようになります。

x.exe -gui または my_sim.exe -gui デザインがシミュレーションされ、完了すると ISim
GUI が起動します。GUI のコマンドおよび Tcl コ
マンドを使用してデザインの解析、シミュレーショ
ンの再実行などを実行できます。

x.exe -tclbatch <tcl_file_name>
または my_sim.exe -tclbatch
<tcl_file_name>

デザインがシミュレーションされ、Tcl ファイルで
指定されている Tcl コマンドが実行されます。最
後に実行されるコマンドは quit です。

このコマンドの詳細は、「ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文」を参照し

てください。

コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行 (VHDL デザイン)

タイミング シミュレーション モデルの生成

タイミング シミュレーションを起動する前に、バックアノテーション用にタイミング シミュレーショ

ン モデルおよび遅延ファイルが必要です。NetGen を使用してこれらのファイルを生成してく

ださい。詳細は、『合成/シミュレーション デザイン ガイド』の「ゲート レベル ネットリストの生

成 (NetGen の実行)」を参照してください。

方法 1 : プロジェクト ファイルの使用 (推奨)

フフファァァイイイルルルのののコココンンンパパパイイイルルル :::

<proj_name>.prj という名前のファイルを作成して、次の構文を含めます。

vhdl <library_name> <your_testbench>.vhd
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vhdl <library_name> <topleve_timesim>.vhd

.

vhdl <library_name> <file_name_n>.vhd

• <library_name> : 指定行のソースがコンパイルされるライブラリを指定します。デフォル

トのライブラリ名は work です。

• <your_testbench>.vhd : スティミュラス ファイルを指定します。

• <topleve_timesim>.vhd : NetGen で生成されるタイミング シミュレーション モデルを入力

します (「タイミング シミュレーション モデルの生成」を参照)。

• <file_name_n>.vhd : 補助テストベンチ ファイルなど、テストベンチで必要なソース ファイ

ルを指定します。

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行 :::

HDL リンカー fuse では解析ノードでデザインのスタティック エラボレーションの実行、各モ

ジュール インスタンスのオブジェクト コードの生成、および生成したオブジェクト コードの ISim

シミュレーション エンジン ライブラリへのリンク付けを実行して、ISim シミュレーション実行ファ

イルを作成します。

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>}-prj <proj_name>.prj -o
<output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を指定

します。ライブラリ名はオプションで、指定されていない場合はデフォルトで work に

なります。指定されている場合は、最上位を含む HDL ファイルをプロジェクト ファイ

ルで使用されている関連ライブラリ名でコンパイルする必要があります。たとえばテス

ト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。

メモ : glbl は top_name として使用する必要があります。

• -prj <proj_file_name>.prj : タイミング シミュレーション中はオプションです。

• -o : オプションです。使用しない場合は、シミュレーション実行ファイルの名前がデ

フォルト名 x.exe になります。

fuse topunit work.glbl -prj mydesign.prj -o my_sim.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

方法 2 : vhpcomp の使用

フフファァァイイイルルルののの解解解析析析 :::

構文 :

vhpcomp [-work <library_name>]<file_name>.vhd

vhpcomp -work <library_name><file_name>.vhd
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説明 :

• -work : オプションで、デフォルトの work ライブラリ以外を指定する場合に使用する

必要があります。

• <library_name> : <file_name> で指定されたソースがコンパイルされるライブラリを指定しま

す。1 行に複数の VHDL ファイル名を指定できます。

このコマンドの詳細は、「vhpcomp コマンドの概要と構文」を参照してください。

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行 :::

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name> }-o <output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を指定しま

す。たとえばテスト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。ライブラリ名を含

めるのはオプションです。ライブラリ名が指定されない場合は、デフォルトのライブラリ名

work が使用されます。例 : work.topunit、work.glbl、mylib.glbl

• -o : オプションです。使用しない場合は、シミュレーション実行ファイルの名前がデ

フォルト名 x.exe になります。

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

シミュレーション

コンパイルおよび ISim シミュレーション実行ファイルの生成が完了したら、シミュレーションを

実行します。fuse コマンドで生成された ISim シミュレーション実行ファイルを実行するとシミュ

レーションが開始します。

開始後にファイルに含まれる Tcl コマンドを実行する場合は、–tclbatch オプションを使用

します。

また、SDF ファイルに含まれるタイミング遅延を使用するように指定することもできます。

構文 :

<executable_name>.exe -tclbatch <tcl_file_name>
-sdfmin|-sdftyp|-sdfmax [<instance>=]<sdf file name>

説明 :

• <executable_name>.exe : fuse -o オプションを使用して指定しない限り x.exe が使

用されます。

• -sdfmin|-sdftyp|-sdfmax : ISim で使用する遅延の種類 (minimum、typical、ま

たは maximum) を指定します。

• <instance> : SDF バック アノテーションを実行するインスタンスの階層パス名を指定

します。

• <sdf file name> には、アノテートする SDF ファイル名を指定します。

このコマンドの詳細は、「ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文」を参照し

てください。
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ライブラリ マップ ファイル

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim HDL コンパイル プログラム vhpcomp、vlogcomp、および fuse では、xilinxsim.ini コ

ンフィギュレーション ファイルを使用して VHDL および Verilog の論理ライブラリの定義およ

び物理ロケーションが識別されます。

検索順

コンパイラは、次のリストしたディレクトリ順に xilinxsim.ini ファイルを検索します。

1. $XILINX/vhdl/hdp/<platform>

2. vlogcomp、vhpcomp、または fuse コマンドの -initfile オプションで指定された

ユーザー ファイル。 -initfile オプションが指定されていない場合は、作業中のディ

レクトリに含まれる xilinxsim.ini ファイル。

構文

xilinxsim.ini ファイルのフォーマットは、次のとおりです。

<logical_library1> = <physical_dir_path1>
<logical_library2> = <physical_dir_path2>
.
.
<logical_libraryn> = <physical_dir_pathn>

例

次に、xilinxsim.ini ファイルの例を示します。

VHDL

std=C:/libs/vhdl/hdp/
stdieee=C:/libs/vhdl/hdp/ieee
work=C:/work

Verilog

unisims_ver=$XILINX/rtf/verilog/hdp/nt/unisims_ver
xilinxcorelib_ver=C:/libs/verilog/hdp/nt/xilinxcorelib_ver
mylib=./mylib
work=C:/work
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機能/制限

xilinxsim.ini ファイルでは、次の点に注意してください。

• xilinxsim.ini ファイルで指定するライブラリ/パスは、1 行に 1 つずつ記述する

必要があります。

• 物理パスに該当するディレクトリがない場合は、コンパイラで書き込みが行われるときに

vhpcomp または vlogcomp によってディレクトリが作成されます。

• 物理パスは、環境変数を使用して記述できます。 環境変数は、$ で始める必要が

あります。

• 論理ライブラリのデフォルトの物理ディレクトリは isim/<logical_library_name>
です。

• このファイルのコメントは、「- -」で開始します。

コマンド ライン モードでの対話型シミュレーション

コマンド ライン モードでシミュレーションを実行するときは、Tcl プロンプトでシミュレーション
Tcl コマンドを入力して、シミュレーションを実行し、デザインを解析し、デザインをデバッグで
きます。 シミュレーション コマンドの詳細は、「シミュレーション コマンドの概要」を参照してくだ
さい。 コマンドの入力方法のヒントは、「シミュレーション コマンドの入力」を参照してください。
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Verilog シミュレーションの概要

コマンド ラインからシミュレーションを実行するときの基本的な手順は、次の 3 つです。

1. デザイン ファイルの解析

2. ISim シミュレーション実行ファイルの生成

3. デザインのシミュレーション

詳細は、次のトピックを参照してください。

• コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行

• コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行

コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行 (Verilog デザイン)

Verilog デザインの論理 (ビヘイビアー) シミュレーションで UNISIM プリミティブを使用する場

合、次の手順に従う必要があります。

• $XILINX/vrilog/src/glbl.v をライブラリ work にコンパイルします。

• fuse で work.glbl を <library_name>.<top_name> の 1 つとして指定します。

• fuse で -L unisims_ver を指定します。

方法 1 : プロジェクト ファイルの使用 (推奨)

デデデザザザイイインンン フフファァァイイイルルルののの解解解析析析

<proj_name>.prj という名前のファイルを作成して、次の構文を含めます。

verilog <library_name> {<file_name_1>.v} {[-d <macro>] [-i
<include_path>]}

verilog <library_name> {<file_name_2>.v} {[-d <macro>] [-i
<include_path>]}

.

verilog <library_name> {<file_name_n>.v} {[-d <macro>] [-i
<include_path>]}
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説明 :

• verilog : ソース ファイルが Verilog ファイルであることを示します。

• <library_name> : 指定行のソースがコンパイルされるライブラリを指定します。1 行に複数

の Verilog ソース ファイルを指定できます。

• [-d <macro>] : [-i <include_path>] で指定されているロケーションに配置されているマ

クロを定義します。

例 :

verilog work top.v testbench.v

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行

HDL リンカー fuse では解析ノードでデザインのスタティック エラボレーションの実行、各モ

ジュール インスタンスのオブジェクト コードの生成、および生成したオブジェクト コードの ISim

シミュレーション エンジン ライブラリへのリンク付けを実行して、ISim シミュレーション実行ファ

イルを作成します。

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>}-prj <proj_name>.prj -L
<Verilog_library> -o <output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を指定

します。ライブラリ名はオプションで、指定されていない場合はデフォルトで work に

なります。指定されている場合は、最上位を含む HDL ファイルをプロジェクト ファイ

ルで使用されている関連ライブラリ名でコンパイルする必要があります。たとえばテス

ト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。

メモ : ビヘイビアー デザインで UNISIM プリミティブをインスタンシエートする場合、

glbl を top_name として使用する必要があります。

• -L <Verilog_library> : ビヘイビアー シミュレーション UNISIM プリミティブに基づいている

場合、unimacro_ver や xilinxcorelib_ver などのザイリンクス ライブラリに加え

て unisims_ver を含める必要があります。

• -o : オプションです。このオプションを使用しないと、シミュレーション実行ファイルの名

前がデフォルト名 x.exe になります。

例 :

fuse work.test_bench work.glbl -prj mydesign.prj -L unisims_ver
-L unimacro_ver -L xilinxcorelib_ver -o test_bench.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

方法 2 : vlogcomp を使用したファイルの解析

デデデザザザイイインンン フフファァァイイイルルルののの解解解析析析

構文 :

vlogcomp [-work <library_name>] <file_name>.v {[-d <macro>] [-i
<include_path>]
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説明 :

• -work : オプションで、デフォルトの work ライブラリ以外を指定する場合に使用する

必要があります。

• <library_name> : <file_name> で指定されたソースがコンパイルされるライブラリを指定しま

す。1 行に複数の Verilog ソース ファイルを指定できます。

• [-d<macro>] : [-i <include_path>] で指定されているロケーションに配置されているマ

クロを定義します。

例 :

vlogcomp suba.v subb.v

vlogcomp コマンドの詳細は、「vlogcomp コマンドの概要と構文」を参照してください。

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>} {-L <Verilog_library>} -o
<output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を入力しま

す。たとえばテスト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。そのうちの 1 つ

は glbl にする必要があります。ライブラリ名を含めるのはオプションです。ライブラリ名

が指定されない場合は、デフォルトのライブラリ名 work が使用されます。

メモ : グローバル モジュールの詳細は、『合成/シミュレーション デザイン ガイド』の

「Verilog でのグローバル セット (GSR) とグローバル トライステート (GTS)」を参照してく

ださい。

• -L <Verilog_library> : unimacro や xilinxcorelib などのザイリンクス ライブラリに

加えて unisim を含める必要があります。

• -o : オプションです。使用しない場合は、シミュレーション実行ファイルの名前がデ

フォルト名 x.exe になります。

例 :

fuse work.test_bench work.glbl -L unisims_ver -L unimacro_ver -L
xilinxcorelib_ver -o test_bench.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

シミュレーション

コンパイルおよび ISim シミュレーション実行ファイルの生成が完了したら、シミュレーションを

実行します。シミュレーションを実行するには、fuse で生成した実行ファイルを実行します。
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コマンド 動作

x.exe (デフォルト名) または my_sim.exe な
どのユーザー定義の実行ファイル

デザインがシミュレーションされ、完了すると Tcl
コマンド プロンプトが開き Tcl コマンドが入力
できるようになります。

x.exe -gui または my_sim.exe -gui デザインがシミュレーションされ、完了すると ISim
GUI が起動します。GUI のコマンドおよび Tcl コ
マンドを使用してデザインの解析、シミュレーショ
ンの再実行などを実行できます。

x.exe -tclbatch <tcl_file_name>
または my_sim.exe -tclbatch
<tcl_file_name>

デザインがシミュレーションされ、Tcl ファイルで
指定されている Tcl コマンドが実行されます。最
後に実行されるコマンドは quit です。

このコマンドの詳細は、「ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文」を参照し

てください。

コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行 (Verilog デザイン)

Verilog デザインのタイミング シミュレーションでは、次の規則に従う必要があります。

• $XILINX/vrilog/src/glbl.v をライブラリ work にコンパイルします。

• fuse で work.glbl を <library_name>.<top_name> の 1 つとして指定します。

• fuse で -L simprims_ver を指定します。

タイミング シミュレーション モデルの生成

タイミング シミュレーションを起動する前に、バックアノテーション用にタイミング シミュレーショ

ン モデルおよび遅延ファイルが必要です。NetGen を使用してこれらのファイルを生成してく

ださい。詳細は、『合成/シミュレーション デザイン ガイド』の「ゲート レベル ネットリストの生

成 (NetGen の実行)」を参照してください。

方法 1 : プロジェクト ファイルの使用 (推奨)

フフファァァイイイルルルのののコココンンンパパパイイイルルル

<proj_name>.prj という名前のファイルを作成して、次の構文を含めます。

verilog <library_name> {<file_name>.v} {[-d <macro>] [-i
<include_path>]}

説明 :

• -prf <prj_name> : プロジェクト ファイル名を指定します。

• verilog : ソース ファイルが Verilog ファイルであることを示します。1 行に複数の Verilog

ソース ファイルを指定できます。

• <library_name> : 指定行のソースがコンパイルされるライブラリを指定します。

• [-d <macro>] : [-i <include_path>] を使用して任意の数のマクロのパスを定義します。

これらのオプションはオプションです。

例 :

verilog work top.v testbench.v

verilog work glbl.v
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verilog work top_timesim.v

ISim シミュレーション実行ファイルの生成 : fuse の実行

HDL リンカー fuse では解析ノードでデザインのスタティック エラボレーションの実行、各モ

ジュール インスタンスのオブジェクト コードの生成、および生成したオブジェクト コードの ISim

シミュレーション エンジン ライブラリへのリンク付けを実行して、ISim シミュレーション実行ファ

イルを作成します。

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>} -prj <proj_name>.prj {-L
<verilog_library_name> }-o <output_file_name>

説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット

名を入力します。たとえばテスト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。そ

のうちの 1 つは glbl にする必要があります。ライブラリ名を含めるのはオプションです。

ライブラリ名が指定されない場合は、デフォルトのライブラリ名 work が使用されます。

• -L <Verilog_library> : ザイリンクス ライブラリに加えて simsprims_ver を含める

必要があります。

• -o : オプションです。使用しない場合は、シミュレーション実行ファイルの名前がデ

フォルト名 x.exe になります。

例 :

fuse work.testbench work.glbl -prj design.prj -L simprims_ver -o
isim.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

方法 2 : vlogcomp を使用したファイルの解析

フフファァァイイイルルルののの解解解析析析

構文 :

vlogcomp [-work <library_name>]<file_name>.v

説明 :

• -work : オプションで、デフォルトの work ライブラリ以外を指定する場合に使用する

必要があります。

• <library_name> : <file_name> で指定されたソースがコンパイルされるライブラリを指定しま

す。1 行に複数の Verilog ソース ファイルを指定できます。

例 :

vlogcomp top_testbench.v top_timesim.v

vlogcomp コマンドの詳細は、「vlogcomp コマンドの概要と構文」を参照してください。

ISimISimISim シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルルののの生生生成成成 ::: fusefusefuse ののの実実実行行行

構文 :

fuse {[<library_name>.]<top_name>} {-L <Verilog_library>} -o
<output_file_name>
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説明 :

• {[<library_name>.]<top_name>} : ライブラリおよび最上位のデザイン ユニット名を入力しま

す。たとえばテスト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。そのうちの 1 つ

は glbl にする必要があります。ライブラリ名を含めるのはオプションです。ライブラリ名

が指定されない場合は、デフォルトのライブラリ名 work が使用されます。

• -L <Verilog_library> : ザイリンクス ライブラリに加えて simsprims_ver を含める

必要があります。

• -o : オプションです。使用しない場合は、シミュレーション実行ファイルの名前がデ

フォルト名 x.exe になります。

例 :

fuse work.textbench work.glbl -L simprims_ver -o timesim.exe

fuse コマンドの詳細は、「fuse コマンドの概要と構文」を参照してください。

シミュレーション

コンパイルおよび ISim シミュレーション実行ファイルの生成が完了したら、シミュレーションを

実行します。fuse コマンドで生成された ISim シミュレーション実行ファイルを実行するとシミュ

レーションが開始します。

開始後にファイルに含まれる Tcl コマンドを実行する場合は、–tclbatch オプションを使用

します。

また、SDF ファイルに含まれるタイミング遅延を使用するように指定することもできます。

構文 :

<executable_name>.exe -tclbatch <tcl_file_name>
-sdfmin|-sdftyp|-sdfmax [<instance>=]<sdf file name>

説明 :

• <executable_name>.exe : fuse -o オプションを使用して指定しない限り x.exe が使

用されます。

• -sdfmin|-sdftyp|-sdfmax : ISim で使用する遅延の種類 (minimum、typical、ま

たは maximum) を指定します。

• <instance> : SDF バック アノテーションを実行するインスタンスの階層パス名を指定

します。

• <sdf file name> には、アノテートする SDF ファイル名を指定します。

このコマンドの詳細は、「ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文」を参照し

てください。
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Verilog デザイン ユニットのインスタンスの検索順位

HDL リンカー fuse では、次の検索銃にを使用してデザインにインスタンシエートされている

Verilog デザイン ユニットを検索しバインドします。

1. ‘uselib 指示子で指定されたライブラリ

2. コマンド ラインで -lib|-L オプションを使用して指定されたライブラリ

3. 親デザイン ユニットのライブラリ

4. ローカルの作業ライブラリ

ソース ライブラリのサポート

次に示すコンパイラの引数では、Verilog-XL と同様にソース ライブラリがサポートされます。

各引数の説明は、「vlogcomp コマンドのオプション」または「fuse コマンドのオプション」を参照

してください。

この機能を使用するには、次のコマンド オプションを vlogcomp Verilog コンパイラに渡す必

要があります。

ライブラリのディレクトリ (-sourcelibdir)

メモ : -sourcelibdirでは Verilog-XL の -yオプションに類似した機能が提供されます。

コマンド ラインのソース ファイルがコンパイルされた後にモジュールに未解決のリファレンス

がある場合、コンパイラでソース ライブラリが検索されます。 この検索中に、コンパイラは未解

決のインスタンシエートされたデザイン ユニットと指定された -sourcelibdir ディレクトリに含ま

れている同じ名前のファイル名を一致させようとします。 ファイルが存在する場合は、コンパ

イラでそのファイルが解析されます。 コンパイラでは -sourcelibext-sourcelibext-sourcelibext が共に使用されない場合

は、拡張子が .v、.h などのファイルがデフォルトで無視されることに注意してください。

-sourcelibdir <library_first> -sourcelibdir <library_second>

ソース ファイルの拡張子 (-sourcelibext)

メモ : -sourcelibext-sourcelibext-sourcelibext では Verilog-XL の +libext++libext++libext+ オプションに類似した機能が提供されます。

このコマンド ラインの引数は、ソース ライブラリ ファイルに拡張子があるとき、-sourcelibdir-sourcelibdir-sourcelibdir と

共に使用できます。

-sourcelibext .v

ソース ファイル (-sourcelibfile)

メモ : -sourcelibfile-sourcelibfile-sourcelibfile では Verilog-XL の -v-v-v オプションに類似した機能が提供されます。

ISim では、すべての未解決のモジュールの定義を含むソース Verilog ライブラリ ファイルを

供給できます。

-sourcelibfile ./library/lib_abc.v

例

次に、これらのコマンド オプションの使用例を示します。

vlogcomp
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vlogcomp -work mywork1 file1.v -sourcelibdir mydir/cells

コンパイラによりディレクトリ mydir/cells に含まれる未解決のセルが検索されます。 たと

えば、file1.v で未解決の DFF および DMUX がインスタンシエートされる場合、コンパイ

ラにより mydir/cells ディレクトリに含まれる名前が DFF および DMUX のファイルが検索

されます。 ファイル DFF および DMUX では、モジュール DFF および DMUX が定義されて

いるはずです。

fuse

fuse –prj test.prj test -sourcelibfile ./mylib1/lib_abc.v
-sourcelibfile ./mylib1/lib_cde.v

test.prj には次が含まれます。

verilog work test.v

コンパイラでは test.v で使用されるモジュールの -sourcelibfile-sourcelibfile-sourcelibfile オプションで渡されるファ

イルが使用されます。 モジュールが解析され、 test デザインが生成されます。

<proj_name> .prj

fuse –prj test.prj test

test.prj には次が含まれます。

verilog work test.v -sourcelibdir ./mylib1 –sourcelibdir ./mylib2
-sourcelibext .v

test.v ファイルにインスタンシエートされている modulename という名前の未解決のモジュー

ルに対し、 コンパイラでは ./mylib1、./mylib2 ディレクトリの順で modulename.v とい

う名前のファイルが検索されます。

ライブラリ マップ ファイル

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim HDL コンパイル プログラム vhpcomp、vlogcomp、および fuse では、xilinxsim.ini コ

ンフィギュレーション ファイルを使用して VHDL および Verilog の論理ライブラリの定義およ

び物理ロケーションが識別されます。

検索順

コンパイラは、次のリストしたディレクトリ順に xilinxsim.ini ファイルを検索します。

1. $XILINX/vhdl/hdp/<platform>

2. vlogcomp、vhpcomp、または fuse コマンドの -initfile オプションで指定された

ユーザー ファイル。 -initfile オプションが指定されていない場合は、作業中のディ

レクトリに含まれる xilinxsim.ini ファイル。
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構文

xilinxsim.ini ファイルのフォーマットは、次のとおりです。

<logical_library1> = <physical_dir_path1>
<logical_library2> = <physical_dir_path2>
.
.
<logical_libraryn> = <physical_dir_pathn>

例

次に、xilinxsim.ini ファイルの例を示します。

VHDL

std=C:/libs/vhdl/hdp/
stdieee=C:/libs/vhdl/hdp/ieee
work=C:/work

Verilog

unisims_ver=$XILINX/rtf/verilog/hdp/nt/unisims_ver
xilinxcorelib_ver=C:/libs/verilog/hdp/nt/xilinxcorelib_ver
mylib=./mylib
work=C:/work

機能/制限

xilinxsim.ini ファイルでは、次の点に注意してください。

• xilinxsim.ini ファイルで指定するライブラリ/パスは、1 行に 1 つずつ記述する

必要があります。

• 物理パスに該当するディレクトリがない場合は、コンパイラで書き込みが行われるときに

vhpcomp または vlogcomp によってディレクトリが作成されます。

• 物理パスは、環境変数を使用して記述できます。 環境変数は、$ で始める必要が

あります。

• 論理ライブラリのデフォルトの物理ディレクトリは isim/<logical_library_name>
です。

• このファイルのコメントは、「- -」で開始します。
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Verilog シミュレーション用の定義済み XILINX_SIM マクロ

XILINX_ISIM は、ISim 特有の Verilog 定義済みマクロで、値は 1 です。 この定義済みマクロ

を使用するとツール特定のファンクションを実行したり、またはデザイン フローで使用するツー

ルを特定できます。

module isim_predefined_macro;
integer fp;
initial
begin
‘ifdef XILINX_ISIM

$display("XILINX_ISIM defined");
fp = $fopen("ISIM.dat");

‘else
$display("XILINX_ISIM not defined");
fp = $fopen("other.dat");

‘endif
$fdisplay (fp, "results");
end
endmodule

コマンド ライン モードでの対話型シミュレーション

コマンド ライン モードでシミュレーションを実行するときは、Tcl プロンプトでシミュレーション
Tcl コマンドを入力して、シミュレーションを実行し、デザインを解析し、デザインをデバッグで
きます。 シミュレーション コマンドの詳細は、「シミュレーション コマンドの概要」を参照してくだ
さい。 コマンドの入力方法のヒントは、「シミュレーション コマンドの入力」を参照してください。
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混合言語シミュレーションの概要

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim では、混合言語のプロジェクト ファイルおよび混合言語シミュレーションがサポートされ

ています。VHDL デザインには Verilog モジュールが、Verilog デザインには VHDL モジュー

ルが含まれます。ただし、一部制限があります。

シミュレーションでの混合言語の制限

• VHDL と Verilog の混合は、モジュール インスタンスまたはコンポーネント単位でのみ

可能です。VHDL デザインへの Verilog モジュールのインスタンシエート、Verilog デ

ザインへの VHDL コンポーネントのインスタンシエートのみがサポートされます。それ

以外の混合方法はサポートされません。

• Verilog での階層参照では VHDL ユニットは参照できず、VHDL の展開/選択名で

は Verilog ユニットを参照できません。

• Verilog モジュールとの境界では、一部の VHDL の型、ジェネリック、ポートのみ使用

可能です。同様に、VHDL デザイン ユニットの境界では、一部の Verilog の型、パ

ラメーター、ポートのみ使用可能です。

• Verilog モジュールの VHDL ユニットへのバインドには、コンポーネントのインスタンシ

エーションに基づくデフォルトのバインドが使用されます。具体的には、VHDL デザイン

ユニットにインスタンシエートされている Verilog モジュールには、コンフィギュレーショ

ン仕様、直接インスタンシエーション、およびコンポーネントのコンフィギュレーション

は使用できません。

混合言語シミュレーションでの主要手順

• 混合言語コンポーネントをインスタンシエートします。詳細は、「VHDL デザイン ユニッ

トへの Verilog モジュールのインスタンシエーション」または「Verilog モジュールへの

VHDL デザイン ユニットのインスタンシエーション」を参照してください。

• オプションで、混合言語プロジェクトのデザイン ライブラリに含まれる VHDL エンティ

ティまたは Verilog モジュールでの検索順を指定します。

混合言語プロジェクトのデザイン ライブラリに含まれる VHDL エンティティまたは Verilog

モジュールのバインド順を指定するには、fuse -L オプションを使用します。-L で指定

したライブラリの検索順は、Verilog モジュールをほかの Verilog モジュールにバインド

する際にも使用されます。

• シミュレーションを実行します。
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混合言語コンポーネントのインスタンシエーション

VHDL デザイン ユニットへの Verilog モジュールのインスタンシエーション

混合言語デザインでは、VHDL デザイン ユニットに Verilog モジュールをインスタンシエート

できます。

VHDL デザイン ユニットに Verilog モジュールをインスタンシエートするには

1. Verilog モジュールと同じ名前で VHDL コンポーネントを宣言します (大文字と小文字
を区別)。

次がその例です。

COMPONENT MY_VHDL_UNIT PORT (
Q : out STD_ULOGIC;
D : in STD_ULOGIC;
C : in STD_ULOGIC );
END COMPONENT;

2. 名前の関連付けを使用して Verilog モジュールをインスタンシエートします。

次がその例です。

UUT : MY_VHDL_UNIT PORT MAP(
Q => O,
D => I,
C => CLK);

「混合言語デザインでの境界およびマップに関する注意事項」のポート マップ規則を参照し、

ポート タイプが正しく一致しているか確認してください。

Verilog では大文字と小文字が区別されるので、コンポーネント宣言で使用する名前の関連

付けおよびローカル ポート名は対応する Verilog ポート名と大文字/小文字も一致させる必

要があります。

Verilog デザイン ユニットへの VHDL モジュールのインスタンシエーション

混合言語デザインでは、Verilog デザイン ユニットに VHDL モジュールをインスタンシエート

できます。

Verilog デザイン ユニットに VHDL モジュールをインスタンシエートするには

Verilog モジュールのインスタンシエーション同様に、VHDL エンティティをインスタンシエート
します。

次がその例です。

module testbench ;
wire in, clk;
wire out;
FD FD1(
.Q(Q_OUT),
.C(CLK);
.D(A);
);

混合言語デザインでのバインドと検索
メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。
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VHDL コンポーネントまたは Verilog モジュールをインスタンシエートするとき、fuse リンカー

では最初に同じ言語のユニットをインスタンシエートするデザイン ユニットとして検索します。

同じ言語のユニットが存在しない場合は、-lib オプションで指定されたライブラリでもう 1 つ

の言語のデザイン ユニットが検索されます。ライブラリは、fuse のコマンド ラインに入力した順

に検索されます。Verilog ライブラリの検索順の詳細は、「Verilog デザイン ユニットのインスタ

ンスの検索順位」を参照してください。

メモ : ISE® を使用する場合は、ライブラリ検索順は自動的に指定されるので、ユーザーが指
定する必要はありません。

VHDL

VHDL デザインにコンポーネントがインスタンシエートされている場合、そのコンポーネント名

は VHDL ユニットと判断され、論理ライブラリ work が検索されます。VHDL ユニットが見つ

かると、そのユニットにバインドされ、検索が停止します。VHDL ユニットが見つからない場合

は、大文字と小文字を維持したコンポーネント名を Verilog モジュール名として扱い、次のよ

うに検索が続行されます。

• ユーザーにより指定された順序のユニファイド論理ライブラリで Verilog モジュールが

大文字と小文字の区別を維持しながら検索されます。最初に一致したユニットがバイ

ンドされ、検索が終了します。

• 大文字と小文字の区別を維持した検索条件で一致するユニットが見つからない場合

は、大文字と小文字を区別しない名前がユーザーにより指定された順序のユニファ

イド論理ライブラリで検索されます。一致するユニットが見つかるとそのユニットがバイ

ンドされ、検索が終了します。

Verilog インスタンシエーション ユニット

Verilog デザインにコンポーネントがインスタンシエートされている場合、そのコンポーネント名

は Verilog ユニットと判断され、Verilog モジュールがユーザーにより指定された順序のユニ

ファイド論理ライブラリで検索されます。Verilog ユニットが見つかれば、そのユニットにバイン

ドされ、検索が終了します。Verilog ユニットが見つからない場合は、インスタンシエートされて

いるモジュール名を VHDL エンティティ名として扱い、次のように検索が続行されます。

• エンティティ名がユーザーにより指定された順序のユニファイド論理ライブラリで大文

字と小文字の区別を無視して検索されます。最初に一致したユニットがバインドさ

れ、検索が終了します。

• 拡張識別子として作成された VHDL デザイン ユニット名 (大文字と小文字を維持) が

ユーザーにより指定された順序のユニファイド論理ライブラリで検索されます。一致する

ユニットが見つかるとそのユニットがバインドされ、検索は終了します。

メモ : 混合言語デザインでは、インスタンシエートされた Verilog モジュールから VHDL エン
ティティに関連付けられたポート名の大文字と小文字は区別されません。defparam 文で VHDL
ジェネリックを変更することはできないことにも注意してください。

混合言語デザインでの境界およびマップに関する注意事項

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。
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一般

VHDL および Verilog のデザインユニット/モジュールの境界では、次のような制限があります。

• デザイン ユニット レベルが VHDL と Verilog の境界となります。

• VHDL デザインには、1 つ以上の Verilog モジュールをインスタンシエートできます。

• VHDL デザインへの Verilog UDP のインスタンシエーションはサポートされていません。

• Verilog デザインには、VHDL エンティティに対応する VHDL コンポーネントのみインスタ

ンシエート可能です。Verilog デザインへの VHDL コンフィギュレーションのインスタンシ

エーションはサポートされていません。

ポートのマップ

混合言語プロジェクトで使用されるポート マップには、次の規則および制限があります。

• サポートされる VHDL ポート タイプ :

– IN

– OUT

– INOUT

メモ : VHDL のバッファ ポートおよびリンケージ ポートはサポートされません。

• サポートされる Verilog ポート タイプ :

– INPUT

– OUTPUT

– INOUT

メモ : Verilog では、双方向パス スイッチへの接続はサポートされません。

• 混合デザインの境界では、名前のない Verilog ポートを使用することはできません。

• 次の表に、混合言語デザインの境界のポートで使用可能な VHDL および Verilog

データ型を示します。

VHDL ポート Verilog ポート

ビット ネット

std_ulogic ネット

std_logic ネット

bit_vector ベクター ネット

std_ulogic_vector ベクター ネット

std_logic_vector ベクター ネット

メモ : Verilog の出力ポートでは、reg 型がサポートされます。境界では、reg ポートは出力ネッ
ト (ワイヤ) ポートとして扱われます。

メモ : 混合言語デザインの境界でその他のデータ型を使用すると、エラーが発生します。
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ジェネリック (パラメーター) のマップ

次の VHDL ジェネリック型 (および対応する Verilog の型) がサポートされます。

• 整数

• 実数

• 文字列

• ブール代数

メモ : 混合言語デザインの境界でその他のジェネリック型を使用すると、エラーが発生します。

VHDL/Verilog の値のマップ

次の表に示すように、Verilog のステートは std_logic および bit 型にマップされます。

Verilog std_logic ビット

Z ’Z’ ’0’

0 ’0’ ’0’

1 ’1’ ’1’

X ’X’ ’0’

メモ : Verilog の strength は無視されます。VHDLには、strength に対応するものはありません。

VHDL の bit 型は、次の表に示すように Verilog のステートにマップされます。

ビット Verilog

’0’ 0

’1’ 1

VHDL の std_logic 型は、次の表に示すように Verilog のステートにマップされます。

std_logic Verilog

’U’ X

’X’ X

’0’ 0

’1’ 1

’Z’ Z

’W’ X

’L’ 0

’H’ 1

’-’ X
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解析の実行前

ISim GUI の起動

GUI を起動するには

ISim の GUI は、シミュレーション実行ファイルを ISE® ソフトウェアまたはコマンド ラインから実

行すると起動します。詳細は、シミュレーションの手順の「手順 3 : デザインのシミュレーショ

ン」を参照してください。

ISim グラフィック ユーザー インターフェイスを読み取り専用モードで開いて以前のシミュレー

ションのデータを表示または解析するときの詳細は、「スタティック シミュレーションを開く」を

参照してください。

操作後の結果

ISEISEISE ソソソフフフトトトウウウェェェアアアかかからららのののシシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン

ISE® から ISim を起動すると、最上位信号を含む波形コンフィギュレーションが表示されます。

デザイン データは、[Objects] パネルや [Instances and Processes] パネルなどの GUI のほか

のエリアに表示されます。次に信号を追加したり、ISim でシミュレーションを実行できます。

コココマママンンンドドド ララライイインンンかかからららのののシシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン

コマンド ラインでシミュレーション実行ファイルを -gui オプションで実行して ISim を起動す

ると、空の波形コンフィギュレーションが表示されます。デザイン データは、[Objects] パネル

や [Instances and Processes] パネルなどの GUI のほかのエリアに表示されます。ISim でシミュ

レーションを実行する前に波形コンフィギュレーションに信号を追加する必要があります。

波形コンフィギュレーションへの信号の追加

グラフィカル ユーザー インターフェイスのメニュー コマンドまたはドラッグアンドドロップ手法

を使用するか、または [Console] パネルで Tcl コマンドを入力すると、波形ウィンドウにデザイ

ンの信号を表示できます。

メモ : 波形コンフィギュレーションの作成や信号の追加などの波形コンフィギュレーションへの
変更は、WCFG ファイルを保存するまでは一時的に変更されている状態です。詳細は、「シ
ミュレーション結果の保存」を参照してください。
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GUI からの信号の追加

1. [Instances and Processes] パネルでデザイン階層を展開してアイテムを選択します。

選択したインスタンスまたはプロセスに対応するオブジェクトが [Objects] パネルに表示

されます。

2. [Objects] パネルでオブジェクトを選択します。

3. 次のいずれかの方法を使用してオブジェクトを波形コンフィギュレーションに追加します。

• 右クリックして [Add to Wave Window] をクリックします。

• [Objects] パネルからオブジェクトを波形ウィンドウの [Name] 列にドラッグアンドド

ロップします。

• 次に示すように [Console] タブに wave add コマンドを入力します。

Tcl を使用した信号の追加

1. オプションですが [Instances and Processes] パネルおよび [Objects] パネルでデザイン階

層をナビゲートするか、または [Console] パネルで scope コマンドを入力して、追加する

オブジェクトを識別します。

2. [Console] パネルで wave add コマンドを使用して個別のオブジェクトまたはオブジェクト

グループを追加します。

波形コンフィギュレーションと .wcfg ファイル

波形コンフィギュレーションと .wcfg ファイルは両方とも波形リストのカスタマイズを指しますが、

これら 2 つには概念的な違いがあります。波形コンフィギュレーションは、メモリに読み込んで

作業するものであるのに対し、.wcfg ファイルは波形コンフィギュレーションをディスクに保存

した形態を指します。

波形コンフィギュレーション名と .wcfg ファイル名

波形コンフィギュレーションは名前を付けたり、無名 (Untitled) にできます。名前は、波形コン

フィギュレーション ウィンドウ タブに表示されます。GUI から Tcl コマンドを入力して波形コン

フィギュレーションを .wcfg ファイルに保存するとき、.wcfg ファイルの名前はコマンドの引数で

指定されます。波形コンフィギュレーション名は、ファイルに保存されるときに .wcfg ファイル名

と一致するように変更されます。波形コンフィギュレーションを .wcfg ファイルから読み込む場

合は、波形コンフィギュレーションの名前はその .wcfg ファイルの名前になります。

信号/バスのコピーの追加

波形を比較するために、同じ信号/バスのコピーを波形コンフィギュレーションに追加できま

す。 同じ信号/バスのコピーは、グループや仮想バスなど、波形コンフィギュレーションの任

意の位置に配置できます。

信号/バスのコピーを追加するには

1. 波形ウィンドウの波形コンフィギュレーションで信号またはバスを選択します。

2. [Edit] → [Copy] をクリックするか、または Ctrl + C キーを押します。

信号/バス名がクリップボードにコピーされます。

3. [Paste] コマンドをクリックするか、または Ctrl + V キーを押します。
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信号/バスが波形コンフィギュレーションにコピーされます。 信号/バスは、必要に応じてドラッ

グアンドドロップして移動できます。

ISim でのシミュレーションの実行

シミュレーションは、デザインのロジックおよびタイミングを検証するプロセスで、ISim の GUI
またはコマンド ラインを使用して実行できます。

ISim GUI からシミュレーションを実行するには

次の GUI メニューを使用してシミュレーションを実行できます。

• [Simulation] → [Restart] ( ) : シミュレーションを停止して、シミュレーション時間を 0 に戻
します。デザインを読み込み直さずに [Step]、[Run All]、または [Run for the time specified
on the toolbar] を使用して、シミュレーションを続行します。 詳細は、restart Tcl コマンド
を参照してください。

• [Simulation] → [Run All] ( ) : すべてのイベントが実行されるまでシミュレーションを実
行します。 また、Tcl コマンドの run で all オプションを実行しても同様の操作を実行で
きます。

• [Simulation] → [Run] ( ) : シミュレーションを 100ns 間実行するか、またはツールバー
に特定のシミュレーション時間を入力して実行します。 時間とその単位は、ボタンの右横
にある [Value] ボックスに入力します。 run Tcl コマンドを使用しても、シミュレーション時
間およびその単位を指定できます。

• [Simulation] → [Step] ( ) : HDL 命令に対して 1 つずつシミュレーションを実行します。
詳細は「シミュレーションの 1 行ずつの実行」を参照してください。 また、step Tcl コマン
ドも参照してください。

また、HDL ソース コードの特定の位置までシミュレーションを実行することも可能です。 この
場合は、ブレークポイントを使用して [Run All] コマンドを実行します。 詳細は、「ソース コー
ドのデバッグの概要」を参照してください。

メモ : 現在のシミュレーション時間は、右下端に表示されます。

シミュレーションの一時停止

シミュレーションを任意の時間実行している間、[Break] コマンドを使用してシミュレーションを

一時停止し、シミュレーション セッションを開いたままにできます。

ISim セッションを閉じる場合は、「ISim の終了」を参照してください。

シミュレーションを一時停止するには

次の手順に従って [Break] コマンドを使用すると、シミュレーションを一時停止できます。

• [Simulation] → [Break] をクリックします。

• [Break] ボタン ( ) をクリックします。

• コマンド プロンプトで Ctrl + C キーを入力します。

シミュレーションが次の HDL 実行行で停止します。シミュレーションが停止した行は、テキス

ト エディターに表示されます。

メモ : この動作は、-nodebug オプションを使用してコンパイルされていないデザインで発生
します。

シミュレーションは、[Run All]、[Run]、[Run for the time specified on the toolbar] (ツールバー

のみ)、[Step] コマンドを使用するといつでも再開できます。詳細は、「ISim でのシミュレーショ

ンの実行」を参照してください。
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ISim の終了

シミュレーションを終了し、ISim セッションを閉じることができます。

ISim を終了するには

• [File] → [Exit] をクリックします。

• [Console] パネルのプロンプトに quit -f コマンドを入力します。 この場合、終了を尋ね
るダイアログ ボックスが表示されずに ISim が終了します。

• メイン ウィンドウの右上端の X (閉じるボタン) をクリックします。

シミュレーションが終了し、ISim が閉じます。

波形コンフィギュレーションのカスタマイズ

カーソルの配置

波形ウィンドウでメイン カーソルとセカンダリ カーソルを使用すると、時間を表示、計測でき、

さまざまなナビゲート操作の焦点として機能します。

メモ : カーソルは、主に時間の一時的な指標として使用し、2 つの波形エッジ間の時間を計

測するときなど、頻繁に移動して使用します。 複数の計測値の時間ベースを確立させるな

ど、永久的な指標として使用する場合は、波形ウィンドウにマーカーを追加してください。 詳

細は、「マーカーの追加」を参照してください。

メイン カーソルを配置するには

波形ウィンドウでクリックすると、メイン カーソルがその位置に配置されます。

セカンダリ カーソルを配置するには

次の手順に従い、セカンダリ カーソルを配置します。

• 波形をクリックしてホールドし、右側または左側にドラッグします。

これでセカンダリ カーソルが配置されます。

• Shift キーを押しながら波形をクリックします。

セカンダリ カーソルがない場合は、セカンダリ カーソルが現時点でメイン カーソルが配

置されている場所に設定され、メイン カーソルはクリックした位置に移動します。

メモ : メイン カーソルの配置中にセカンダリ カーソルの位置を保持するには、Shift キー

を押したままにします。

メモ : セカンダリ カーソルをドラッグして配置するときは、ある程度の距離をドラッグしないと
セカンダリ カーソルが表示されません。

カーソルを移動するには

シンボルが表示されるまでマウスを移動してからカーソルをクリックして、任意の場所にド

ラッグします。
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波形ウィンドウでカーソルをドラッグするときに [Snap to Transition] ボタンがオンの場合 (デ

フォルト)、中空円または中が塗りつぶされた円が表示されます。

• 中が塗りつぶされた円 ( ) では、選択した信号の波形の遷移上にカーソルが置かれ

たときに表示されます。

• 中空円 ( ) では、選択した信号の波形の遷移間にカーソルが置かれたときに表

示されます。

セカンダリ カーソルを非表示にするには

波形ウィンドウのカーソル、マーカー、またはフロート ルーラーがない位置でクリックすると、

非表示にできます。

マーカーの設定

マーカーの追加

マーカーを波形に追加すると、波形内をナビゲートしながら、特定時間の波形値を表示でき

ます。 マーカーは波形コンフィギュレーション上のカーソルの位置に追加されます。

マーカーを追加するには

1. 波形ウィンドウでマーカーを追加する時間または遷移をクリックしてメイン カーソルを配
置します。

2. [Edit] → [Markers] → [Add Marker] または [Add Marker] ボタン ( ) をクリックします。

マーカーがカーソルに配置されます。マーカーが既にカーソルの位置に存在する場合は、

わずかにずれた位置にマーカーが配置されます。 マーカーの時間はマーカー上部に表示

されます。

マーカーの移動

マーカーの追加後にドラッグアンドドロップを使用して波形内の別の位置にマーカーを移動

できます。

マーカーを移動するには

1. マーカー上部にあるマーカー ラベルをクリックして任意の位置にドラッグします。

マーカーが移動可能であることを示すドラッグ シンボル ( ) が表示されます。

波形ウィンドウでマーカーをドラッグするときに [Snap to Transition] ボタンがオンの場合

(デフォルト)、中空円または中が塗りつぶされた円が表示されます。

• 中が塗りつぶされた円 ( ) では、選択した信号の波形または別のマーカー上

にカーソルが置かれたときに表示されます。 マーカー上では中が塗りつぶされ

た円が白色で表示されます。

• 中空円 ( ) では、選択した信号の波形の遷移間にカーソルが置かれたとき

に表示されます。

2. 新しい位置にマーカーをドロップします。

マーカーが新しい位置に移動します。

マーカーの削除

コマンド 1 つを使用して 1 つまたはすべてのマーカーを削除できます。
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マーカーを削除するには

1. マーカーを右クリックします。

2. 次のいずれかを実行します。

• 文脈依存メニューから [Delete Marker] を選択して、マーカー 1 つを削除します。

• 文脈依存メニューから [Delete All Markers] を選択して、マーカーをすべて削除し
ます。

メモ : Delete キーを使用しても、選択したマーカーを削除します。

マーカーが波形から削除されます。

[Undo] コマンド ([Edit] → [Undo]) を使用すると削除したマーカーを復元できます。

仕切りの追加

波形コンフィギュレーションに仕切りを追加して、信号をグループに区切ることができます。

仕切りを追加するには

1. 波形ウィンドウの [Name] 列で、仕切りを追加する信号を選択します。

2. [Edit] → [New Divider] をクリックするか、または右クリックして [New Divider] をクリック
します。

仕切りが波形コンフィギュレーションに追加されます。 この変更は視覚的なものであり、HDL

コードには何も追加されません。

新しい仕切りはファイルが保存されるときに波形コンフィギュレーション ファイルに保存され

ます。

仕切りでは、次を変更できます。

• 仕切りに名前を付けることができます。 詳細は、「オブジェクト名の変更」を参照してく

ださい。

• 仕切りは、名前をドラッグアンドドロップすると、波形内の別の位置に移動できます。

仕切りを削除するには、ハイライトしてから Delete キーを押すか、右クリックして [Delete] をク

リックします。

グループの追加

グループを波形コンフィギュレーションに追加すると、信号およびバスを関連信号セットとして

フォルダーにまとめ、整理できます。グループ自体には波形データが表示されず、展開した

ときにその内容を表示できます。

グループを追加するには

1. 波形コンフィギュレーションで、グループに追加する信号またはバスを任意の数だけ選
択します。

メモ : グループには、仕切り、仮想バス、およびその他のグループを含めることもでき
ます。

2. [Edit] → [New Group] をクリックするか、または右クリックして [New Group] をクリックし
ます。
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選択した信号またはバスを含むグループが波形コンフィギュレーションに追加されます。グ

ループには アイコンが表示されます。この変更は視覚的なものであり、HDL コードには

何も追加されません。

信号またバスは名前をグループにドラッグアンドドロップすると移動できます。

新しいグループおよびそのネストされた信号/バスは、波形コンフィギュレーション ファイルを

保存するときに保存されます。

グループでは、次を変更できます。

• グループの名前を変更できます。詳細は、「オブジェクト名の変更」を参照してください。

• グループは、[Name] 列内の任意の場所にドラッグアンドドロップすると移動できます。

グループを削除するには、ハイライトしてから [Edit] → [Wave Objects] → [Ungroup] をクリッ

クするか、または右クリックして [Ungroup] をクリックします。グループに含まれていた信号/バ

スは波形コンフィギュレーション階層の上位に配置されます。

注意 : Delete キーを押すと、グループおよびネストされた信号およびバスが波形コンフィギュ
レーションから削除されます。

仮想バスの追加

仮想バスを波形コンフィギュレーションに追加すると、論理スカラーおよび配列をグループま

たはフォルダーにまとめることができます。仮想バスには、バスの波形が表示されます。仮想

バスはその下に昇順で表示される信号の波形で構成されており、1 次元配列にフラット化さ

れます。

仮想バスを追加するには

1. 波形コンフィギュレーションで、仮想バスに追加する信号またはバスを任意の数だけ選
択します。

2. [Edit] → [New Virtual Bus] をクリックするか、または右クリックして [New Virtual Bus] を
クリックします。

選択した信号またはバスを含む仮想バスが波形コンフィギュレーションに追加されます。グ

ループには アイコンが表示されます。この変更は視覚的なものであり、HDL コードには

何も追加されません。

信号またバスは名前を仮想バスにドラッグアンドドロップすると移動できます。

新しい仮想バスおよびそのネストされた信号/バスは、波形コンフィギュレーション ファイルを

保存するときに保存されます。

仮想バスでは、次を変更できます。

• 仮想バスの名前は変更できます。詳細は、「オブジェクト名の変更」を参照してください。

• 仮想バスは名前をドラッグアンドドロップすると、[Name] 列内の別の位置に移動できます。

仮想グループを削除してグループに含まれていたアイテムをハイライトするには、[Edit] →

[Wave Objects] → [Ungroup] をクリックするか、または右クリックして [Ungroup] をクリックします。

注意 : Delete キーを押すと、仮想バスおよびネストされた信号およびバスが波形コンフィギュ
レーションから削除されます。

オブジェクト名の変更

波形ウィンドウに含まれている信号、仕切り、グループ、バスなどのオブジェクト名は変更で
きます。
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オブジェクト名を変更するには

1. [Name] 列でオブジェクト名を選択します。

2. 右クリックして [Rename] をクリックします。

3. 名前を変更します。

4. Enter キーをクリックするか、名前以外の箇所をクリックして、名前を反映させます。

また、オブジェクト名をダブルクリックしても、名前を変更できます。

変更はすぐに反映されます。 波形コンフィギュレーションでのオブジェクト名の変更は、デザ

インのソース コードには影響しません。

表示名の変更

名前は、階層名を含めた完全名で表示するか ([Long Name])、信号/バス名のみを表示する

か ([Short Name])、またはカスタム名で表示できます。 信号/バス名は、波形コンフィギュレー

ションの [Name] 列に表示されます。

名前が非表示の場合は、次の手順に従います。

• 信号の完全名が表示されるまで [Name] 列の幅を広げます。

• また、[Name] 列の下にあるスクロール バーを使用しても、完全な信号名を表示できます。

表示名を変更するには

1. 1 つまたは複数の信号/バス名を選択します。 複数の信号を選択する場合は、Shift
キーまたは Ctrl キーを使用します。

2. 右クリックして [Name] をクリックし、次のいずれかを選択します。

• [Long] : 階層の完全名を表示します。

• [Short] : 信号またはバスのみの名前を表示します。

• [Custom] : 信号のカスタム名を表示します。 詳細は、「オブジェクト名の変更」を参
照してください。

名前の表示が変更されます。

基数の変更

デフォルトの基数を設定するには

デフォルトの基数では、波形コンフィギュレーション、[Objects] パネル、および [Console] パ

ネルで表示されるバスの基数を設定します。 デフォルトの基数を変更するには、次を実行し

ます。

1. [Edit] → [Preferences] をクリックします。

2. [Preferences] ダイアログ ボックスの左側で [ISim Simulator] クリックします。

3. [Default Radix] リストから基数を選択します。

4. [Apply] をクリックしてから [OK] をクリックします。
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個々の基数を変更するには

[Object] パネルに含まれている個々の信号 (HDL オブジェクト) の基数は、次の手順に従うと

変更できます。

1. [Objects] パネルでバスを右クリックします。

2. [Radix] から次のサブメニューを選択します。

• [Binary] (2 進数)

• [Hexadecimal] (16 進数)

• [Unsigned Decimal] (符号なし 10 進数)

• [Signed Decimal] (符号付き 10 進数)

• [Octal] (8 進数)

• [ASCII]

メモ : [Objects] パネル内の信号の基数を変更しても、波形ウィンドウまたは [Console] パネ
ルの値には影響しません。 波形ウィンドウに含まれる個々の信号の基数を変更するには、
波形ウィンドウの文脈依存メニューを使用します。 [Console] パネルで基数を変更するには、
isim set radix Tcl コマンドを使用します。

バス ビット順の反転

波形コンフィギュレーションではバス ビットを逆転させて、MSB 優先および LSB 優先の信号

表現を切り替えることができます。

バスのビット順を反転にするには

1. バスを選択します。

2. 右クリックして [Reverse Bit Order] をクリックします。

バス ビットの順番が反転されます。 [Reverse Bit Order] コマンドの左横にチェックマークが表
示され、適用されていることが示されます。

波形コンフィギュレーションのナビゲーション

階層の展開/非展開

ネストされたグループのオブジェクトを含むウィンドウまたはパネルでは、次のいずれかの方

法でその階層を展開または非展開できます。

矢印マークのクリック

: 矢印マークをクリックして階層を展開します。階層は 1 度に 1 つ展開できます。

: 矢印マークをクリックして階層を非展開します。

メニュー コマンド

1. オブジェクトを選択します。

2. [Edit] → [Wave Objects] をクリックし、次のいずれかをクリックします。

• [Expand][Expand][Expand] ::: 選択されている階層オブジェクトを展開します。階層は 1 度に 1 つ展

開できます。

• [Collapse][Collapse][Collapse] ::: 選択したオブジェクトの階層を非展開します。
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文脈依存メニューの使用

1. オブジェクトを選択します。

2. 右クリックして次のいずれかをクリックします。

• [Expand][Expand][Expand] ::: 選択されている階層オブジェクトを展開します。階層は 1 度に 1 つ展

開できます。

• [Collapse][Collapse][Collapse] ::: 選択したオブジェクトの階層を非展開します。

ズーム機能

ズーム機能を使用して波形ウィンドウの波形コンフィギュレーションを表示します。

コマンドの使用

動作 コマンド ショートカット キー

拡大 [View] → [Zoom] → [In] または

[Zoom In] ボタン ( )

• F8 キーを押します。

• 波形コンフィギュレーション

で Ctrl キーを押しながら、

左下方向にマウスをドラッ

グして線を描画します。

メモ : Ctrl キー の代わりにマウ
スの中ボタンを使用できます。

縮小 [View] → [Zoom] → [Out] また

は [Zoom Out] ボタン ( )

• F7 キーを押します。

• 波形コンフィギュレーション

で Ctrl キーを押しながら、

右上方向にマウスをドラッ

グして線を描画します。

メモ : Ctrl キー の代わりにマウ
スの中ボタンを使用できます。

ウィンドウに波形全体を表示 [View] → [Zoom] → [To Full
View] またはツールバーの [To

Full View] ボタン ( )

• F6 キーを押します。

• 波形コンフィギュレーション

で Ctrl キーを押しながら、

左上方向にマウスをドラッ

グして線を描画します。

メモ : Ctrl キー の代わりにマウ
スの中ボタンを使用できます。

選択した範囲全体を表示 なし 波形コンフィギュレーションで
Ctrl キーを押しながら左上端
から右下端に向かってボックス
を描画します。

メモ : Ctrl キー の代わりにマウ
スの中ボタンを使用できます。

2 つのカーソル間の時間範囲
を表示

1. 波形にカーソルを配置

します。

2. [View] → [Zoom] → [To

Cursors] またはツールバー

の [To Cursors] ボタン ( )

なし
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マウス ホイールの使用

機能 コマンド

表示の拡大/縮小 Ctrl キーを押しながらマウス ホイールを動かし
ます。

左側/右側のスクロール Shift キーを押しながらマウス ホイールを動か
します。

上方向/下方向にスクロール マウス ホイールを動かします。

フロート ルーラーの表示

フロート ルーラーでは、波形ウィンドウ上部の標準ルーラーに表示されている絶対シミュレー
ション時間以外の時間ベースを使用して時間計測を補助します。フロート ルーラーは表示/
非表示を切り替えることが可能で、波形ウィンドウの任意の位置に移動させることができます。
フロート ルーラーの時間ベース (時間 0) はセカンダリ カーソルに基づいています。セカンダ
リ カーソルがない場合は選択したマーカーに基づきます。セカンダリ カーソル (または選択
したマーカー) が存在するときのみフロート ルーラー ボタンおよびフロート ルーラーが表示さ
れます。

フロート ルーラーを表示するには

1. 次のいずれかを実行します。

• セカンダリ カーソルを配置します。

または

• マーカーを選択します。

2. [View] → [Floating Ruler] または [Floating Ruler] ボタン ( ) をクリックします。

この手順は 1 度だけ実行する必要する必要があります。セカンダリ カーソルを配置し
たり、マーカーを選択するたびにフロート ルーラーが表示されます。

これで、フロート ルーラーが表示されます。

非表示にするには、コマンドを再度選択します。

マーカーを使用した波形値の表示

マーカーは特定時間の波形と交差する線で、波形コンフィギュレーションをナビゲートしたり

各マーカーの [Value] 列で信号およびバスの値を表示するのに使用できます。 次の手順に

従うと、カーソルをマーカー間で移動して、波形値を表示できます。
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マーカーを使用して波形値を表示するには

1. 「マーカーの追加」の手順に従い、波形ウィンドウの波形コンフィギュレーションでマー

カーを追加します。

マーカーが 1 つある場合は、カーソルとマーカーが同じ位置にあるとき、[Value] 列に信

号とバスの値が表示されます。 これで作業が完了しました。

複数マーカーがある場合は、次の手順に従います。

2. [Edit] → [Markers] → [Next Marker] または [Next Marker] ツールバー ボタン ( ) をク

リックします。

カーソルが波形コンフィギュレーションに含まれているマーカー間を順番に移動します。

3. 各マーカーの [Value] 列で値を確認します。

4. [Edit] → [Markers] → [Previous Marker] または [Previous Marker] ツールバー ボタン

( ) をクリックします。

カーソルが波形コンフィギュレーションに含まれているマーカー間を逆方向にに移動し

ます。

5. 各マーカーの [Value] 列で値を確認します。

信号遷移の波形値の表示

波形で各遷移での信号値を表示するには、[Next Transition] または [Previous Transition] コ

マンドを使用します。 開始点はカーソルです。

[Next Transition] および [Previous Transition] コマンドを使用するには

1. 信号を選択します。

開始点は、波形のカーソルの位置です。

2. 次の遷移に進めるには、[View] → [Cursors] → [Next Transition] をクリックするか、[Next

Transition] ボタン ( ) をクリックします。

マーカーが信号の次の遷移まで進みます。 その遷移でのすべての信号の値が [Value]
列に表示されます。

3. 手順 2 を必要に応じて繰り返します。

4. 前の遷移に戻るには、[View] → [Cursors] → [Previous Transition] をクリックするか、

[Previous Transition] ボタン ( ) をクリックします。

マーカーが信号の前の遷移まで戻ります。 その遷移でのすべての信号の値が [Value]
列に表示されます。

5. 手順 4 を必要に応じて繰り返します。

カーソルを移動したり戻したりすると、信号の値がそれに応じて更新されます。

カーソルを使用した時間の計測

メイン カーソルとセカンダリ カーソルを波形コンフィギュレーションで使用すると、時間範囲

を計測できます。この時間範囲は、時間の計測に加えて、カーソル間の拡大表示や範囲の

印刷などの実行時に焦点としても機能します。

カーソルを使用して時間を計測するには

遷移間または 2 つの信号波形間の時間を計測するには、次の手順に従います。
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メモ : [Snap to Transition] ボタンはデフォルトでオンで、カーソルが遷移付近に配置されると
その遷移にスナップされるので、信号遷移に厳密にカーソルを配置できます。

1. 最初の遷移にマウスを置き、マウスの左ボタンを押したままにします。

2. マウスを 2 番目の遷移にドラッグします。

3. マウス ボタンを放します。

セカンダリ カーソルが 1 番目の遷移に、メイン カーソルが 2 番目の遷移に配置されます。

4. 波形コンフィギュレーション下部で値を確認します。

• X1 : メイン カーソルの時間

• X2 : セカンダリ カーソルの時間

• Delta X : カーソル間の時間範囲

フロート ルーラーが表示されている場合は、カーソルの時間値がルーラーの上部に表示

されます。

5. オプション : [Swap Cursors] ボタン ( ) をクリックするとカーソルの位置をスワップで

きます。

時間範囲は、波形コンフィギュレーションをクリックして新しいカーソルを配置するまで表示さ

れます。

「カーソルの配置」に従いセカンダリ カーソルを移動すると、自動的に時間範囲が更新され

ます。

マーカーを使用した時間の計測

フロート ルーラーが表示されているとき、選択されているマーカー上のフロート ルーラーの時
間ベースと波形のメイン カーソルおよびマーカー間の時間計測を表示できます。

マーカーを使用して時間を計測するには

1. 時間ベースとして選択したマーカーを使用してフロート ルーラーを表示します。

2. さらにマーカーを追加します。

3. 波形内のロケーションにマーカーを移動します。

フロート ルーラーのマーカー ラベルでは、選択したマーカーと新しいマーカー間の時
間間隔が表示されます。

時間ベースは、マーカーを選択するだけで簡単に切り替えることができます。

また、カーソルおよびマーカーを組み合わせても時間を計測できます。この場合は、セカンダ

リ カーソルを時間ベースとして使用することで、フロート ルーラーでセカンダリ カーソルに対

するマーカーおよびメイン カーソルの時間計測を表示できます。

[Go To Time] コマンドの使用

[Go To Time] コマンドを使用すると、カーソルを波形コンフィギュレーションの特定時間にジャ
ンプさせることができます。 このコマンドに関連したツールバーが 2 つあり、シミュレーション
の最初または最後にジャンプさせることができます。 信号およびバスの値は、カーソルの位
置に対応して更新されます。
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ユーザー指定の時間にジャンプするには

波形コンフィギュレーションを表示します。

1. [Edit] → [Go To] をクリックします。

[Go To Time] ボックスが波形ウィンドウの下部に表示されます。

2. [Go To Time] ボックスに、カーソルをジャンプさせる先の時間とその単位を入力します。

または、場合によってはドロップダウン リストから時間と単位を選択することも可能です。

3. Enter キーを押します。

シミュレーションの最初または最後にジャンプするには

波形コンフィギュレーションを表示します。

• 波形コンフィギュレーションでシミュレーションの最初にカーソルを移動するには、[Go

To Time 0] ボタン ( ) をクリックします。

• 波形コンフィギュレーションでシミュレーションの最後にカーソルを移動するには、[Go To

Latest Time] ボタン ( ) をクリックします。

[Show Drivers] コマンドの使用

[Show Driver] コマンドを使用すると、信号値またはオブジェクト値での変更に関連するドライ

バーを表示します。このコマンドを使用して値の変化の原因を突き止め、回路の接続が正し

いかどうか判断します。ISim では、[Console] パネルに信号またはオブジェクトのドライバーが

表示されます。

このコマンドは、次のエリアでオブジェクトをプローブするときに使用できます。

• [Objects] パネル

• 波形ウィンドウ

• [Console] パネル (show driver コマンド)

ドライバーを表示するには

1. オブジェクトまたは信号を選択します。

2. [Edit] → [Wave Objects] → [Show Drivers] をクリックするか、または右クリックして [Show
Drivers] をクリックします。

[Console] パネルでは、オブジェクトまたは信号のドライバーが表示されます。ドライバーがな

い場合は、その旨を伝えるメッセージが表示されます。

メモ : このコマンドは、[Console] パネルに「show driver」と入力しても実行できます。

波形コンフィギュレーションの印刷

波形コンフィギュレーションは、印刷セットアップの設定を使用して 1 度に 1 つ印刷できます。

波形コンフィギュレーションの背景は常に白色で印刷されます。

ISim ユーザー ガイド

82 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



第 6 章 : 波形の解析

印刷プレビューを表示するには

1. [File] → [Print Preview] をクリックします。

2. [Print Preview] ダイアログ ボックスで波形コンフィギュレーションが予期どおりに表示され

ていることを確認してください。

3. [Print] をクリックするか、または [Setup] をクリックして印刷オプションおよびレイアウトをカ

スタマイズします。 次の「印刷するには」を参照してください。

4. [Close] をクリックして [Print Preview] ダイアログ ボックスを閉じます。

印刷プレビューでは、デフォルトのプリンタの定義に従い波形が白黒またはカラー表示され

ます。 別のプリンタを選択して印刷することもできます。

印刷するには

1. [File] → [Print] をクリックします。

2. [ISim Print Setup] ダイアログ ボックスで [Page Orientation] (印刷方向)、[Time Range] (時

間の範囲)、[Fit Time Range To] (範囲を含めるページ数) などを設定します。

メモ : [Time Range] は、波形コンフィギュレーションにメイン カーソルおよび セカンダリ

カーソルの両方が配置されている場合はその時間範囲が自動的に表示されます。

3. [OK] をクリックします。

4. [印刷] ダイアログ ボックスでプリンタを選択します。

5. [印刷] をクリックします。

波形コンフィギュレーションがプリンタの設定に従って印刷されます。

カスタム カラーの使用

カスタム カラー スキームの作成

波形コンフィギュレーションで使用される色は、カスタムの波形カラー スキームを作成して変
更できます。

追加したオブジェクトの色を設定するには

1. [Edit] → [Preferences] をクリックします。

2. [Preferences] ダイアログ ボックスの左側ペインで [ISim Simulator] を展開して [Colors]
をクリックします。

3. [Colors] ページで [New] をクリックします。

4. カラー スキームの名前を入力します。

5. [Color] 列に表示されている色をクリックして、色を変更します。

6. [Apply] をクリックして、新しいカラー スキームを設定します。

7. [OK] をクリックします。

カスタムのカラー スキームが反映されます。

信号の表示色の変更

個々の信号またはバスの表示色を変更して、比較しやすくすることができます。

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 83



第 6 章 : 波形の解析

通常のカラー設定は、[Preferences] ダイアログ ボックスの [Colors] ページで指定されている

カラー スキームに含まれています。 信号またはバスの表示色を変更すると、通常設定より優

先されます。

信号の表示色を変更するには

1. 信号またはバスを右クリックします。

2. [Signal Color] をクリックして、色を選択します。

信号またはバスの波形が新しい色で表示されます。

メモ : カスタム カラーを使用する場合は、X および Z などの特殊な値を含むすべての論理
値がその色で表示されます。
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シミュレーション結果の保存および表示

シミュレーション結果の保存

オブジェクト (VHDL 信号または Verilog レジスタ/ワイヤ) のシミュレーション結果は、作業ディ

レクトリに含まれている波形データベース (WDB) ファイル (<filename>.wdb) に自動的に保存

されます。波形ウィンドウにオブジェクトを追加してシミュレーションを実行した場合は、完全

デザインのデザイン階層および追加されたオブジェクトの遷移が自動的に WDB ファイルに

保存されます。信号順、命名スタイル、基数および色など、波形コンフィギュレーション設定も

任意で波形コンフィギュレーション (WCFG) に保存されます。

WDB ファイルへのデータベースの保存

ISim を ISE® から起動すると、[ISim Properties] ダイアログ ボックスで指定されている名前に

従って WDB ファイル名が付けられます。コマンド ラインから起動する場合は、-wdb オプショ

ンを使用してファイル名を指定します。シミュレーションが実行されると、オブジェクト (VHDL

信号、Verilog レジスタ/ワイヤ) の結果が自動的に WDB に保存されます。

別のシミュレーションが現在のシミュレーションとして同じ作業ディレクトリの同じデザインで

実行される場合、この新しいシミュレーションのWDB ファイル名は、最初のシミュレーション

名に整数が付けられた名前になります。つまり、最初のシミュレーションは上書きされませ

ん。たとえば、WBD ファイルが isim.wdb という名前の場合、後続のシミュレーション結果は

isim1.wdb、isim2.wdb といった WDB ファイルに書き込まれます。

メモ : データベース ファイルの名前は、シミュレーションで使用されると変更できません。

WCFG ファイルへの波形コンフィギュレーションの保存

WCFG ファイルには、シミュレーション オブジェクトの順番およびそのプロパティ、波形ウィン

ドウに表示されている仕切り、マーカーなどの追加された波形オブジェクトが保存されます。

詳細は、「波形ウィンドウの概要」を参照してください。

WCFG ファイルを保存するには [File] → [Save] をクリックして .wcfg ファイルのファイル名を

指定します。

波形コンフィギュレーション ファイルを開き、スタティック シミュレーターで結果を表示できま

す。詳細は、「スタティック シミュレーションを開く」を参照してください。

WDB と WCFG の関係

波形コンフィギュレーション (WCFG) ファイルを保存すると、このファイルのリファレンスが関連

する波形データベース (WDB) ファイルに自動的に追加されます。1 つの WDB ファイルに複

数の WCFG ファイルを持たせることができます。
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ライブ シミュレーションを開く
ライブ シミュレーションは、次から構成されています。

• すべてのシミュレーション データを含む波形データベース ファイル

• 波形コンフィギュレーションに含まれるオブジェクトに関連する順序および設定を含

む波形コンフィギュレーション ファイル

シミュレーション結果の保存方法の詳細は、「シミュレーション結果の保存」を参照してくださ

い。

波形データ ベースを開く

WBD ファイルは、シミュレーションの実行時に自動的に開きます。シミュレーションの実行に

関する詳細は、「手順 3 : デザインのシミュレーション」を参照してください。

波形ウィンドウを開く

ISE® からシミュレーションを実行すると、ISim でデフォルトの波形コンフィギュレーションが自

動的に開きます。波形コンフィギュレーションは複数開くことができます。シミュレーションをコ

マンド プロンプトまたはバッチ スクリプトを使用して実行するときは、GUI の起動時にデフォ

ルトで波形コンフィギュレーションは開かないので、手動で開くか作成する必要があります。

波波波形形形コココンンンフフフィィィギギギュュュレレレーーーシシショョョンンンををを ISimISimISim ででで開開開くくくにににははは、、、次次次ののの手手手順順順ににに従従従いいいままますすす。。。

1. [File] → [Open] をクリックします。

2. [ファイルの種類] で .wcfg を選択します。

3. ファイルを選択します。

4. [OK] をクリックします。

波形コンフィギュレーションが波形ウィンドウに表示されます。1 つのシミュレーション セッショ

ンで複数の波形コンフィギュレーションを開くことができます。波形コンフィギュレーションを表

示するときは、タブをクリックします。

コココマママンンンドドド プププロロロンンンプププトトトかかかららら波波波形形形コココンンンフフフィィィギギギュュュレレレーーーシシショョョンンンををを開開開くくくにににははは、、、次次次ののの手手手順順順ににに従従従いいいままますすす。。。

GUI の起動時にデフォルトで波形コンフィギュレーションが開かないため、既存の波形コン

フィギュレーションを開く -view オプションを含めることができます。シミュレーション実行ファ

イルを次の構文を使用して実行します。

<sim_exe>.exe –gui –wdb <wdb>.wdb -view <wcfg>.wcfg

説明 :

• -gui : ISim グラフィカル ユーザー インターフェイスを起動します。

• -wdb <wdb>.wdb : シミュレーション データを格納するファイル名を指定します。

• -view <wcfg>.wcfg : 指定した波形ファイルを ISim グラフィカル ユーザー インター

フェイスに開きます。

ISim GUI に新しいデータベース (ライブ シミュレーション) が開きます。WCFG のシミュレー

ション オブジェクトがデータベースに含まれるシミュレーション オブジェクトに対応する場合

は、データベースからデータがあらかじめ波形コンフィギュレーションに入力されます。

新しい波形コンフィギュレーションの作成方法の詳細は、「新しい波形コンフィギュレーション

の作成」を参照してください。
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スタティック シミュレーションを開く

読み取り専用のスタティック シミュレーションは、波形コンフィギュレーションに表示されるオブ
ジェクトに関連した順番および設定を含む波形コンフィギュレーション ファイルと直前に実行
したライブ シミュレーションのシミュレーション データを含む波形データベース ファイルから
構成されています。波形コンフィギュレーション ファイルでは、波形データベースが参照され
ます。シミュレーションは、スタティック シミュレーターでは実行できません。ライブ シミュレー
ションを開始する方法の詳細は、「ライブ シミュレーションを開く」を参照してください。

波形コンフィギュレーションおよび波形データベースを開く

関関関連連連すすするるる波波波形形形デデデーーータタタベベベーーースススををを使使使用用用しししててて既既既存存存ののの WCFGWCFGWCFG ををを開開開くくく

直前のシミュレーションの波形コンフィギュレーション (WCFG) ファイルおよびシミュレーショ

ン データ (WDB) を開く場合は、次の方法のいずれかを使用します。

コマンド プロンプトで次のいずれかを実行します。

1. isimgui.exe を実行して、スタティック シミュレーターを開きます。

2. [File] → [Open] をクリックし、[ファイルの種類] で .wcfg を選択し、波形コンフィギュレー

ション (WCFG) ファイルを選択します。

または

1. isimgui.exe -open <wcfg_file>.wcfgを実行してスタティックシミュレーターでWCFG

ファイルを開きます。

説明 :

• isimgui.exe : アプリケーション実行ファイルです。

• -view <wcfg>.wcfg : 指定した波形ファイルを ISim グラフィカル ユーザー イン

ターフェイスに開きます。

スタティック シミュレーターでは、トレースされたすべての信号および関連する波形データベー

スと共に波形コンフィギュレーションが表示されます。

既既既存存存ののの WCFGWCFGWCFG おおおよよよびびび関関関連連連しししななないいい波波波形形形デデデーーータタタベベベーーースススををを開開開くくく

シミュレーション データ (WDB) を読み込んでデータベースには関係しない WCFG ファイル

を表示できます。この方法でスタティック シミュレーションを開くと、複数のエンジニアが同じ

シミュレーション結果 (WDB ファイルに格納されている遷移) のさまざまな表示 (WCFG ファイ

ルでキャプチャ） を確認するときに有益です。ISim では、WCFG に含まれているが WDB ファ

イルで見つからないオブジェクト名に警告メッセージを発行し、一致するオブジェクトのみを

表示します。

コマンド プロンプトで次のいずれかを実行します。

1. isimgui.exe -open <wdb>.wdb -view <wcfg>.wcfg を実行します。

説明 :

• isimgui.exe : アプリケーション実行ファイルです。

• -open <wdb>.wdb : 指定した波形データベースを ISim グラフィカル ユーザー

インターフェイスに開きます。

• -view <wcfg>.wcfg : 指定した波形ファイルを ISim グラフィカル ユーザー イン

ターフェイスに開きます。
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波波波形形形デデデーーータタタベベベーーースススおおおよよよびびび新新新しししいいいデデデフフフォォォルルルトトトののの WCFGWCFGWCFG ををを開開開くくく

解析を実行するシミュレーション データ (WDB) があるが、以前に使用した WCFG を開かな

い場合は、次の方法を使用して波形データベースおよび新しいデフォルトの WCFG を開くこ

とができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかを実行します。

1. isimgui.exe -view <wdb_file>.wdb を実行します。

説明 :

• isimgui.exe : アプリケーション実行ファイルです。

• -view <wdb>.wdb : 指定した波形データベースを ISim グラフィカル ユーザー

インターフェイスに開きます。

スタティック ビューアーでは、以前のシミュレーションのデータおよび波形ウィンドウに含まれ

ている WDB ファイルのオブジェクトを最大 1000 個まで表示する Default.wcfg という名

前の新しい波形コンフィギュレーション ファイルが表示されます。デフォルトの WCFG ファイ

ルに信号を追加または削除して保存すると、次回に表示できます。

波形データ ベースのみを開く

以前のシミュレーションから WDB のみを開く場合は、次の手順に従います。

コマンド プロンプトで次のいずれかを実行します。

1. isimgui.exe を実行して、スタティック シミュレーターを開きます。

2. [File] → [Open] をクリックし、[ファイルの種類] で.wdb を選択し、直前のシミュレーション

の WDB ファイルを選択します。

または

1. isimgui.exe -open <wdb_file>.wdb を実行します。

説明 :

• isimgui.exe : アプリケーション実行ファイルです。

• -open <wdb>.wdb : 指定した波形データベースを ISim グラフィカル ユーザー

インターフェイスに開きます。

スタティック ビューアーでは、[Objects] パネルおよび [Instances and Processes] パネルに含

まれている以前のシミュレーションのデータが表示されます。波形ウィンドウには波形データ

は開きません。

[File] → [Open] では既存の波形コンフィギュレーションを開くことができ、[File] → [New] で

は新しい波形コンフィギュレーションを作成できます。
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デバッグ

ソース コードのデバッグの概要

ISim では、HDL ソース コードをデバッグして、デザインが予期どおりに実行されていることを

検証できます。 デバッグでは、ソース コードの実行を制御し、問題が発生する可能性がある

箇所を特定します。

次に、ISim でのデバッグで使用できる手法の一部を説明します。

• 1 行ずつの実行

開発中のどの段階のデザインでも、[Step] コマンドを使用して HDL デザインのソース

コードを 1 行ずつ実行し、デザインが予期どおりに動作するかを検証できます。 コード

の行ごとに [Step] コマンドが実行され、解析が続行されます。 詳細は、「シミュレーション

の 1 行ずつの実行」を参照してください。

• HDL コードの特定行にブレークポイントを設定し、ブレークポイントに到達するまで

シミュレーションを実行

大型のデザインでは、HDL ソース コードを 1 行ずつ実行するのは面倒な場合がありま

す。 ブレークポイントは、HDL ソース コードのあらかじめ決められたポイントに設定でき、

シミュレーションが各ブレークポイントで停止しながら実行されます。シミュレーションは、

テストベンチの最初からでも現在の位置からでも実行できます。 [Step]、[Run All]、また

は [Run for the time specified on the toolbar] を使用して、シミュレーションを続行します。

詳細は、「ブレークポイントを使用したデザインのデバッグ」を参照してください。

1 行ずつの実行

シミュレーションの 1 行ずつの実行

HDL ソース コードをデバッグするために、シミュレーションのどの地点でも [Step] コマンドを使

用できます。このコマンドでは、HDL ソース コードを 1 行ずつ実行して、デザインが予期どおり

に機能しているかを検証できます。黄色の矢印により、現在実行されている行が示されます。

このコマンドの実行中に、さらに停止ポイントを設定するためにブレークポイントを作成する

ことも可能です。ISim でのデバッグ方法の詳細は、「ソース コードのデバッグの概要」を参照

してください。
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シミュレーションを 1 行ずつ実行するには

1. 次のいずれかを実行します。

• [Simulation] → [Step] をクリックします。

• [Step] ボタン ( ) をクリックします。

• [Console] タブで「step」と入力します。

波形ウィンドウに新しいタブが開き、最上位デザイン ユニットに関連する HDL ファイル
が表示されます。

メモ : [Step] コマンドは現在のシミュレーション実行時間から開始されます。開始点 (0ns)
からシミュレーションを 1 行ずつ実行する場合は、シミュレーションを再スタートします。
テストベンチの開始点に時間をリセットするには、[Restart] コマンドを使用します。詳細
は、「ISim でのシミュレーションの実行」を参照してください。

2. [Window] → [Tile Horizontally] (または [Window] → [Tile Vertically]) をクリックして波
形と HDL コードを同時に表示します。

3. デバッグが完了するまで [Step] コマンドを繰り返します。

各行が実行されるたびに、黄色の矢印が 1 行ずつ進むことが確認できます。シミュレーターで

別のファイルの行が実行される場合は、新しいファイルが開きコード内を黄色の矢印が 1 行ず

つ進みます。多くのシミュレーションでは、[Step] コマンドの実行中に複数ファイルが開きます。

[Console] タブでは、[Step] コマンドが HDL コードでどこまで進んでいるかも表示されます。

ブレークポイント

ブレークポイントの設定

ISim では HDL ファイルの実行行にブレークポイントを設定できます。 ブレークポイントを設定

すると、「ブレークポイントを使用したデザインのデバッグ」に記述されているように、ブレーク

ポイントが設定されているソース コード行に到達するまでコードを継続して実行できます。

メモ : ブレークポイントを設定できるのは、実行コード行のみです。

ブレークポイントを設定するには

1. [View] → [Breakpoint] → [Toggle Breakpoint] をクリックするか、[Toggle Breakpoint] ボ

タン ( ) をクリックします。

2. HDL ファイルでコード行の行番号の右側をクリックします。

メモ : コード行を右クリックして [Toggle Breakpoint] をクリックしても、同じ操作を実行できま
す。 また、ブレークポイントをクリックすると削除できます。

ブレークポイントを挿入すると、シミュレーション ブレークポイント アイコン ( ) がコード行の

横に表示されます。

メモ : 実行行以外の行にブレークポイントを配置しても、追加されません。

ブレークポイントのリストは、[Breakpoints] パネルに表示されます。

ブレークポイントを使用したデザインのデバッグ

ブレークポイントは、ソース コードに含まれるユーザー定義の停止ポイントで、ISim で使用し

てデザインをデバッグするときに使用します。 ブレークポイントは、Step コマンドを使用して

コードの各行でシミュレーションを停止すると時間がかかりすぎる可能性がある大型のデザ

インのデバッグで特に役に立ちます。 ISim でのデバッグ方法の詳細は、「ソース コードのデ

バッグの概要」を参照してください。
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ブレークポイントを使用してデザインをデバッグするには

1. HDL ソース ファイルを開きます。 詳細は、「HDL ソース ファイルを開く」を参照してく
ださい。

2. HDL ソース ファイルで実行行にブレークポイントを設定します。 詳細は、「ブレークポ
イントの設定」を参照してください。

3. すべてのブレークポイントを設定するまで、手順 1 と 2 を繰り返します。

4. 波形ウィンドウをクリックして波形に戻ります。

5. デバッグを開始する場合は、[Simulation] → [Restart] ( ) をクリックします。

6. シミュレーションは、[Simulation] → [Run All] ( ) または [Simulation] → [Run for Specified

Time] ( ) をクリックして実行します。

シミュレーションは、最初のブレークポイントに到達するまで実行され、ブレークポイン
トで停止します。 HDL ソース ファイルが表示され、ブレークポイントの停止位置が黄色
の矢印で示されます。

7. 波形ウィンドウに戻り、信号値の変化などデザインの動作がブレークポイントで予期ど
おりであることを確認します。

8. 結果が満たされるまで手順 6、7 を繰り返すか、またはデバッグ プロセスを停止します。

HDL ソース ファイルで設定したブレークポイントに停止しながら、制御されたシミュレーション

が実行されます。

デザインのデバッグ中に [Simulation] → [Step] ( ) を実行して、一行ずつシミュレーション

を進めることでデザインを厳密にデバッグすることもできます。 詳細は、「シミュレーションの

1 行ずつの実行」を参照してください。

ブレークポイントの削除

ISim では、次の手順に従うと HDL ソース コードからブレークポイントを削除できます。

ブレークポイントを削除するには

次の手順のいずれかを実行します。

• シミュレーション ブレークポイント アイコン ( ) をクリックします。

• Tcl プロンプトで次を実行します。

1. 「bp list」と入力してデザインに含まれるブレークポイントすべてをリストし、各ブ

レークポイントのインデックス番号および行数を示します。

2. 「bp del」または「bp remove」に続けてブレークポイントのインデックス番号を入

力します。 構文および例は、「bp コマンド」を参照してください。

メモ : ブレークポイントは [Breakpoints] パネルで右クリックして [Delete] をクリックするか

[Delete] ボタン ( ) をクリックしても削除できます。

信号のブレークポイントが削除されます。

すべてのブレークポイントを削除するには

次の手順のいずれかを実行します。

• [View] → [Breakpoint] → [Delete All Breakpoints] をクリックします。

• [Delete All] ボタン ( ) をクリックします。

• Tcl プロンプトに「bp clear」と入力します。
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HDL に含まれるすべてのブレークポイントが削除されます。
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消費電力概算向けアクティビティ データ
の書き出し

デザインのアクティビティ データの書き出し

ISim では、デザインのスイッチング アクティビティ データを含むファイルを書き出すことがで

き、次の 2 つの操作に役立ちます。

• XPower Analyzer などの消費電力解析ツールを使用した消費電力の概算

• マップ、配置配線 (PAR) ツールを使用した消費電力を最適にするデザインのイン

プリメンテーション

スイッチング アクティビティ データは RTL レベルまたは配置配線が完了しているデザインのシ

ミュレーションから書き出すことができます。マップ、PAR、および XPower Analyzer では、RTL

および配置配線後のシミュレーションから生成されたスイッチング アクティビティ データを使

用できます。消費電力解析および消費電力を最適化したインプリメンテーションの精度が高く

なるよう、配置配線シミュレーションで生成したスイッチング アクティビティ データを使用する

ようにしてください。データは、配置配線の結果から生じたデザイン内部ノードと一致します。

また、消費解析および消費電力を最適にしたインプリメンテーションで RTL シミュレーション

から生成されるスイッチング アクティビティ データを使用することも可能です。このシミュレー

ションは配置配線後のシミュレーションよりも高速です。ただし、デザインの入力および出力

のアクティビティ データのみが考慮されます。ツールでは、デザインの内部ノードのアクティ

ビティを概算するためにベクターレス解析アルゴリズムが使用されます。

これらのツールでスイッチング アクティビティ データを使用する方法についての詳細は、『コ

マンド ライン ツール ユーザー ガイド』でインプリメンテーション ツール (MAP と PAR) を、消

費解析方法は XPower Analyzer ヘルプを参照してください。

アクティビティ ファイルの種類

2 つのスティミュラス ファイルを ISim シミュレーションに書き出すことができます。

• SAIFSAIFSAIF ::: Switching Activity Interchange format (SAIF) ファイルには、デザインに含まれ

る信号のトグル カウント (遷移数) が含まれています。また、信号の時間を 0、1、X、Z

に指定するタイミング属性も含まれています。SAIF ファイルは VCD ファイルよりも小

さいため、消費電力に関連するタスク (消費電力解析または消費電力を最適にする

インプリメンテーション) で使用することを推奨します。

• VCDVCDVCD ::: Value Change Dump (VCD) ファイルは、ヘッダー情報、変数定義、およびシミュ

レーションの各ステップでの値の変化の詳細を含む ASCII ファイルです。このファイルを

使用すると、デザインの消費電力を概算できます。このファイルの計算時間は長くなる可

能性があり、またファイル サイズは SAIF ファイルより大きくなります。
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消費電力のアクティビティ ファイルを書き出すには

スイッチング アクティビティ ファイルは、次の手順で書き出すことができます。

1. 消費電力の概算に使用するシミュレーション中の信号遷移を収集するアクティビティ ファ

イルを作成します。

• SAIFSAIFSAIF ::: Tcl プロンプトで saif コマンドを使用します。

• VCDVCDVCD ::: Tcl プロンプトで vcd コマンドを使用するか、コマンド ラインでシミュレーション

実行ファイルに -vcdfile オプションを使用します。

2. シミュレーションを実行します (例 : 1000ns)。

コマンド ラインでシミュレーション実行ファイルを使用してシミュレーションを実行する場

合は、手順 1 と 2 を一度に実行できます。

3. シミュレーションが完了したら適切な saif または vcd コマンドを使用して SAIF または VCD

ファイルを閉じます。例 : saif close または vcd dumpoff

4. isim 作業ディレクトリから SAIF または VCD ファイルを取り出してほかのツールで使用

します。
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Tcl シミュレーション コマンドの使用

シミュレーション コマンドの概要

シミュレーション コマンドを使用すると、コマンド プロンプトで対話型シミュレーションを実行で

きます。

シミュレーション コマンドの入力方法

シミュレーション コマンドは、次いずれかの方法で入力します。詳細は、「シミュレーション コ

マンドの入力」を参照してください。

• ISimISimISim GUIGUIGUI ::: ISim の [Console] パネルにシミュレーション コマンドを入力します。

• コココマママンンンドドド ララライイインンン ::: コマンド ライン Tcl プロンプトでシミュレーション コマンドを入力します。

• TclbatchTclbatchTclbatch ::: Tcl ファイルにシミュレーション コマンドを入力し、-tclbatch-tclbatch-tclbatch オプションを使用

してシミュレーション実行ファイルを実行し、Tcl ファイルを参照させます。詳細は、「ISim

シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文」を参照してください。

個別のコマンドを入力したり、またはシミュレーション スクリプトを作成できます。シミュレーショ

ンの Tcl スクリプトの例は、言語テンプレートの [Simulation Constructs] フォルダーを参照して

ください。これらの例を参照するには、[Edit] → [Language Templates] をクリックして言語テン

プレートを表示し、[Tcl] → [Tools] → [ISim] フォルダーを展開します。

よく使用するシミュレーション コマンドに変数を設定すると、すばやくコマンドを実行できます。

詳細は、「シミュレーション コマンドの別名表記」を参照してください。

メモ : Tcl の使用方法の詳細は、Tcl/Tk Documantation ページを参照してください。

シミュレーション コマンドのサマリ

次に、使用可能なシミュレーション コマンドを表示します。各シミュレーション コマンドでは、

構文、オプション、および使用例を参照できます。

メモ : これらのコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

• bp : HDL ソース コードでブレークポイントを設定/削除します。

• describe : HDL データまたはブロック オブジェクトの情報を表示します。

• divider add : 新しい仕切りを追加します。

• dump : 現在のデザイン階層にある変数、ジェネリック、パラメーター、およびネットの名

前とその値をリスト表示します。

• group add : 新しいグループを追加します。

• help : 指定したコマンドの説明、使用方法、および構文を表示します。
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• isim condition : ネットまたは Verilog レジスタの特定な条件に基づいたコマンド セットを

実行します。

• isim force : VHDL 信号、Verilog ワイヤ、または Verilog レジスタに強制的に値を付け

るか、または値を削除します。

• isim get arraydisplaylength : アレイ型 HDL オブジェクトのエレメント数の制限数を

表示します。

• isim get radix : 使用されているグローバル基数を取得します。

• isim get userunit : 単位が設定されていない時間の値すべての現在の単位を表示します。

• isim ltrace : トレースのオン/オフを切り替えます。

• isim ptrace : プロセス実行トレースのオン/オフを切り替えます。

• isim set arraydisplaylength : アレイ型 HDL オブジェクトのエレメント数の制限数を

設定します。

• isim set radix : グローバル基数を設定します。

• isim set userunit : 単位が設定されていない時間の値すべてに対してデフォルト単

位を設定します。

• marker add : 新しいマーカーを追加します。

• onerror : バッチ モードでエラーが発生した Tcl シミュレーション コマンドの直後の動

作を制御します。

• put : 特定のビット、スライス、変数、または信号に値を割り当てます。

• quit : コマンド オプションに従い、シミュレーションまたはソフトウェアのいずれかを

終了します。

• restart : シミュレーションを再実行します。シミュレーション時間は 0 に戻ります。

• resume : onerror コマンドと共に使用して、エラーが発生した後にコマンドを継続

して実行します。

• run : シミュレーションを開始します。

• saif : SAIF (Switching Activity Interchange format) ファイルを作成し、概算消費電力を

記録します。

• scope : デザイン階層を移動します。

• sdfanno : SDF ファイルの遅延情報を HDL デザインにバックアノテートします。

• show : デザインの選択した部分を [Sim Console] タブに表示します。

• step : HDL デザインでシミュレーションを 1 行ずつ実行し、デバッグを援助します。

• test : ネットまたはバスの実際の値がコマンドで入力した値と同じであるかどうかを調

べます。

• vcd : シミュレーション結果を VCD フォーマットで生成します。

• virtualbus add : 新しい仮想バスを追加します。

• wcfg new : 新しい波形コンフィギュレーションを作成します。

• wcfg open : 指定された名前の波形コンフィギュレーションを開きます。

• wcfg save : 波形コンフィギュレーションを保存します。

• wcfg select : ウィンドウに表示する波形コンフィギュレーション ファイルを指定します。

• wave log : HDL オブジェクトのシミュレーション出力を波形データベースに記録します。
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• wave add : シミュレーション オブジェクトまたはブロックを ISim グラフィック ユーザー イン

ターフェイスで表示されている特定の波形コンフィギュレーションに追加します。

シミュレーション コマンドの入力

シミュレーション コマンドの入力方法は、ISim の実行方法によって異なります。次に各モード

での入力方法を示します。

シミュレーション コマンドおよびコマンドの構文の詳細は、「シミュレーション コマンドの概要」

を参照するか、「help」または「help <command_name>」とプロンプトに入力します。

GUI モードでコマンドを入力するには

ISim を起動すると、[Console] パネルから Tcl コマンドを実行できます。

1. [Console] パネルをクリックします。

2. 新しい行にカーソルを置きます。

3. 正しい構文を使用してシミュレーション コマンドを入力します。

4. Enter キーを押してコマンドを実行します。

コマンドが実行されます。コマンド ログが [Console] パネルに表示されます。

対話型コマンド ライン モードでコマンドを入力するには

解析して VHDL、Verilog、または混合言語デザインを生成した後に、次の手順に従ってシミュ

レーションを実行してデザインを解析できます。

1. コマンド ラインで fuse オプションを使用して生成した ISim シミュレーション実行ファイル

(例 : my_sim.exe) を実行します。

次の Tcl プロンプトが表示されます。

This is a Full version of ISim.

Time resolution is 1 ps

ISim>

2. 正しい構文を使用してシミュレーション コマンドを入力します。

3. Enter キーを押してコマンドを実行します。

コマンドが実行されます。シミュレーション出力が stdout および isim.log ファイルの両

方に自動的に含められます。

メモ : Ctrl + C キーを使用するとシミュレーションを停止できます。
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次に典型的なシーケンス例を示します。

1. scope : デザイン階層の現在の位置を表示します。

2. dump : デザイン階層の現在の位置にある信号の値を表示します。

3. show value clk : clk 信号の値を表示します。

4. run 1000 ns : シミュレーションを 1000ns 実行します。

5. restart : シミュレーション時間を 0 にリセットします。

6. wave log / : 最上位の VHDL 信号、Verilog ワイヤ、および Verilog レジスタすべて

のシミュレーション出力を波形データベース (wdb) ファイルに記録します。

7. run 1000 ns : シミュレーションを 1000ns 実行します。

8. wave log /tb/UUT/clk : /tb/UUT/clk のシミュレーション出力を現在のシミュレー

ション時間 (1000 ns) から波形データベース (wdb) に出力します。

9. run 1000 ns : シミュレーションをさらに 1000ns 実行します。

10. quit : シミュレーションを終了します。

シミュレーションを終了すると、作業ディレクトリに isim.wdb というファイルが生成され

ます。この isim.wdb ファイルは波形データベース ファイルで、シミュレーション中に記

録された信号のシミュレーション出力が含まれています。isimgui –view isim.wdb
を実行すると、波形ビューアーでこのファイルを開いて遷移を確認できます。

非対話型バッチ モードでコマンドを入力するには

バッチ モードでは 1 つの Tcl ファイルにすべての Tcl コマンドを含め、このファイルを参照し

てシミュレーション実行ファイルを実行する必要があります。

1. isim.tcl など、拡張子が .tcl のファイルを作成して、実行するシミュレーション コマ

ンドをファイルに含めます。

個別のコマンドを入力したり、またはシミュレーション スクリプトを作成できます。シミュ

レーションの Tcl スクリプトの例は、Project Navigator に含まれている言語テンプレートの

[Simulation Constructs] フォルダーを参照してください。言語テンプレートに含まれている

これらの例を表示するには、次の手順に従います。

a. Project Navigator を起動します。

b. [Edit] → [Language Templates] をクリックします。

c. [Tcl] → [Tools] を展開して [ISim] フォルダーを展開します。

メモ : Tcl ファイルを作成するとき、ファイルの実行が完了したときにシミュレーションが完

全に終了するよう、必ずファイルの最後の行に quit コマンドを含めてください。

次に isim.tcl の内容例を示します。

wave add /
run 1000 ns

2. isim.tcl のコマンドを実行するには、コマンド ライン プロンプトに次を入力します。

stopwatchsim.exe -tclbatch isim.tcl

シミュレーション出力が stdout および isim.log ファイルの両方に自動的に含めら

れます。
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Tcl で特殊文字を含むオブジェクト名を使用するには

wave add などの一部のコマンドでは、Tcl で特殊な意味合いを持つ文字を含む引数を使用

できます。これらの引数は、波かっこ ( { } ) で囲み、Tcl で不本意に処理されないようにしま

す。次に特殊文字を含むケースを示します。

バババスススのののイイインンンデデデッッックククススス :::

角かっこ ( [ ] ) は Tcl に特殊の意味合いがあるので、これを使用するインデックス付き （ビッ

トまたは一部の選択) バスは、波かっこで囲む必要があります。たとえば、波形ウィンドウに角

かっこを使用してバスのエレメント 4 を追加するときは、「wave add {bus[4]}」と記述する必要が

あります。バスのインデックスにはかっこ ( ) も使用でき、かっこには特殊な意味合いがないた

め、「wave add bus(4)」のように波かっこを使用せずにコマンドを記述することもできます。

VerilogVerilogVerilog エエエスススケケケーーープププ文文文字字字 :::

Verilog で特殊な意味を持つ文字を含む Verilog 識別子は、Verilog ソース コードおよび ISim

コマンド ラインの両方で識別子の前にバックスラッシュ (\)、識別子の後にスペースを付けて

エスケープ処理する必要があります。また、Tcl コマンド ラインではエスケープ文字を波かっこ

で囲う必要があります。たとえば、ワイヤ my wire を波形ウィンドウに追加する場合、「wave
add {\my wire }」のように、コマンドを記述し、最後の e と閉じる波かっこの間にスペース

を含めます。

メモ : Verilog では、どの識別子もエスケープ処理できますが、ISim コマンド ラインでは、エス
ケープする必要がない Verilog 識別子もエスケープ処理する必要があります。たとえば、波
形ウィンドウにワイヤ w を追加する場合、ISim では「add {\w }」が有効なコマンドになりま
せん。このため、「wave add w」またはオプションで「wave add {w}」と記述する必要があ
ります。

エスケープ文字に波かっこが含まれる場合、識別子を波かっこで囲う方法が使用できないた

め、Tcl では波かっこ内に波かっこ内にあっても特殊文字として解釈されます。このため、次

に示す VHDL 拡張識別子の手法を使用する必要があります。

VHDLVHDLVHDL 拡拡拡張張張識識識別別別子子子 :::

VHDL 拡張識別子には、バックスラッシュ (\) が含まれており、この文字は Tcl で特殊文字と

されます。Tcl では、閉じる波かっこの横のバックスラッシュ ( \} ) が閉じる波かっこ文字とし

て識別されるので、VHDL 拡張識別子は波かっこを使用して記述できません。このため、波

かっこは使用せず、特殊文字それぞれの前にバックスラッシュを付ける必要があります。たと

えば、信号 \my sig\ を波形ウィンドウに追加する場合は、「wave add \\my\ sig\\」
と記述する必要があります。拡張識別子の一部であるバックスラッシュの両方および識別子内

のスペースの前には、バックスラッシュが付けられます。

シミュレーション コマンドの別名表記

よく使用するシミュレーション コマンドに変数を設定すると、すばやくコマンドを実行できます。

この変数を使用すると、コマンドを毎回入力せずに何回でも実行できます。コマンドを表現す

る変数を設定することを、エイリアシングと呼びます。

シミュレーション コンソールから変数を設定するには
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[Console] パネル (GUI モード) または Tcl プロンプト (コマンド ライン モード) で次の変数を
入力します。

set svc "show value count"

上記の構文は次の部分から構成されています。

• set : 変数を作成することを示します。

• svc : 変数名です。

• "show value count" : 変数名で表現されるシミュレーション コマンドです。

変数が自動的に設定されます。Tcl 変数 svc が設定されて値が表示されます。

この変数を実行するには、「eval $svc」と入力します。

ISim 波形ビューアー Tcl コマンド

ISim 波形ビューアー Tcl コマンドは、アクティブ ウィンドウで使用できます。ISim を起動する

と、最初にアクティブになるウィンドウは、Default.wcfg です。ウィンドウ タブをクリックするか、ま

たは wcfg select コマンドを使用すると、アクティブなウィンドウを変更できます。[File] → [New]

および [File] → [Open] をクリックすると、新しく開いた波形コンフィギュレーション ウィンドウ

にアクティブ ウィンドウを切り替えることができます。Tcl では、wcfg new および wcfg open コマ

ンドを実行すると、同様にアクティブ ウィンドウを変更できます。

ISim 波形ビューアー コマンド グループ

ISim 波形ビューアー Tcl コマンドは、次の 3 つのグループに分類されます。

• 波波波形形形コココンンンフフフィィィギギギュュュレレレーーーシシショョョンンン入入入力力力///出出出力力力コココマママンンンドドド ::: 波形コンフィギュレーションの作成、保
存、選択などを実行します。

• 波波波形形形コココンンンフフフィィィギギギュュュレレレーーーシシショョョンンン編編編集集集コココマママンンンドドド ::: 波形コンフィギュレーションの編集に使用
します。

• マママーーーカカカーーー コココマママンンンドドド ::: 波形に新しいマーカーを追加します。

コマンド ラインの表記規則

メニュー コマンドを使用する代わりに、シミュレーション コンソール ウィンドウのプロンプトに

でコマンドを入力して操作を実行できます。コンソール コマンドでは、メニュー コマンドで表

示されるようなダイアログ ボックスは表示されません。

シミュレーション コマンドで使用する構文の表記規則は、次のとおりです。
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構文 説明

( ) 構文内でコマンドのオプションがかっこ ( ) で囲まれ

ている場合、オプションを入力する必要があります。

[ ] オプションが角かっこ [ ] で囲まれている場合、オプ

ションは入力しなくてもかまいません。

メモ : Tcl ではネストしたコマンドに [ ] を使用でき
ます。[ ] に入力されたコマンドが実行され、その結
果が別の Tcl コマンドで使用する値として戻されま
す。たとえば、set var [show time] では var が現在
の時間に設定されます。

| オプションが縦棒 | で区切られている場合、表示され

ているいずれかのオプションを選択する必要があり

ます。オプションが複数のパラメーターで構成され

ている場合、各パラメーターは角かっこで区切られ

ています。

... オプションに ... が含まれている場合、1 つまた複

数のオプションをスペースで区切って入力できるこ

とを示します。

{ } 中かっこ { } で囲まれている場合、かっこ内にスペー

スが複数含まれていても 1 つの引数として扱われま

す。これにより、スペースなどの特殊文字を含んだ引

数がコマンドに渡されます。たとえば、set var {I have

spaces} では、var を「I have spaces」に設定します。

< > 山かっこ < > は変数を示します。この値は必ず指

定する必要があります。

メモ : イタリック文字は、変数を示すときに使用されます。

Tcl コマンド

エンジン コマンド

bp コマンド

bp コマンドでは、シミュレーションする HDL ソース コードのブレークポイントを設定/削除しま

す。 ブレークポイントは、デバッグのためシミュレーションを中断するのに使用します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

bp (options)

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 101



第 10 章 : Tcl シミュレーション コマンドの使用

オプション

add <file_name> <line_number> HDL ファイルの指定行にブレークポイントを追加
します。 file_name には、ブレークポイントを設
定するシミュレーション中の HDL ソース ファイル
を指定します。 line_number には、HDL コードの
シミュレーションを中断する行番号を指定します。

clear ISim に読み込んでいるすべての HDL ファイル
のブレークポイントをすべて削除します。 複数の
ファイルにブレークポイントが設定されている場
合、すべてのブレークポイントが削除されます。

del <index> [<index>... ] HDL コードから指定したブレークポイントを削除
します。 このコマンドを実行する前に、bp list
コマンドを実行してブレークポイントのインデッ
クス番号を取得する必要があります。 詳細は、
list オプションを参照してください。

index は、ブレークポイントに割り当てられたイン

デックス番号です。 デザインの各ブレークポイン

トに、固有の番号が割り当てられます。

メモ : このインデックス番号は、ソース ファイル

の行番号とは異なります。

list デザインのブレークポイントをすべてリストし、
bp del コマンドで使用するインデックス番号を
示します。 複数のファイルにブレークポイント
が設定されている場合、すべてのブレークポイ
ントが表示されます。

bp list コマンドを実行すると、次の情報が

示されます。

index

directory_path/file_name:line_number

説明 :

• index : bp del コマンドで使用するインデッ

クス番号

• directory_path : ソース ファイルへの

完全パス

• file_name : ブレークポイントを含むソー

ス ファイル名

• ｌine_number : ソース ファイルでのブレークポ

イントが設定されている行番号

remove <file_name> <line_number> ファイル file_name の line_number 行目にある
ブレークポイントを削除します。file_name は、
削除するブレークポイントが設定されている HDL
ソース ファイルを指定します。line_number は、
HDL コードのブレークポイントが設定されている
行番号を指定します。

例

bp コマンドは、次のように使用します。
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ブレークポイントの設定

statmach.vhd というファイルの 2 行目にブレークポイントを設定するには、次のように入力

します。

bp add statmach.vhd 2

全ブレークポイントの表示

ISim でのシミュレーションに関連するすべてのファイルのブレークポイントをインデックス番号

と共に表示するには、次のようにコマンドを入力します。

bp list

ブレークポイントの削除

シミュレーションのブレークポイントをすべて削除するには、次のように入力します。

bp clear

ブレークポイントをインデックス番号を使用して削除するには、次のように入力します。

1. 最初に、bp list コマンドを使用してブレークポイントのインデックスを取得します。

bp list

次の情報が示されます。

1 C:/examples/watchvhd/stopwatch_tb.vhd::46
2 C:/examples/watchvhd/stopwatch_tb.vhd::55

2. stopwatch_tb.vhd ファイルの 46 行目にあるブレークポイントを削除するには、次の

ように入力します。

bp del 1

statmach.vhd というファイルの 2 行目のブレークポイントを削除するには、次のように入力

します。

bp remove statmach.vhd 2

describe コマンド

describe コマンドを実行すると、HDL データまたはブロック オブジェクトの情報を表示で

きます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

describe <object_name>

オプション

<object_name> 現在のシミュレーション スコープに含まれる
HDL オブジェクトまたは HDL ブロックの情報を
表示します。

例

describe コマンドは、次のように使用します。

ISim> describe param
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Verilog Instance: {param}

Path:{/parameter8_hn/param}

Location: {/home/test5.v:42}

Instantiation: {/home/test5.v:37}

dump コマンド

dump コマンドでは、現在のデザイン階層に含まれるすべての VHDL 信号およびジェネリッ

ク、Verilog ワイヤ、サブプログラム以外のレジスタおよびパラメーターの値が表示されます。デ

ザイン階層をナビゲートするには、scope コマンドを使用します。dump コマンドでは、isim
set radix コマンドを使用してデフォルトの基数セットが使用されます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

dump

例

現在のデザイン階層にある信号名とその値すべてを表示するには、次のように入力します。

dump

help コマンド

help コマンドでは、指定した ISim Tcl コマンドの説明、使用方法、および構文を表示しま

す。コマンドを指定しない場合は、help コマンドではすべての Tcl コマンドとその構文がリ

ストされます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

help [command_name]

オプション

command_name 指定したコマンドの説明を表示します。シミュ
レーション コマンドの一覧は、「シミュレーション
コマンドの概要」を参照してください。

例

help コマンドは、次のように使用します。

すべてのコマンドのヘルプを表示

すべての ISim コマンドの説明を表示するには、次のように入力します。

help

1 つのコマンドのヘルプの表示

bp コマンドの説明を表示するには、次のように入力します。

help bp
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isim condition コマンド

isim condition コマンドでは、条件付きアクションのリストを追加、削除、または生成でき

ます。 条件付きアクションは、VHDL の process 文または Verilog の always 文と同等で、 追

加されるとシミュレーション中に isim condition 表現に含まれる信号が継続して監視さ

れます。 この条件表現は、信号の変化が検出されるたびに評価されます。 指定の条件表現

に合う場合は、指定のコマンドが実行されます。isim condition remove では信号の監

視が停止し、isim condition list ではアクティブな条件付きアクションのリストがラベ

ルと ID と共に表示されます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim condition (add|remove|list) [ <condition expression>
<command>] [<radix_type>] [<label_name>] [<index_name>]

オプション

(add|remove|list) 条件を追加、削除、または条件のリストを表示
します。

<condition expression> <command> <condition expression> : add 関数に関連してお
り、指定した <command> をいつ実行するかが定
義されます。 この条件表現に使用された操作に
は、!= (非等号)、== (等号)、&& (AND) および
|| (OR) が含まれます。 表現および演算子の間
には、「clk == St1」のようにスペースを入力
する必要があります。

<command> : Tcl コマンドまたはスクリプトで、条

件が true のときに実行されます。 このコマンド

は、かっこ {} で囲まれます。 このコマンドには、

標準の tcl コマンドおよびシミュレーション tcl

コマンドを含めることができます。ただし、run、

restart、init、および step は含めることはできませ

ん。 この条件表現に使用される tcl 変数には、

かっこ {} の代わりに引用符 "" で囲まれます。

構文例を参照してください。

-radix <radix_type> 条件表現の値を読み出すのに使用されるオプ
ションの引数です。

サポートされる基数タイプは、default、dec、
bin、oct、hex、unsigned、および ascii で

す。 基数タイプが指定されていない場合は、

isim set radix コマンドで設定されるグロー

バル基数タイプが使用され、このコマンドでも基

数タイプが設定されていない場合は、default
が基数として使用されます。

-label <label_name> 条件名を指定するオプションの引数で、 sim
condition add コマンドでラベルが指定され
ていないときは、シミュレーションで条件を識別す
るときに使用するインデックスが生成されます。

-index <index_name> 条件を識別する引数で、 isim condition
remove コマンドでのみ使用できます。
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-all 現在のシミュレーションに含まれる条件をすべて
削除するのに使用されるオプションの引数です。

例

isim condition add コマンドの例

信号 asig が 8 のときに停止して、条件の名前に label0 を付けるような条件を追加するには、

次のように入力します。

isim condition add { /top/asig == 8 } {stop} -label label0
-radix hex

信号 asig が 1 のときに停止して、条件の名前に label1 を付けるような VHDL 特有の信号条

件を追加するには、次のように入力します。

isim condition add { /top/asig == ’1’ } {stop} -label label1

信号 asig が 変化するときに停止して、条件の名前に label2 を付けるような条件を追加するに

は、次のように入力します。

isim condition add /top/asig {stop} -label label2

信号 clk が St1 のときに停止して、条件の名前に label3 を付けるような VHDL 特有の信号

条件を追加するには、次のように入力します。

isim condition add { clk == St1 } {stop} -label label3

信号 asig (3:0) が 0001 でリセットが 1 のときに停止するような条件を追加するには、次のよう

に入力します。

isim condition add { asig(3:0) == 0001 && reset == 1 } {stop}

isim condition remove コマンドの例

現在のシミュレーションに含まれる条件すべてを削除する場合は、次を入力します。

isim condition remove

または

isim condition remove -all

label0、label1、label2 という名前の条件を削除するには、次を入力します。

isim condition remove -label { label0 label1 label2 }

信号文を削除するには、次を入力します。

isim condition remove -index 2

または

isim condition remove -label label3

isim condition list コマンドの例

デザインに追加した isim condition すべてを表示するには、次を入力します。

isim condition list
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isim force コマンド

isim force コマンドでは、VHDL 信号、Verilog ワイヤ、または Verilog レジスタに強制的

に値を付けたり、特定の時間に繰り返しパターンを割り当てます。このコマンドで割り当てられ

た値は、HDL コードまたは以前に isim force コマンドで付けられた値に上書きされます。

このコマンドはキャンセル時間が指定されている場合はその時間まで、または isim force
remove コマンドが発行されるまで有効です。VHDL 信号または Verilog ワイヤでこのコマンド

が削除されると、信号またはワイヤの値が現在駆動されている値に戻ります。ただし、Verilog

レジスタでは、このコマンドが削除された後でも Verilog レジスタに書き込む HDL プロセスの

うちの 1 つでレジスタに新しい値が割り当てられるまで、強制された値が保持されます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim force (add|remove) < object_name > < value > [options]

オプション

(add|remove) バス/信号に値を割り当てるか、またはバス/信

号の値を削除します。

<object_name> VHDL 信号、Verilog ワイヤ、または Verilog レジ

スタの名前を指定します。

-value <value> 追加する値を指定します。

-radix <radix_type> 基数を指定します。サポートされる基数タイプは、

default、dec、bin、oct、hex、unsigned、
および ascii です。基数タイプが指定されてい

ない場合は、isim set radix コマンドで設

定されるグローバル基数タイプが使用され、この

コマンドでも基数タイプが設定されていない場合

は、default が基数として使用されます。

-time <time> 時間は、10、10 ns、"10 ns" などの文字列で指定

できます。値が単位なしで入力された場合は、シ

ミュレーターの単位である ps が使用されます。

時間は、コマンドの実行時間に相対します。

-cancel <time> 特定の時間後に force コマンドをキャンセルし

ます。

-repeat <time> 特定の時間後にサイクルを繰り返します。

例

isim force コマンドは、次のように使用します。

値を割り当てるには

現在のシミュレーション時間で rst 信号 に 0 を割り当てるには、次を入力します。

isim force rst 0

現在のシミュレーション時間から 10ns 後に rst 信号に 1 を割り当て、現在のシミュレーション

時間から 50ns 後にコマンドをキャンセルするには、次を入力します。
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isim force rst 1 -time 10 ns –cancel 50 ns

clk 信号が現在のシミュレーション時間で 1 になり 20ns 後に 0 に戻った後、現在のシミュレー

ション時間から 1us に到達するまで 40ns ごとにこれを繰り返す (つまりはデューティ サイクル

が 50% のクロックを生成して 1us 間 40ns ごとにサイクルを繰り返す) ようなクロックを割り当て

るには、次を入力します。

isim force clk 1 –value 0 –time 20 ns –repeat 40 ns –cancel 1 us

現在のシミュレーション時間で data_in 信号の値を強制的に 1 にし、その 50ns 後に 0 にした

後、現在のシミュレーション時間から 75ns 後に 1 に戻すパターンを 100ns ごとに 5000ns 間

繰り返すには、次を入力します。

force add data_in 1 -value 0 -time 50 ns -value 1 -time 75 ns
-repeat 100 ns –cancel 5000 ns

値を削除するには

信号 s、s1、s2 のすべて値を削除するには、次を入力します。

isim force remove s s1 s2

isim get arraydisplaylength コマンド

isim get arraydisplaylength コマンドを使用すると、アレイ型の HDL オブジェクト

に対するエレメントの制限数を表示できます。 制限数は、isim set arraydisplaylength コマンド

を使用して設定できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim get arraydisplaylength

オプションはありません。

例

次を入力します。

isim get arraydisplaylength

次が戻されます。

64

isim get radix コマンド

isim get radix コマンドを使用すると、デフォルトの基数を文字列として表示できます。

基数は、isim set radix コマンドを使用して設定します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim get radix

オプションはありません。

例

基数を表示するには、次を入力します。
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isim get radix

現在使用されているグローバル基数が表示されます。

isim get userunit コマンド

isim get userunit コマンドを使用すると、単位が指定されていない時間値すべてに対

する現在の単位を表示できます。 単位は、isim set userunit コマンドを使用して設定できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim get userunit

オプションはありません。

例

次を入力します。

isim get userunit

次が戻されます。

1 ps

isim ltrace コマンド

isim ltrace コマンドを使用すると、行トレースのオン、オフを切り替えることができます。

行トレースがオンのときは、デバッグで行ごとに解析を実行できます。実行される HDL 行は、

シミュレーション時間、ファイル パスおよびファイル名、および行番号の情報と共に画面に表

示されます。

メモ : isim ltrace on コマンドを実行すると、シミュレーションの速度が低下する可能性
があります。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim ltrace t [on | off]

オプション

[on | off] 行トレースのオン、オフを切り替えます。[Console]
パネルに現在実行されている行の情報が表示さ
れます。デフォルトはオフです。

例

現在実行されている行を表示するには、次を入力します。

isim ltrace on

run

出力には、シミュレーション時間、ファイル名、行番号が次のように表示されます。

1005 ns "C:/Data/ISE_Projects/freqm/watchver/stopwatch_tb.v":26
1005 ns "C:/Data/ISE_Projects/freqm/watchver/stopwatch_tb.v":27
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1005 ns(3) "C:/Data/ISE_Projects/freqm/watchver/statmach.v":63
1005 ns(3) "C:/Data/ISE_Projects/freqm/watchver/statmach.v":64

isim ptrace コマンド

isim ptrace コマンドを [Console] パネルに入力すると、バッチ モードのオン、オフを切

り替えることができます。このオプションをオンにすると、現在実行されている VHDL または

Verilog プロセスの名前が [Console] パネルに表示されます。この機能は、シミュレーションが

無限ループでスタックした場合に非常に便利で、シミュレーターがスタックしたプロセスがコメ

ントアウトされます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim ptrace [on | off]

オプション

[on | off] プロセス トレースのオン/オフを切り替えます。
このオプションをオンにすると、現在実行されて
いる VHDL または Verilog プロセスの名前が
[Console] パネルに表示されます。デフォルト
はオフです。

例

現在実行されているプロセスの名前を表示するには、次のように入力します。

isim ptrace on

isim set arraydisplaylength コマンド

isim set arraydisplaylength コマンドでは、配列型の HDL オブジェクトに対するエ

レメントの制限数を設定します。 この制限数は次の値に影響します。

• グラフィカル ユーザー インターフェイスの [Objects] パネルの値

• show value コマンドに対する応答

デフォルト値は 64 です。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim set arraydisplaylength <size>

オプション

<size> 表示する配列型 HDL オブジェクトのエレメント

数を入力します。

長さを無制限にするには 0 を設定します。

デフォルトは 64 です。

例

次を入力します。
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isim set arraydisplaylength 2

show value xcountout

次が戻されます。
00
00

また、ISim グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) の [Objects] パネルに含まれている

アレイの [Value] 値も確認してください。

次を入力します。

isim set arraydisplaylength 64

show value xcountout

次が戻されます。
0001000000
0001000000

また、ISim GUI の [Objects] パネルに含まれているアレイの [Value] 値も確認してください。

isim set radix コマンド

isim set radix コマンドを使用すると、グローバル基数をシミュレーションに設定できま

す。 この基数タイプは、show value、put、test、dump、isim force、および isim condition コマン

ドなど、その他のコマンドで使用されます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim set radix <radix_type>

オプション

<radix_type> 現在のシミュレーションにグローバルな基数を設
定します。 この基数タイプは、show value、put、
test、dump、isim force、および isim condition コ
マンドなど、その他のコマンドで使用されます。

サポートされる基数タイプは、default、dec、
bin、oct、hex、unsigned、および ascii
です。

例

16 進数の基数を設定し、カウント値を表示するには、次のように入力します。

isim set radix hex

show value count

a が戻されます。

10 進数の基数を設定し、カウント値を表示するには、次のように入力します。

isim set radix dec

show value count //count is defined as reg[3:0] count

-4 が戻されます。
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符号なしの基数を設定し、カウント値を表示するには、次のように入力します。

isim set radix unsigned

show value count

10 が戻されます。

isim set userunit コマンド

isim set userunit コマンドを使用すると、単位が指定されていない時間値すべてに対

する現在の単位を設定できます。デフォルトの時間単位は、fuse コマンド の -timescale
または -override_timeunitオプションで設定されている単位と同じです。これらの fuse
オプションが指定されていない場合は、タイムスケールは次で決定します。

• デフォルトの時間単位 (1ps)

• Verilog に含まれる ‘timescale シミュレーター指示子

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

isim set userunit (options)

オプション

<[1|10|100]fs|ps|ns|us|ms|s> userunit には、数値 (1|10|100|...) に続けて単位
(fs|ps|ns|us|ms|s) を入力します。

例

シミュレーターのタイムスケールを 1ps に設定します。

isim set userunit 1 us

onerror コマンド

onerror コマンドを使用すると、エラーが発生した Tcl シミュレーション コマンドの直後の動

作を制御できます。 エラーの表示、次のコマンドの再開などのさまざまな使用例は、次に示

す例を参照してください。

このコマンドを使用すると、シミュレーション コマンド エラーのデバッグが可能で、エラーが含

まれている Tcl スクリプトを実行するときに特に便利です。 Tcl プロンプトに Tcl コマンドを 1

つずつ入力する場合には、このコマンドを使用する必要はありません。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

onerror( options )

オプション

{list_of_Tcl_commands} シミュレーション Tcl コマンドのリストを入力し、シ
ミュレーション コマンド エラーが発生したときの
動作を制御できます。

{ source Tcl_script} シミュレーション Tcl コマンドを含む Tcl スクリプ
ト ファイルをソースに指定できます。 これらのコ
マンドでは、シミュレーション コマンド エラーが発
生したときの動作を制御します。
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第 10 章 : Tcl シミュレーション コマンドの使用

例

この例では、エラーが発生した時間および現在の階層に含まれる値すべてを表示した後に

ISim が終了します。

onerror { showtime;dump;quit -f }

この例では、エラーが発生した時間および現在の階層に含まれる値すべてを表示した後に

ISim で Tcl スクリプトの次のコマンドの読み出しが継続されます。

onerror { show time;dump;resume }

この例では、エラーが発生したときにソースの Tcl ファイルが読み出され、そのコマンドが実

行されます。

onerror { source myerror.tcl }

put コマンド

シミュレーション中に、信号およびバスの値を変更できます。put コマンドは、次に使用します。

• 特定の信号またはバス

• 信号またはバスの配列

• 信号またはバスを含むレコードまたはレコードの配列

• 基数が指定されている値

put コマンドは、HDL ソース コードで信号として宣言されている信号またはバスにのみ使用

できます。

put コマンドを使用して、VHDL 変数、VHDL ジェネリック、または Verilog パラメーターに値

を割り当てることはできません。値は、信号全体、信号の 1 ビット、または信号のビット範囲に

割り当てることができます。また、信号の階層にもアクセスできます。このコマンドは、上書き

される可能性があり、デザインのスティミュラスがこのコマンドより優先されます。このため、こ

のコマンドは一時的です。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

put <signal_name|vhdl_process_name/process_variable_name>
[element reference, element reference, ...] <value> | <object>
<value> -radix <radix_type>

オプション

<signal_name|vhdl_process_name/
process_variable_name> [element
reference, element reference, ...
]<value>

<signal name> : 値を割り当てる信号またはバスの

名前を指定します。信号またはバスの配列、信号

またはバスを含むれレコード配列あるいはバスま

たは信号の配列を含むレコードも指定できます。

<vhdl_process_name/process_variable_name> : 値

を割り当てるプロセスおよびプロセス変数の名

前を指定します。プロセス変数に値を割り当てる

には、その変数を含むプロセスの名前も指定す

る必要があります。プロセス名とプロセス変数名

は、スラッシュ (/) で区切ります。
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第 10 章 : Tcl シミュレーション コマンドの使用

[element reference] : 参照する信号名のサブエ

レメントを指定します。信号の個々のサブエレメ

ントを参照することで信号を詳細に指定できま

す。詳細は、次に示す例を参照してください。

信号のタイプに基づいて、次の値を割り当てるこ

とができます。

• integer 型には、正または負の整数を指定

できます。

• bit_vector 型には 0 または 1、あるいは 0 と

1 の配列を指定できます。

• VHDL の場合、std_logic 型には U、X、0、1

などを指定できます。

• Verilog の場合、bit_values 型には U、X、0、

1 を指定できます。

• strength 値はサポートされていません。

<value> : 割り上てる値を入力します。

<object> <value> [-radix
<radix_type> ] :

特定の基数が付いた値をオブジェクトのデータ タ
イプに変換し、オブジェクトに値を書き込みます。

<object> : 変更する信号、バス、またはオブジェ

クトを指定します。

<value> : オブジェクトに追加する値を指定し

ます。
サポートされる基数タイプは、-radix
[radix_types]default、dec、bin、oct、
hex、unsigned、および ascii です。基数タ
イプが指定されていない場合は、isim set
radix コマンドで設定されるグローバル基数
タイプが使用され、このコマンドでも基数タイプ
が設定されていない場合は、default が基数
として使用されます。

例

バスまたは信号への値の割り当て

clk という信号に値を割り当てるには、次のように入力します。

put clk 1

または

put clk 1 -radix bin

または

put clk "1" -radix bin

busx という 4 ビット バスに値を割り当てるには、次のように入力します。

put busx 0101

A という信号に値 FF を割り当てるには、次のように入力します。
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第 10 章 : Tcl シミュレーション コマンドの使用

put A FF -radix hex

現在の階層にインスタンシエートされているモジュール u1 にある信号 count(6) にビット値 1

を割り当てるには、次のように入力します。

put u1/count(6) 1

標準ロジック ベクターへの値の割り当て

この後の例は、次のように宣言されている sigx という標準ロジックベクターを使用しています。

signal sigx : std_logic_vector(0 to 5);

sigx のビット 0 を 1 に設定するには、次のように入力します。

put sigx(0) 1

sigx のビット 1 ～ 2 を 11 に設定するには、次のように入力します。

put sigx(1:2) 11

sigx を 101010 に設定するには、次のように入力します。

put sigx 101010

オブジェクトの配列への値の割り当て

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を使用しています。

signal sigarray :(0 to 3) vectorarray(0 to 5, 1 to 4, 2 to 6);

sigarray ベクター配列要素の各ビットを 1 に設定するには、次のように入力します。

put sigarray(0,1,2)1111

sigarrayベクター配列要素の最初の 2 ビットを 10 に設定するには、次のように入力します。

put sigarray(0,1,2)(1:2)10

sigarray ベクター配列要素のビット 3 を 1 に設定するには、次のように入力します。

put sigarray(0,1,2)(3)1

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を含むレコード配列を

使用しています。

type ram_3d_vector is array(0 to 10, 7 downto 0, 0 to
2) of std_logic_vector(1 to 4);

type rectype is record
a: integer;
b: string(1 to 7);
c: std_logic_vector(0 to 3);
d: ram_3d_vector;
end record;

type recarray is array(0 to 3, 4 downto 1) of rectype;

signal recarrsig : recarray;
signal recsig : rectype;

レコード recsig の 2 番目の要素 (b) を文字列 abc に設定するには、次のように入力します。

put recsig.b(2:4)abc
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レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターを 0110 に

設定するには、次のように入力します。

put recsig.d(2,3,1) 0110

レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターの最初の 2

ビットを 01 に設定するには、次のように入力します。

put recsig.d(2,3,1)(1:2) 01

2 次元配列 recarrsig の座標 2,2 で示されるレコード recsig の 3 次元配列 d の座標

2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクター値を設定するには、次のように入力します。

put recarrsig(2,2).d(2,3,1)0011

quit コマンド

quit コマンドでは、コマンド オプションに従い、シミュレーションまたはソフトウェアのいずれか

を終了します。オプションがない場合は、グラフィカル ユーザー インターフェイスでは終了を示

すプロンプトが表示されてから ISim が終了し、コマンド ラインではすぐに ISim が終了します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

quit [options]

オプション

-f 現在のシミュレーションを停止して、ISim ソフトウェアを終了し
ます。波形コンフィギュレーションに変更を加えたときでも保存
を尋ねるダイアログ ボックスは表示されません。

コマンド ラインでは、ソフトウェアがすぐに終了します。

-s グラフィカル ユーザー インターフェイスを開いたまま現在の
シミュレーションを停止します。この場合、ISim では [File] →
[Open] から WDB ファイルを開いてスタティック波形データ
ベースを読み込む以外の作業は実行できません。

コマンド ラインでは、ソフトウェアがすぐに終了します。

例

ISim を終了し、Tcl プロンプトを開いたままにするには、次のように入力します。

quit

ISim を終了し、波形を保存するには、次のように入力します。

quit -f

現在のシミュレーションを停止するには、次のように入力します。

quit -s

restart コマンド

restart コマンドでは、シミュレーションを停止して、シミュレーション時間を 0 に戻し、デザ

インを読み込み直さずにシミュレーションを実行し直すことができます。GUI で [Simulation] →

[Restart] を実行しても、この操作を実行できます。
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restart では、次のコマンド設定がリセットされます。

• onerror : onerror スクリプトが削除されます。

• scope : 階層が /top にリセットされます。

• saif : SAIF ファイルが閉じます。

• vcd : VCD ファイルが閉じます。

• isim force : 適用されている isim force コマンドが削除されます。

• put : 初期値に戻ります。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

restart

例

シミュレーション時間を 0 に戻してシミュレーションを開始するには、次を入力します。

restart

resume コマンド

resume コマンドは onerror コマンド と共に使用して、エラーが発生した後にコマンドの実

行を継続させます。

メモ : このコマンドのみを入力しても効力はありません。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

resume

オプションはありません。

例

この例では、エラーが発生した時間および現在の階層に含まれる値すべてを表示した後に

ISim で Tcl スクリプトの次のコマンドの読み出しが継続されます。

onerror { show time;dump;resume }

run コマンド

run コマンドを実行すると、シミュレーションが開始します。 このコマンドをオプションを使用

せずに実行すると、シミュレーションが 100ns 間実行されます。 [Simulation] → [Run All] およ

び [Simulation] → [Run] をクリックしても同じ操作を実行できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

run [options]
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オプション

all イベントがすべて終了するかブレークポイントに達するまで、
シミュレーションを実行します。 ブレークポイントの設定および
削除に関する詳細は、「bp コマンド」を参照してください。

continue ブレークポイントでシミュレーションが停止した後に、シミュ
レーションを再開します。 このオプションは、run all を実
行するのと同じです。

<time> <unit> time では、シミュレーションを実行する時間を指定します。 こ
の値には、正の整数または少数を使用できます。

unit は、時間の単位を指定します。 使用可能な値は、fs、ps、
ns、us、ms、sec のいずれかです。 デフォルトは ps です。

例

run コマンドは、次のように使用します。

イベントがすべて終了するかブレークポイントに達するまでシミュレーションを実行するには、

次のように入力します。

run all

シミュレーションを 2000ns 間実行するには、次のように入力します。

run 2000 ns

シミュレーションを 1.2ns 間実行するには、次のように入力します。

run 1.2 ns

シミュレーションを 100ns 間実行するには、次のように入力します。

run

saif コマンド

saif コマンドを使用すると、SAIF (Switching Activity Interchange format) ファイルを生成して

ポートおよび信号のスイッチング レートを記録できます。 「デザインのアクティビティ データ

の書き出し」も参照してください。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

saif <options>
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オプション

open [-scope <path_name> ] [-file
<file_name>] [-allnets]

open : 消費電力概算用の SAIF ファイルを生
成します。

-scope <path_name> : 特定の階層および再帰

的階層の消費電力概算データを作成します。

相対パス、絶対パスのいずれかを使用できま

す。 パスが指定されていない場合は、現在の

階層が使用されます。

-file <file_name> : 新しいSAIF ファイルを生

成します。 デフォルト名は xpower.saif で

す。 シミュレーション実行中に開くことができる

SAIF ファイルは 1 つのみです。

-allnets : 消費概算に内部ネットおよびポー

ト信号が含められます。 このオプションを使用

しない場合は、ポート信号の変化だけが監視

されます。

close 監視を停止して SAIF ファイルを出力します。

–level <number_of_levels> -level 0 では指定した階層下すべてのレベ
ルの信号遷移が、 –level 1 では指定した階
層の信号遷移のみが、 -level 2 では階層の
2 つのレベルの信号が監視されます。

例

saif コマンドは次のように使用します。

この例では、現在の階層にあるデザインのすべてのポートが xpower.saif ファイルに書き

込まれます。

saif open

この例では、現在の階層にあるデザインのすべてのポートおよび内部ネットが xpower.saif
ファイルに書き込まれます。

saif open -allnets

この例では uutにあるデザインのすべてのポートおよび内部ネットが uut_backward.saif
ファイルに書き込まれます。

saif open -scope uut -file uut_backward.saif -allnets

scope コマンド

scope コマンドを使用して、デザイン階層を移動します。 オプションを使用せずに実行する

と、現在のモジュール情報が表示されます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

scope [options]
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オプション

.. 現在のモジュールの 1 つ上位にあるモジュール
の情報を表示します。

<path_name> path_name は、モジュール情報を表示するモ
ジュールへのパスを指定します。 相対パス、絶
対パスのいずれかを使用できます。

例

scope コマンドは、次のように使用します。

1 つ上の階層に移動するには、次のように入力します。

scope ..

現在のモジュールにインスタンシエートされている UUT というモジュールに移動するには、

次のように入力します。

scope UUT

配線後のネットリストの子インスタンスに scope コマンドを使用するには、次のように入力します。

たとえば

X_IPAD \CLK/PAD (
.PAD(CLK)
);

\CLK/PAD は拡張された識別子です。

次を入力します。

scope /testbench/UUT/\\CLK/PAD\

\CLK の前と PAD の後にバックスラッシュ (\) を追加する必要があることに注意してください。

sdfanno コマンド

sdfanno コマンドでは、SDF ファイルの VITAL 遅延を、VITAL 準拠の VHDL モデルで作成

された VHDL デザインにバックアノテートします。 また、この コマンドでは、Verilog モジュー

ルの specify ブロックで指定されたタイミングにバックアノテートすることもできます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

sdfanno (-min | -typ | -max) <file_name> [options]

-min | -typ | -max および file_name は必ず入力する必要がありますが、options はオ

プションです。
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オプション

(-min | -typ | -max) -min、-typ、-max のいずれかから遅延オプション
を指定する必要があります。

• -min : VHDL/Verilog ファイルを最小遅延値で

アノテートします。 ホールド タイムのタイミング シ

ミュレーションを実行できます。

• -typ : VHDL/Verilog ファイルを標準遅延値で

アノテートします。

• -max : VHDL/Verilog ファイルを最大遅延値で

アノテートします。 セットアップ タイムのタイミン

グ シミュレーションを実行できます。

<file_name> 遅延情報を含む SDF ファイルの名前を指定しま
す。 sdfanno コマンドでは、ファイル名を指定す
る必要があります。

-nowarn 警告メッセージを非表示にします。

-noerror エラー メッセージを警告メッセージにします。 このオ
プションを使用すると、SDF バックアノテーションにエ
ラーがあっても、シミュレーションを続行できます。

-root <root_path> アノテーションを実行するデザイン内の位置を指
定します。 SDF ファイルで指定されているパスは、
root_path で指定されたデザイン階層の位置を基準と
して決定されます。 デフォルトでは、デザインの最上
位がルートに設定されています。

例

sdfanno -typ コマンドの例

mysubdesign.sdf ファイルの標準遅延をサブモジュール "subdesign" にアノテートするに

は、次のように入力します。

sdfanno -typ mysubdesign.sdf -root /subdesign

design.sdf ファイルの標準遅延を現在のデザインの最上位にアノテートして、エラーまた

は警告をすべて無視するには、次のように入力します。

sdfanno -typ design.sdf -noerror -nowarn

sdfanno -min コマンドの例

mysubdesign.sdf ファイルの最小遅延をサブモジュール "subdesign" にアノテートするに

は、次のように入力します。

sdfanno -min mysydesign.sdf -root /subdesign

sdfanno -max コマンドの例

design.sdf ファイルの最大遅延を現在のデザインの最上位にアノテートするには、次のよ

うに入力します。

sdfanno -max design.sdf -nowarn

show コマンド

show コマンドでは、デザインの選択した部分を表示します。
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メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

show (options)

オプション

child | child -r child では現在のブロックのすべての子ブ
ロック (1 レベルのみ) が表示され、child
-r では現在のブロックの子プロセスを含む、
すべての子ブロックを再帰的にリストします。

constant 現在のブロックに含まれているすべての定
数、ジェネリック、およびパラメーターをリス
トします。

driver signal_name で指定された信号を駆動するプ
ロセスを表示します。可能な場合、そのドラ
イバーを記述する HDL コードの行番号も
表示します。

load signal_name で指定された信号のロードをす
べて表示します。

port 現在のブロック内にあるポート信号を表示
します。信号が入力であるか出力であるか
が示されます。

scope デザイン階層の現在の位置を表示します。

階層での位置を表示するだけで、変更はで

きません。scope コマンドを path_name オプ

ションなしで実行した場合と同じです。

signal 現在のモジュール内にある信号を、ポート信
号も含めすべて表示します。

time シミュレーターの現在の時間を表示します。

value <generic_name>
| <parameter_name> |
<process_name>/<process_variable_name>
| <signal_name> [element reference,
element reference, ...] | <object>
[-radix <radix_type>]

<generic_name> : コマンド実行の対象となる
VHDL ジェネリックの名前を指定します。

<parameter_name> : コマンド実行の対象とな

る VHDL パラメーターの名前を入力します。

<process_name/process_variable_name> : コ

マンド実行の対象となるプロセスおよびプロ

セス変数の名前を指定します。プロセス変

数の値を表示するには、その変数を含むプ

ロセスの名前も指定する必要があります。

プロセス名とプロセス変数名は、スラッシュ

(/) で区切ります。

<signal_name> は、コマンド実行の対象とな

る信号の名前で、信号またはバスの配列、

信号またはバスを含むレコード配列あるい

はバスまたは信号の配列を含むレコードも

指定できます。

• レコードの階層を区切るには、次のよう

にピリオド ( . ) を使用します。
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show value recsig.c

• 下位階層の信号の値を表示するには、

次のようにスラッシュ (/) を使用して信号

の階層名を区切ります。

show value mymod/mysig

[element reference] : 参照する信号名のサ

ブエレメントを指定します。信号の個々の

サブエレメントを参照することで信号を詳細

に指定できます。詳細は、次に示す例を参

照してください。

• value の後にかっこで囲み、コロンで

区切った 2 つの整数を入力すると、

signal_name で指定されているベク

ターの値が表示されます。例 : show
value(3:0)

• value の後にかっこで囲み、コンマで区

切った整数を入力すると、signal_name

で指定されている多次元配列のエレ

メントの値が表示されます。例 : show
value(2,3)

<object> [-radix <radix_type>] には、特定

の基数と共に値が表示されます。<object>

には、HDL オブジェクト データ タイプを

設定します。サポートされる基数タイプ

は、default、dec、bin、oct、hex、
unsigned、および ascii です。基数タイ

プが指定されていない場合は、isim set
radix コマンドで設定されるグローバル基

数タイプが使用され、このコマンドでも基数タ

イプが設定されていない場合は、default
が基数として使用されます。

variable 現在のブロックにある変数すべてを表示しま
す。VHDL プロセス内の変数を表示するに
は、scope コマンドを使用して VHDL プロセ
スまでナビゲートしてから show variable
を実行します。

例

階層に含まれる子の表示

fifo_controller というデザインの最上位階層から「show child」を実行すると、次の

情報が表示されます。

Block Name: <fifo_controller>

「show child -r 」と入力すると、現在の階層および再帰的階層の情報が表示されます。
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ドライバーの表示

fifo_count というデザインの最上位階層で「show driver fifocount」と入力すると、

fifocount という信号に関して次の情報が表示されます。

<Driver for fifocount>
fifoctlr_cc_v2.v:221

2 行目の最後の数値 221 は、ソース ファイルでの行番号を示します。

ロードの表示

fifo_count というデザインの最上位階層で「show load fifocount」と入力すると、

fifocount という信号に関して次の情報が表示されます。

<Load for fifocount>
Signal <Hex(0)> (Block: fifo_count/Lsbled/)
Signal <Hex(1)> (Block: fifo_count/Lsbled/)
Signal <Hex(2)> (Block: fifo_count/Lsbled/)
Signal <Hex(3)> (Block: fifo_count/Lsbled/)

範囲の表示

fifo_count というデザインの最上位階層で「show scope」と入力すると、次の情報が表

示されます。

<Block> /tb_cc_func/

信号値の表示

clk という信号の値を表示するには、次のように入力します。

show value clk

busx という 4 ビット バスの値を表示するには、次のように入力します。

show value busx

addr の値を表示するには、次のように入力します。

show value addr

0111010101011101 が表示されます。

show value addr -radix hex

755D が表示されます。

show value addr -radix dec

30045 が表示されます。

オブジェクト値の表示

この後の例は、次のように宣言されている sigx という標準ロジックベクターを使用しています。

signal sigx : std_logic_vector(0 to 5);

sigx のビット 0 の値を表示するには、次のように入力します。

show value sigx(0)

sigx のビット 1 ～ 2 の値を表示するには、次のように入力します。

show value sigx(1:2)
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sigx のすべてのビット値を表示するには、次のように入力します。

show value sigx

オブジェクトの配列の値の表示

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を使用しています。

signal sigarray : vectorarray(0 to 5, 1 to 4, 2 to 6);

sigarray のベクタ配列要素のすべてのビット値を表示するには、次のように入力します。

show value sigarray(0,1,2)

sigarray の各ベクター配列要素の最初の 2 ビット値を表示するには、次のように入力

します。

show value sigarray(0,1,2)(1:2)

sigarray の各ベクター配列要素のビット 3 の値を表示するには、次のように入力します。

show value sigarray(0,1,2)(3)

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を含むレコード配列を

使用しています。

• type ram_3d_vector is array(0 to 10, 7 downto 0, 0 to 2) of
std_logic_vector(1 to 4);

• type rectype is record

• a: integer;

• b: string(1 to 7);

• c: std_logic_vector(0 to 3);

• d: ram_3d_vector;

• end record;

• type recarray is array(0 to 3, 4 downto 1) of rectype;

• signal recarrsig : recarray;

• signal recsig : rectype;

レコード recsig の 2 番目の要素 (b) の値を表示するには、次のように入力します。

show value recsig.b(2:4)

レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターの値を表示

するには、次のように入力します。

show value recsig.d(2,3,1)

レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターの最初の 2

ビット値を表示するには、次のように入力します。

show value recsig.d(2,3,1)(1:2)

2 次元配列 recarrsig の座標 2,2 で示されるレコード recsig の 3 次元配列 d の座標

2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクター値を表示するには、次のように入力します。

show value recarrsig(2,2).d(2,3,1)
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step コマンド

1 回目のシミュレーションを実行した後、HDL デザインのソース コードを 1 行ずつ実行して、

デザインが予期どおりに動作するかを検証できます。 このコマンドを使用すると、HDL ファイ

ル (Verilog または VHDL) の実行コードの次の行までシミュレーションが進みます。 GUI で

[Simulation] → [Step] を実行しても、この操作を実行できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

step

オプションはありません。

例

HDL ソース コードを 1 行ずつ実行するには、次のように入力します。

step

test コマンド

test コマンドでは、VHDL 信号、Verilog ワイヤ、Verilog レジスタ、VHDL ジェネリック、Verilog

パラメーター、または VHDL の process 変数の実数と入力した値を比較します。この 2 つの

値が一致している場合は何も表示されませんが、一致していない場合は、正しい値が表示さ

れ、ISim でエラーがレポートされます。このテストは、ベクター エレメントの 1 ビットまたは全

体値に実行できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

test <signal_name|vhdl_process_name/process_variable_name>
{element reference, element reference, ...} <value> | <object>
<value> -radix <radix_type>

オプション

<signal_name |
vhdl_process_name/process_
variable_name>{element reference,
element reference, ...}<value>

<signal_name> : 比較する信号またはバスの名前
を入力します。信号またはバスの配列、信号また
はバスを含むレコード配列あるいはバスまたは信
号の配列を含むレコードも指定できます。

vhdl_process_name/process_variable_name> : 比

較するプロセスおよびプロセス変数の名前を指

定します。プロセス変数の値を比較するには、そ

の変数を含むプロセスの名前も指定する必要が

あります。プロセス名とプロセス変数名は、スラッ

シュ (/) で区切ります。

{element reference} : 参照する信号名のサブエレ

メントを指定します。信号の個々のサブエレメント

を参照することで信号を詳細に指定できます。詳

細は、次に示す例を参照してください。
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<value> : 信号またはバスの実際の値と比較する

値を入力します。

<object> <value> -radix
<radix_type>

特定の基数が付いた値とオブジェクトの値を比
較します。

<object> には、テストする信号、バス、またはオ

ブジェクトを指定します。

<value> には、オブジェクトに追加する値を指

定します。

サポートされる基数タイプは、default、dec、
bin、oct、hex、unsigned、および ascii で

す。基数タイプが指定されていない場合は、isim

set radix コマンドで設定されるグローバル基数

タイプが使用され、このコマンドでも基数タイプ

が設定されていない場合は、default が基数

として使用されます。

例

test コマンドは、次のように使用します。

現在の階層にインスタンシエートされているモジュール u1 にある信号 count(6) が 1 であ

るかを調べるには、次のように入力します。

test u1/count(6) 1

信号 A の値と FF を比較するには、次のように入力します。

test A FF -radix hex

値と clk の値を比較するには、次のように入力します。

test clk ’U’

1 が戻されます。

値と clk の値を比較するには、次のように入力します。

test clk ’0’

0 が戻されます。

/top/rst が 0 の場合にシミュレーションを停止するには、次のように入力します。

if {[test /top/rst 0 ] } {stop } else ...

Uut というブロックの Reset 信号を比較するために、「test Reset 1」と入力すると、次の

メッセージが表示されます。

test failed Command failed: test Reset 1 1 Net Reset has value 0 not 1 as expected.

For the bus Lsbcnt in Uut,
the command test Lsbcnt 1001 displays the following message:
test passed 0

この後の例は、次のように宣言されている sigx という標準ロジックベクターを使用しています。

signal sigx : std_logic_vector(0 to 5);
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sigx のビット 0 の値を 1 であるかを調べるには、次のように入力します。

test sigx(0) 1

sigx のビット 1 ～ 2 の値が 11 であるかを調べるには、次のように入力します。

test sigx(1:2) 11

sigx の値が 101010 であるかを調べるには、次のように入力します。

test sigx 101010

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を使用しています。

signal sigarray : vectorarray(0 to 5, 1 to 4, 2 to 6);

sigarray のベクター配列要素のすべてのビットが 1 であるかを調べるには、次のように入

力します。

test sigarray(0,1,2)1111

sigarray の各ベクター配列要素の最初の 2 ビットが 10 であるかを調べるには、次のよう

に入力します。

test sigarray(0,1,2)(1:2)10

sigarray の各ベクター配列要素のビット 3 が 1 であるかを調べるには、次のように入力し

ます。

test sigarray(0,1,2)(3)1

この後の例は、次のように宣言されている標準ロジック ベクターの配列を含むレコード配列を

使用しています。

type ram_3d_vector is array(0 to 10, 7 downto 0, 0 to
2) of std_logic_vector(1 to 4);

type rectype is record
a: integer;
b: string(1 to 7);
c: std_logic_vector(0 to 3);
d: ram_3d_vector;
end record;

type recarray is array(0 to 3, 4 downto 1) of rectype;

signal recarrsig : recarray;

signal recsig : rectype;

レコード recsig の 2 番目の要素 (b) が文字列 abc であるかを調べるには、次のように入力

します。

test recsig.b(2:4)abc

レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターが 0110 で

あるかを調べるには、次のように入力します。

test recsig.d(2,3,1) 0110

レコード recsig の 3 次元配列 d の座標 2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターの最初の 2

ビットが 01 であるかを調べるには、次のように入力します。
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test recsig.d(2,3,1)(1:2) 01

2 次元配列 recarrsig の座標 2,2 で示されるレコード recsig の 3 次元配列 d の座標

2,3,1 で示される 4 ビット幅のベクターが 0011 であるかを調べるには、次のように入力します。

test recarrsig(2,2).d(2,3,1)0011

vcd コマンド

vcd コマンドでは、シミュレーション結果を VCD フォーマットで生成します。 このコマンドを

使用すると、VCD ファイルへの指定インスタンスの書き出し、VCD ファイルの命名、記述プロ

セスの開始および停止、その他の関数を実行できます。 「デザインのアクティビティ データ

の書き出し」も参照してください。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

vcd (options)

オプション

dumpfile <file_name> VCD ファイルの名前を指定します。 デフォルト
名は dump.vcd です。 Verilog の $dumpfile 関
数を呼び出します。

dumpvars -m <module_name> [-l
<level>]

指定の変数およびその値を VCD ファイルに書
き出します。

-m <module_name> : モジュール名を出力します。

-l <level>

0 : 特定モジュールおよびそのモジュールの下

位にあるすべてのモジュールのインスタンスに含

まれる変数をすべて出力します。 引数 0 は、モ

ジュール インスタンスを指定する後続の引数にの

みに適用され、個々の変数には適用されません。

1 : -m で指定されたモジュール内の変数すべ

てを出力します。ただし、このモジュールでイン

スタンシエートされたモジュールに含まれる変

数は出力されません。

Verilog の $dumpfile 関数を呼び出します。

dumpoff 書き出しプロセスを一時的に中断し、選択された
変数をすべて X 値として書き出します。 Verilog
の $dumpoff 関数を呼び出します。

dumpon dumpoff オプションで中断した書き出しプロセ
スを再開します。 dumpon を呼び出した時に
選択されているすべての値が書き出されます。
Verilog の $dumpon 関数を呼び出します。

dumpall 選択したすべての変数の現在の値を書き出す
チェックポイントを VCD ファイルに作成します。
Verilog の $dumpall 関数を呼び出します。

dumplimit <file_size> VCD ファイルのサイズを制限します。file_size に
は、VCD ファイルのサイズをバイトで指定しま
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す。 VCD ファイルのサイズがこの最大値に達す
ると、書き出しプロセスが停止し、最大値に達した
ことを示すコメントが VCD ファイルに記述されま
す。 Verilog の $dumplimit 関数を呼び出します。

dumpflush OS の VCD ファイル バッファを空にし、バッファ
内のすべてのデータが確実に VCD ファイルに
保存されるようにします。 この処理が終了する
と、書き出しプロセスが再開し、値が失われること
はありません。 Verilog の $dumpflush 関数を呼
び出します。

例

vcd コマンドは、次のように使用します。

シミュレーションを 1000 ns 間実行した後、モジュール UUT の VCD シミュレーション値を VCD

ファイルに書き出すには、次のコマンドを使用します。

書き出すファイルを指定するには、次のように入力します。

vcd dumpfile adder.vcd

書き出すモジュール ネットを指定するには、次のように入力します。

vcd dumpvars -m /UUT

シミュレーション時間を指定してシミュレーションを実行するには、次のように入力します。

run 1000 ns

VCD ファイルにデータを記述するには、次のように入力します。

vcd dumpflush

wave log コマンド

wave log コマンドでは、HDL オブジェクトのシミュレーション出力を波形データベース (wdb)

ファイルに記録します。 VHDL 信号、Verilog ワイヤ、および Verilog レジスタ型を記録できま

す。 VHDL 変数は、記録できません。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

wave log [-r]{<object_name>}

オプション

-r 指定ブロックの子モジュールすべてを再帰的に追

加します。

<object_name> 波形データベースにシミュレーション出力を記録する

HDL オブジェクトを指定します。 <object_name> に

は、ブロックの階層インスタンス名 (/tb/UUT など) も

指定可能で、この場合はブロックに含まれるすべての

HDL オブジェクトが記録されます。 アスタリスク (*) な

どのワイルドカードは使用できません。 ブロックのイン

スタンス内すべての HDL オブジェクトを追加するに

は、ブロックのインスタンス名を使用できます。たとえ
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ば wave add /UUT は、アスタリスクがサポートされて

いると仮定した場合、wave add /UUT/* と同じです。

例

モジュール インスタンス /tb/UUT および /tb/child/gt に関連付けられている信号を波形デー

タベースに記録するには、次のように入力します。

wave log /tb/UUT /tb/child/gt

デザインの信号をすべて記録するには、次を入力します。

wave log –r /

波形ウィンドウ コマンド

wcfg new コマンド

wcfg new コマンドでは、新しい波形コンフィギュレーションを作成し、新しいウィンドウに表

示します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

wcfg new

例

新しい波形コンフィギュレーションを作成するには、次のように入力します。

wcfg new

wcfg open コマンド

wcfg open コマンドでは、波形コンフィギュレーションを新しいウィンドウに開きます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

wcfg open <filename>

オプション

<filename> 開く wcfg ファイル名を指定します。

例

toplevel.wcfg という名前の WCFG ファイルを開くには、次を入力します。

wcfg open toplevel.wcfg

wcfg save コマンド

wcfg save コマンドでは、作業中の波形コンフィギュレーションをファイルに保存します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。
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構文

wcfg save <filename>

オプション

<filename> 作業中の波形コンフィギャブルを保存するファ
イル名を指定します。

例

toplevel.wcfg という名前の WCFG ファイルに波形コンフィギュレーションを保存するには、次

を入力します。

wcfg save toplevel.wcfg

wcfg select コマンド

wcfg select コマンドでは、指定の波形コンフィギュレーションをアクティブ ウィンドウにし

ます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

wcfg select <wave_config_name>

オプション

<wave_config_name> アクティブにする波形コンフィギュレーション名を

指定します。 <wave_config_name> にすでに開い

ている波形コンフィギュレーションを指定しない

場合は、エラー メッセージが表示されます。

例

「design」という波形コンフィギュレーションをアクティブにするには、次を入力します。

wcfg select design

wave add コマンド

wave add コマンドでは、ISim グラフィカル ユーザー インターフェイスに表示されている作

業中の波形コンフィギュレーションに HDL オブジェクトを追加し、HDL オブジェクトのシミュ

レーション出力を波形データベース (wdb) ファイルに記録します。 波形データベース ファイ

ルの名前はデフォルトで isim.wdb で、-wdb オプションを使用すると変更できます。 波形コン

フィギュレーションは、波形ウィンドウに表示されます。

GUI で [Add to Wave Window] をクリックしても同じ操作を実行できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

wave add [-into <ID>][-wcfg <wave_config_name>][-reverse][-radix
<radix>][-color <color>][-name <custom_name>] [-r]{<object_name>}
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オプション

-into <ID> オブジェクトを追加するグループ オブジェクトの ID または仮

想バス オブジェクトの ID を指定します。

-wcfg <wave_config_name>

オブジェクトを追加する波形コンフィギュレーション名を指定し

ます。 指定する名前のコンフィギュレーションが見つからない

場合は、新しいファイルが作成されます。

このオプションは、廃止される予定です。 このオプションを使

用しないでください。 代わりに wcfg new または wcfg select を

使用してシミュレーション オブジェクトを任意の波形コンフィ

ギュレーションに追加し、wcfg save <filename> でその波形コン

フィギュレーションを特定のファイルに保存してください。

-reverse バスの順序を反転します。

-radix <radix> 信号の値を表示するときの基数を指定します。 <radix> の

値には、default (デフォルト)、bin (2 進数)、oct (8 進数)、

hex (16 進数)、dec (10 進数)、unsigned (符号なし)、または

ascii を使用できます。

-color <color> シミュレーション オブジェクトの色を設定します。 <color> の

値は、RGB フォーマットで定義します。 たとえば、青色なら

#0000FF、赤色なら #FF0000、緑色なら #00FF00 を指定し

ます。 一部のよく使用される色では、色名をテキストでも入

力できます。 次の色をテキスト入力できます : black (黒)、

red (赤)、darkred (濃紅)、green (緑)、darkgreen (深緑)、blue

(青)、darkblue (群青)、cyan (シアン)、darkcyan (ダーク シア

ン)、magenta (マゼンタ)、darkmagenta (ダーク マゼンタ)、

darkyellow (濃黄)、gray (グレー)、darkgray (ダーク グレー)、

lightgray (ライト グレー)。 これらの色の RGB 値は、RGB 表

で定義されています。

-name <custom_name> 波形オブジェクトにカスタム名を付けます。

-r このオプションは、特定のブロック名に適用されます。 各ブ

ロックに関連するオブジェクト (最下位の階層のものまで) を

波形に追加します。 このオプションを指定しない場合は、

object_name で入力されているブロックの最初のレベルのオ

ブジェクトが追加されます。

<object_name> 波形データベースにシミュレーション出力を記録する HDL オ

ブジェクトを指定します。 <object_name> には、ブロックの階層

インスタンス名 (/tb/UUT など) も指定可能で、この場合はブ

ロックに含まれるすべての HDL オブジェクトが記録されます。

アスタリスク (*) などのワイルドカードは使用できません。 ブ

ロックのインスタンス内すべての HDL オブジェクトを追加す

るには、ブロックのインスタンス名を使用できます。たとえば

wave add /UUT は、アスタリスクがサポートされていると仮定し

た場合、wave add /UUT/* と同じです。

例

wave add コマンドは次のように使用します。
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オブジェクト UUT に関連する信号を現在の波形コンフィギュレーションに追加するには、次

を入力します。

wave add /tb/UUT

最上位信号をすべて追加するには、次を入力します。

wave add /

デザインに含まれている RGB 値が #00FF10 の信号をすべて追加するには、次を入力します。

wave add –r / -color #00FF10

基数が 16 進数で赤色の信号を追加するには、次を入力します。

wave add /tb/clk /tb/UUT/data –radix hex –color red

divider add コマンド

divider add コマンドでは、仕切りを追加します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

divider add [-into <ID>][-color <color>]

オプション

-into <ID> 仕切りを追加するグループのオブジェクト ID を指

定します。

-color <color> 仕切りの色を設定します。 <color> の値は、RGB

フォーマットで定義します。 たとえば、青色なら

#0000FF、赤色なら #FF0000、緑色なら #00FF00 を

指定します。 一部のよく使用される色では、色名を

テキストでも入力できます。 次の色をテキスト入力で

きます : black (黒)、red (赤)、darkred (濃紅)、green

(緑)、darkgreen (深緑)、blue (青)、darkblue (群青)、

cyan (シアン)、darkcyan (ダーク シアン)、magenta (マ

ゼンタ)、darkmagenta (ダーク マゼンタ)、darkyellow

(濃黄)、gray (グレー)、darkgray (ダーク グレー)、

lightgray (ライト グレー)。 これらの色の RGB 値は、

RGB 表で定義されています。

例

Inputs という名前の仕切りを作業中の波形コンフィギュレーションに追加するには、次のよう

に入力します。

divider add Inputs

Outputs という名前の赤色の仕切りを追加するには、次のように入力します。

divider add Outputs –color red

グループに仕切りを追加するには、次を入力します。

set test_group_id [group add test_group]

wave add "dcm_clk_s" /tb/data2 -into $test_group_id
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divider add data –color blue –into $test_group_id

wave add "addr1" /tb/UUT/addr2 -into $test_group_id

divider add address –color red –into $test_group_id

group add コマンド

group add コマンドでは、グループを追加します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

group add [-into <ID>]

オプション

-into <ID> 新しいグループを追加する既存グループのオブジェ

クト ID を指定します。

例

Inputs という名前のグループを作業中の波形コンフィギュレーションに追加するには、次を入

力します。

group add Inputs

シミュレーション オブジェクトを追加するグループ dcm_clk_s をグループに追加するには、次

を入力します。

set test_group_id [group add test_group]

wave add "dcm_clk_s" -into $test_group_id

グループ内にグループを作成するには、次を入力します。

set group_id [group add test_group]

set group_id_1 [group add group_1 –into $group_id]

set group_id_2 [group add group_2 –into $group_id]

wave add clk read_ok -into $group_id_1

wave add data_w -into $group_id_2

virtualbus add コマンド

virtualbus add コマンドでは、現在作業中の波形コンフィギュレーションに仮想バスを追

加します。 バスは空の状態で作成されます。 その後に、このバスに任意の HDL オブジェクト

を追加できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

virtualbus add <name> [-into <ID>][-reverse][-radix
<radix>][-color <color>]
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オプション

<name> 仮想バスの名前を指定します。

-into <ID> 新しく作成された仮想バスを追加する既存の仮想バ

スのオブジェクト ID を指定します。

-reverse バスの順序を逆にします。

-radix <radix> 信号の値を表示するときの基数を指定します。

<radix> の値には、bin (2 進数)、oct (8 進数)、hex

(16 進数)、signed (符号付き)、dec (10 進数)、また

は ascii を使用できます。

-color <color> 仮想バスの色を設定します。 <color> の値は、

RGB フォーマットで定義します。 たとえば青色なら

#0000FF、赤色なら #FF0000、緑色なら #00FF00 を

指定します。 一部のよく使用される色では、色名を

テキストでも入力できます。 次の色をテキスト入力で

きます : black (黒)、red (赤)、darkred (濃紅)、green

(緑)、darkgreen (深緑)、blue (青)、darkblue (群青)、

cyan (シアン)、darkcyan (ダーク シアン)、magenta (マ

ゼンタ)、darkmagenta (ダーク マゼンタ)、darkyellow

(濃黄)、gray (グレー)、darkgray (ダーク グレー)、

lightgray (ライト グレー)。 これらの色の RGB 値は、

RGB 表で定義されています。

例

基数が 16 進数で名前が mybus という仮想バスを作業中の波形に追加するには、次を入力

します。

virtualbus add mybus –radix hex

仮想バスを作成して 2 個のシミュレーション オブジェクト sigA および sigB を追加するには、

次のように入力します。

set vbusId [virtualbus add mybus –radix hex]

wave add sigA –into $vbusId

wave add sigB –into $vbusId

marker add コマンド

marker add コマンドでは、マーカーを追加します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

構文

marker add <time>
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オプション

<time> 新しいマーカーを追加する時間の位置を指定しま

す。 時間の単位が指定されていない場合、「isim get

userunit」コマンドで返されるデフォルトのユーザー時

間単位が使用されます。

例

作業中のコンフィギュレーションの 10ns にマーカーを追加するには、次を入力します。

marker add 10 ns
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第 11 章

ISim ハードウェア協調シミュレーション
チュートリアル

概要

13.1 リリースでは、ハードウェア協調シミュレーションがソフトウェア ベースの HDL シミュレー

ションの補足フローとして ISim に統合されています。この機能を使用すると、デザインまたは

デザインの一部分のシミュレーションをハードウェアで実行できます。これにより、複雑なデザ

インのシミュレーションを迅速化してデザインがハードウェアで正しく動作することを検証でき

ます。ここでは、ISim でハードウェア協調シミュレーションを使用する際のシステム要件および

使用方法を示します。ご意見等は hwc_feedback@xilinx.com までお寄せください (英語のみ)。

要件

ISim でハードウェア協調シミュレーションを実行するには、次の要件を満たす必要があります。

• Xilinx® ISE Design Suite 13.1 (いずれのエディションでも可)

• Windows 32-ビットおよび 64-ビット、Linux 32-ビットおよび 64-ビット

• JTAG ヘッダーが付いている FPGA ボード。サポートされる FPGA デバイスは、次

のとおりです。

– Virtex®-4、Virtex-5、Virtex-6

– Spartan®-3、Spartan-3E、Spartan-3A、Spartan-3AN、Spartan-3A DSP、および

Spartan-6

• ザイリンクス パラレル ケーブル IV またはプラットフォーム ケーブル USB

使用モデル

ISim のハードウェア協調シミュレーションでは、現段階でロジック ベースのデザイン向けモデ

ルとハイブリッド デザイン向けのモデルの 2 つのモデルがサポートされています。
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完全にロジックに基づいたデザイン

完全にロジックに基づいているデザインは、ISim シミュレーターを使用して協調シミュレーショ

ンがロックステップ方式 (並列処理) で実行されます。協調シミュレーションを実行するモジュー

ルには、通常次の特徴があります。

• LUT、フリップフロップ、ブロック RAM、および DSP プリミティブのみで構成されている。

• すべてのポートが ISim で制御されており、ソフトウェア テスト ベンチからアクセスできる。

• 継続クロックまたは特定の周波数のクロックで実行する必要がない。

ロックステップ方式に基づいたハードウェア協調シミュレーションには、次の利点があります。

• 計算量の多いデザインでシミュレーションを高速化

• ハードウェア内での論理検証

• ソフトウェア シミュレーションをビットおよびサイクル単位で正確に実行

ハイブリッド デザイン

完全にロジックに基づいている使用モデルはセットアップが単純ですが、ハード IP、外部

I/O、および特定のクロック周波数を必要とするようなデザインには不向きです。ISim のハー

ドウェア協調シミュレーションでは、次のような特徴のデザインをサポートするハイブリッドの協

調シミュレーション フローが提供されています。

• ハード IP ブロック、DCM/PLL、および MGT で構成されている。

• ソフトウェア シミュレーションとロックステップしてエミュレートされたクロック ソースを使用

するクロックもあれば、外部クロック ソースを使用するフリー ランニングのクロックもある。

• 一部のポートが ISim で制御されずソフトウェアのテストベンチからもアクセスできない

外部 I/O にマップされている。

ハイブリッド協調シミュレーション フローには、次の利点があります。

• シミュレーションの高速化

• ハードウェア内での論理検証

• 通常の協調シミュレーション セットアップでの通信より優れており、ハードウェアとソフト

ウェア間でカスタマイズした通信や複雑な通信が可能

制限

ISim でのハードウェア協調シミュレーションには、現段階で次の制限があります。

• ハードウェア協調シミュレーションでは、デザインのインスタンスを 1 つのみ選択でき、そ

のインスタンスに最上位のテストベンチを選択することはできません。

• ハードウェア協調シミュレーションに選択したインスタンスは、XST を使用して合成し、選

択したボードのターゲット FPGA デバイスにインプリメントする必要があります。
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ロックステップ方式のハードウェア協調シミュレーションでは、クロック供給および I/O にも制

限があります。

• ハードウェアで協調シミュレーションされるインスタンスには、ISim で制御されるソフトウェ

ア シミュレーションと同期してエミュレートされたクロック ソースによりクロックが供給されま

す。このため、協調シミュレーションはハードウェアで実行されるデザインの実際のシナリ

オをモデル化されず、タイミング シミュレーションとしては機能しません。

• 協調シミュレーションのインスタンスは、外部 I/O または MGT にアクセスしたり、継続

クロックや特定の周波数のクロックを必要とする DCM や PLL などのプリミティブを

インスタンシエートできません。

• 協調シミュレーションのインスタンスのポートはすべてスライス レジスタまたは LUT に

配線できるようにする必要があります。FPGA の一部のリソースでは、IOB やプリミティ

ブの特定ポートなどへの専用配線が必要なため、協調シミュレーションのインスタンス

のポートには接続できません。

コンパイルの使用法

コンパイル

ソフトウェア ベースの HDL シミュレーションと同様、ハードウェア協調シミュレーションを実行

する前にシミュレーション実行ファイルにデザインをコンパイルする必要があります。コンパイ

ルを実行するには、コマンド ラインまたは Project Navigator から ISim のコンパイラ fusefusefuse を実

行します。コンパイルの最後には、ハードウェア協調シミュレーションのビットストリームおよび

協調シミュレーション プロジェクト ファイルも生成されます。

fuse コマンド ライン フロー

fuse コマンドでは、ハードウェア協調シミュレーション用にデザインをコンパイルする場合、複

数のコンパイル オプションがあります。

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 141



第 11 章 : ISim ハードウェア協調シミュレーション チュートリアル

使用方法

fuse -prj <project file> <top level modules>

-hwcosim_instance <instance> -hwcosim_clock <clock> -hwcosim_board <board>

-hwcosim_incremental <0|1>

-hwcosim_constraints <constraints file>

• hwcosim_instancehwcosim_instancehwcosim_instance : ハードウェアで協調シミュレーションするためにインスタンスの完全

階層パスを指定します。

• -hwcosim_clock-hwcosim_clock-hwcosim_clock : インスタンスのクロック入力のポート名を指定します。

複数のクロックを使用するデザインでは、このオプションで最高速のクロックを指定し、

ISim でシミュレーションが最適化されるようにします。その他のクロック ポートは、通

常のデータ ポートとして処理されます。

• -hwcosim_board-hwcosim_board-hwcosim_board : 協調シミュレーションに使用するハードウェア ボードを指定します。

デフォルトでは、次のボードがサポートされています。

– ml401-jtagml401-jtagml401-jtag : ザイリンクス ML401 評価プラットフォーム

– ml402-jtagml402-jtagml402-jtag : ザイリンクス ML402 評価プラットフォーム

– ml403-jtagml403-jtagml403-jtag : ザイリンクス ML403 評価プラットフォーム

– ml405-jtagml405-jtagml405-jtag : ザイリンクス ML405 評価プラットフォーム

– ml410-jtagml410-jtagml410-jtag : ザイリンクス ML410 評価プラットフォーム

– ml501-jtagml501-jtagml501-jtag : ザイリンクス ML501 評価プラットフォーム

– ml505-jtagml505-jtagml505-jtag : ザイリンクス ML505 評価プラットフォーム

– ml506-jtagml506-jtagml506-jtag : ザイリンクス ML506 評価プラットフォーム

– ml507-jtagml507-jtagml507-jtag : ザイリンクス ML507 評価プラットフォーム

– xupv5-jtagxupv5-jtagxupv5-jtag : ザイリンクス ユニバーシティ プログラム XUPV5-LX110T 開発システム

– ml510-jtagml510-jtagml510-jtag : ザイリンクス ML510 評価プラットフォーム

– ml605-jtagml605-jtagml605-jtag : ザイリンクス ML605 評価プラットフォーム

– s3e-sk-jtags3e-sk-jtags3e-sk-jtag : ザイリンクス Spartan®-3E スターター キット

– s3e-mb-jtags3e-mb-jtags3e-mb-jtag : ザイリンクス Spartan-3E MicroBlaze 開発キット

– s3a-sk-jtags3a-sk-jtags3a-sk-jtag :ザイリンクス Spartan-3A スターター キット

– s3an-sk-jtags3an-sk-jtags3an-sk-jtag :ザイリンクス Spartan-3AN スターター キット

– s3adsp1800a-jtags3adsp1800a-jtags3adsp1800a-jtag : ザイリンクス Spartan-3A DSP 1800A スターター プラットフォーム

– s3adsp3400a-jtags3adsp3400a-jtags3adsp3400a-jtag : ザイリンクス Spartan-3A DSP 3400A 開発プラットフォーム

– sp601-jtagsp601-jtagsp601-jtag : ザイリンクス SP601 評価プラットフォーム

– sp605-jtagsp605-jtagsp605-jtag : ザイリンクス SP605 評価プラットフォーム

• -hwcosim_incremental-hwcosim_incremental-hwcosim_incremental (オプション) : fse で前回生成されたハードウェア協調シミュレー

ション ビットストリームを再利用し、インプリメンテーション フローをスキップするよう

指定します。

• -hwcosim_constraints-hwcosim_constraints-hwcosim_constraints (オプション) : ハードウェア協調シミュレーション用にインスタンスを

インプリメントするための追加制約を含むカスタム制約ファイルを指定します。この制約

ファイルは、ハードウェア協調シミュレーション フローで外部 I/O またはクロックにマップ

するインスタンスのポートを指定するときにも使用します。
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Project Navigator の統合

1. プロジェクトで ISim がシミュレーターに選択されていることを確認してください。[Simulation]

ビューに切り替えます。

2. [Hierarchy] ペインでハードウェアで協調シミュレーションするインスタンスを選択して右ク

リックします。

3. [Source Properties] をクリックして [Source Properties] ダイアログ ボックスを開きます。

4. [Source Properties] ダイアログボックス左側の [Category] リストで [Hardware Co-Simulation]

をクリックします。

5. ハードウェア協調シミュレーションに対して次のプロパティを設定します。

• [Enable Hardware Co-Simulation] をオンにします。ハードウェア協調シミュレーション

ではインスタンス 1 つのみをイネーブルにできるので、このプロパティをオンにする

と、以前にハードウェア協調シミュレーションでイネーブルにされていた別のインス

タンスがディスエーブルにされます。

• [Clock Port] フィールドにインスタンスのクロック ポート名を入力します。複数のク

ロックを使用するインスタンスの場合は、最高速のクロック ポートの名前を指定し

てください。

• [Target Board for Hardware Co-Simulation] リストからボードを選択します。このリスト

には、プロジェクトで選択されているデバイス ファミリと同じ FPGA が搭載された

ボードのみが表示されます。

• 以前のハードウェア協調シミュレーションのビットストリームがあり、協調シミュレーショ

ンのインスタンスを変更しない場合は、[Reuse Last Bitstream File] をオンにして、

ハードウェア協調シミュレーションのインプリメンテーション フローをスキップします。

• [OK] をクリックして、[Preferences] ダイアログ ボックスを閉じます。

6. ハードウェア協調シミュレーションがイネーブルにされているインスタンスの横に特別なア

イコン が表示されます。[Hierarchy] ペインでテストベンチ モジュールを選択してシ

ミュレーションを実行します。ハードウェア協調シミュレーションは、選択したインスタンス

より上の階層レベルで開始する必要があります。

7. [Process] ペインで [Simulate Behavior Model] をダブルクリックしてコンパイルおよびシミュ

レーション プロセスを開始します。

8. [Simulate Behavior Model] のプロセス プロパティを開くと、コンパイルおよびシミュレーショ

ン プロセスを開始する前に ISim のオプションを設定できます。次の図に、上記 1 ～ 8 の

手順を示します。
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ハイブリッド協調シミュレーション フロー

外部ピンおよびフリー ランニング クロックを使用するには、カスタム制約ファイル (UCF) を供

給する必要があります。このフローでは、-hwcosim_constraints-hwcosim_constraints-hwcosim_constraints オプションで指定した制約ファ

イルが読み出され、FPGA の IOB にマップするピンが決定されます。

1. ISim シミュレーションとロックステップ方式で実行するデザイン箇所およびフリー ランニン

グになる箇所を決定します。次の図に、この概念を示します。

2. 元のデザイン制約ファイルをコピーして、カスタム制約ファイルのベースとして使用します。

3. ISim で制御するピンの LOC 制約をコメントアウトするようにカスタム制約ファイルを編集

します。LOC 制約が設定されているほかのピンは、外部と想定されます。

4. FIFO デザインがあり書き込み側をシングル ステップ、読み出し側をフリー ランニングに

するような場合が単純な例として挙げられます。

module FIFO (WCLK, WDATA, WE, RCLK, RDATA, RE);

isim_hwcosim.ucf は次のように記述されます。

# The following pin LOCs commented out as they are driven by ISim

# NET "WCLK" PERIOD = 5 ns HIGH 50%;

# NET "WCLK" LOC = "A1"; # <--- this becomes single-step clock

# NET "WDATA" LOC = "A2"; # <--- these are accessible from ISim testbench

# NET "WE" LOC = "A3";

NET "RCLK" PERIOD = 10 ns HIGH 50%;

NET "RCLK" LOC = "B1"; # <-- this becomes free-running clock
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NET "RDATA" LOC = "B2"; # <-- these go to external IOBs

NET "RE" LOC = "B3";

ハードウェア ボード使用方法

ハードウェア ボードの設定

次に、ハードウェア協調シミュレーションを実行するためのハードウェアのインストールおよび

セットアップ方法を示します。

1. ハードウェア ボードの電源がオフになっていることを確認します。

2. ザイリンクス パラレル ケーブル IV を使用している場合は、手順 2a ～ 2d に従います。

a. ザイリンクス パラレル ケーブル IV の DB25 プラグ コネクターを IEEE 1284 準拠 PC

パラレル (プリンター) ポート コネクターに接続します。

b. 幅の狭い (14 ピン) 6 インチ高速リボン ケーブルを使用して、ザイリンクス パラレル

ケーブル IV をボード上 FPGA の JTAG ヘッダーに接続します。

c. 電源ジャック ケーブルを PC の キーボード/マウスのコネクターに接続します。

d. 必要に応じてケーブル/マウス ケーブルのオス端子をザイリンクス電源ジャック ケー

ブル (スプリッター ケーブル) のメス コネクターに接続します。

3. ザイリンクス パラレル ケーブル IV を使用している場合は、手順 3a ～ 3b に従います。

a. ザイリンクス プラットフォーム ケーブル USB を PC の USB ポートに接続します。

b. 幅の狭い (14 ピン) 6 インチ高速リボン ケーブルを使用して、ザイリンクス プラット

フォーム ケーブル USB をボード上 FPGA の JTAG ヘッダーに接続します。

4. ボードの電源を入れて、ケーブルの LED が緑色に点灯することを確認します。ザイリン

クス ケーブル ドライバーをインストールします。

シミュレーション

ソフトウェア シミュレーションの実行ファイルと異なり、ハードウェア協調シミュレーションの実

行ファイルではハードウェア ボードと通信して、選択したデザイン箇所のシミュレーションを

ハードウェアにオフロードします。この実行ファイルは、ソフトウェア シミュレーション フローと

同様に起動できます。

• 実行ファイルを起動すると、Tcl シェル インターフェイスが開きシミュレーションを制

御できます。

• -gui-gui-gui オプションと共に起動すると、ISim GUI フロント エンドが開いて波形が表示されます。

シミュレーションの開始前、およびシミュレーションがリスタートされるたびに、実行ファイルでは

FPGA がハードウェア協調シミュレーション ビットストリームでコンフィギュレーションされます。

このコンフィギュレーション プロセスは JTAG ケーブルの速度によっては数秒から数十秒かか

る場合があります。ISim では、コンフィギュレーション完了を示すメッセージが表示されます。
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ハードウェア協調シミュレーションの ISim Tcl コマンド

ISim では、ハードウェア協調シミュレーションでデザイン階層に含まれるインスタンスのプロパ

ティにアクセスできるよう、次の Tcl コマンドを提供しています。これらのコマンドはスコープに

影響を受けるので、最初に socope コマンドを使用してデザイン階層でハードウェア協調シミュ

レーション向けにイネーブルにされているインスタンスを選択する必要があります。

• hwcosimhwcosimhwcosim getgetget <property>

現在のスコープでハードウェア協調シミュレーション インスタンスのプロパティを取得

します。たとえば、次の Tcl コマンドでは /mytestbench/top/hwcosim_inst に

あるハードウェア協調シミュレーション インスタンスの cableParameterscableParameterscableParameters プロパティを

取得します。

isim> scope /mytestbench/top/hwcosim_inst

isim> hwcosim get cableParameters

• hwcosimhwcosimhwcosim setsetset <property> <value>

現在のスコープでハードウェア協調シミュレーション インスタンスのプロパティを設定しま

す。このコマンドは、初期化が終了した後 (init/restartinit/restartinit/restart コマンドの実行後) とシミュレー

ション実行の前 (runrunrun コマンドの実行前) で適用されます。また、このコマンドはシミュ

レーション実行中には適用されないので、initinitinit または restartrestartrestart コマンドを呼び出した後に

hwcosimhwcosimhwcosim set コマンドを呼び出す必要があります。たとえば、次の Tcl コマンドでは 2 回

のシミュレーション実行で /mytestbench/top/hwcosim_inst にあるハードウェア

協調シミュレーション インスタンスの skipConfigskipConfigskipConfig プロパティが設定されます。

isim> init
isim> scope /mytestbench/top/hwcosim_inst
isim> hwcosim set skipConfig 1
isim> run 1000 ns
isim> restart
isim> scope /mytestbench/top/hwcosim_inst
isim> hwcosim set skipConfig 1
isim> run 1000 ns
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次のハードウェア協調シミュレーションのプロパティは、シミュレーションの実行前に変更でき

ます。

• skipConfigskipConfigskipConfig : デフォルトは 0 です。FPGA コンフィギュレーションをスキップする場合は 1

に設定します。コンフィギュレーションをスキップするには、FPGA が有効なハードウェア

協調シミュレーション ビットストリームでコンフィギュレーションされている必要があります。

されていない場合は、予期せぬ動作が発生する可能性があります。

• cableParameterscableParameterscableParameters : デフォルトは、空の文字列になっています。このプロパティは、

iMPACT または ChipScope™ でサポートされているサードパーティの JTAG ケーブルを

指定するときに使用します。ケーブルのプラグイン パラメーターの指定方法の詳細は、

iMPACT および ChipScope のユーザー ガイドを参照してください。

• shareCableshareCableshareCable : デフォルトは 0 です。このプロパティは、JTAG ベースの協調シミュレー

ション インターフェイスでのみ使用できます。JTAG ケーブルを EDK XMD または

ChipScope Analyzer と共有して同時アクセスする場合は 1 に設定します。このモードは

ハードウェア協調シミュレーションシミュレーションのパフォーマンスを大幅に下げるの

で、必要なときのみ使用してください。

• ethernetInterfaceIDethernetInterfaceIDethernetInterfaceID : デフォルトは、空の文字列になっています。このプロパティは、イー

サネット ベースの協調シミュレーション インターフェイスでのみ使用できます。複数の

イーサネット カードがホスト マシンにある場合は、FPGA ボードに接続されているイーサ

ネット カードを選択する必要があります。選択するには、このプロパティの値をイーサネッ

トの MAC のアドレス (xx:xx:xx:xx:xx:xx) に設定します。

サポートされるボード

ISim でハードウェア協調シミュレーション用に FPGA ボードをサポートするのは、JTAG ヘッ

ダーがある場合は簡単です。次のボード情報を記録するボード サポート ファイルが必要な

だけです。

• FPGA パーツ情報

• システム クロックの周期およびピン ロケーション

• JTAG バウンダリ スキャン チェーン情報

ボード情報がボード サポート ファイルに含められると、ISim でハードウェア協調シミュレーショ

ンに使用できます。現段階では、このボード サポート ファイルを生成する GUI フロントエンド

はありません。
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ボード サポート ファイル

デ フ ォ ル ト で は 、 次 の ザ イ リ ン ク ス ボ ー ド が サ ポ ー ト さ れ て い ま す 。 デ フ ォ

ル ト の ボ ー ド サ ポ ー ト フ ァ イ ル は 、 ISE® 13.1 の イ ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ

$XILINX/sysgen/hwcosim/data/hwcosim.bsp に含まれています。別のボードをサ

ポートするには、デフォルトのボード サポート ファイルを変更するか、または別のボード サ

ポート ファイルを供給します。別のボード サポート ファイルを供給する場合は、ファイル名は

hwcosim.bsp にして、fuse を起動するディレクトリに含める必要があります。ボード サポート

ファイルでは、次の形式でボード仕様がリストされます。たとえば、次の例では ml402-jtagml402-jtagml402-jtag

がボード識別子として fuse に供給されて、そのボード向けにデザインがコンパイルされま

す。ボード識別子には、次のプロパティが含まれています。

• DescriptionDescriptionDescription : ボードの説明

• VendorVendorVendor : ボードのベンダー

• TypeTypeType : 使用する協調シミュレーション インターフェイスの種類現段階では、jtagjtagjtag のみが

サポートされています。

ボード サポート ファイルの例

{

’ml402-jtag’ => {

’Description’ => ’ML402 (JTAG)’,

’Vendor’ => ’Xilinx’,

’Type’ => ’jtag’,

’Part’ => ’xc4vsx35-10ff668’,

’Clock’ => {

’Period’ => 10,

’Pin’ => ’AE14’,

},

’BoundaryScanPosition’ => 3,

},

’s3adsp-3400a-jtag’ => {

’Description’ => ’Spartan-3A DSP 3400A Development Platform (JTAG)’,

’Vendor’ => ’Xilinx’,

’Type’ => ’jtag’,

’Part’ => ’xc3sd3400a-4fg676’,

’Clock’ => {

’Period’ => 8,

’Pin’ => {

’Positive’ => ’AA13’,

’Negative’ => ’Y13’,

},

},

’BoundaryScanPosition’ => 4,

},

}
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よくある質問 (FAQ)

次の質問にて FPGA で協調シミュレーションされるデザイン箇所について説明する際、DUT

(Deisgn Under Test) を使用して回答しています。

一般

1. 質問 : ISim ベースのハードウェア協調シミュレーションではどのデザインもサポートされ

ますか。

回答 : 「制限事項」に記載されているように、一部制限があります。

2. 質問 : ISim ベースのハードウェア協調シミュレーションは、論理シミュレーションですか。

それともタイミング シミュレーションですか。

回答 : ハードウェアで支援される論理シミュレーションで、完全なソフトウェア シミュレー

ションに対してビットおよびサイクル精度です。

3. 質問 : 独自のボードはどのように使用できますか。

回答 : 「サポートされるボード」に記載されているようにボード サポート ファイルにボード

を追加できます。

コンパイル

1. 質問 : デザインに含まれる複数のインスタンスをハードウェアで協調シミュレーションで

きますか。

回答 : 現段階ではできません。ハードウェア協調シミュレーションでは、インスタンスを

1 つのみ選択できます。複数のインスタンスの親インスタンスを協調シミュレーションする

か、または複数のインスタンスを 1 つのインスタンスにグループ化してください。

2. 質問 : DUT で既に ChipScope™ ICON または EDK MDM などの BSCAN プリミティブを

インスタンシエートしている場合はどうなりますか。

回答 : ハードウェア協調シミュレーション インターフェイスでは、ロケーション 1 の BSCAN

プリミティブが使用されるので、DUT で別の BSCAN プリミティブがロケーション 1 にインス

タンシエートされる場合に MAP でエラーが発生する可能性があります。ChipScope ICON

または EDK MDM で BSCAN プリミティブに別のロケーションを使用するように変更する

必要がある場合があります。Spartan®-3 などの一部のデバイス ファミリには BSCAN プ

リミティブが 1 つしかないので、ハードウェア協調シミュレーション インターフェイスは、

ChipScope ICON や EDK MDM モジュールと共存できません。ChipScope Analyzer また

は EDK XMD と JTAG ケーブルを共有するには、Tcl コマンド hwcosimhwcosimhwcosim setsetset shareCableshareCableshareCable 111

を実行する必要があります。
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シミュレーション

1. 質問 : 複数の協調シミュレーションを実行するとき、FPGA コンフィギュレーションをスキッ

プして最後にダウンロードしたビットストリームを使用できますか。

回答 : 現段階では、この操作を実行するためのコマンド ラインまたは GUI がありません

が、Tcl コマンド hwcosimhwcosimhwcosim setsetset skipConfigskipConfigskipConfig 111 を実行できます。ビットストリーム コンフィギュ

レーションをスキップすると、複数のシミュレーション実行中、FPGA で実行しているデザ

インで前のステートが保持されることに注意してください。新しいシミュレーション実行を

開始する際は、テストベンチでデザインを正しくリセットする必要があります。

2. 質問 : ハードウェアで協調シミュレーションされる DUT に含まれる信号をプローブでき

ますか。

回答 : 現段階ではできません。ISim ではハードウェア協調シミュレーション インターフェ

イスを介して DUT のポート インターフェイスのみにアクセスできます。内部信号をデバッ

グするには、DUT のポートに信号を配線する必要があります。
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クロック供給および I/O

1. 質問 : DUT にはどのクロックが供給されますか。協調シミュレーション中は DUT のクロッ

ク供給はどのように処理されますか。

回答 : ボード サポート ファイルで指定されたハードウェア ボードのクロック ピンがマス

ター クロック ソースですが、DUT の駆動には直接使用されません。このクロック ソースは

DCM/PLL を介して特定のクロック周波数 (通常は 25 ～ 100MHz) に調整されます。この

クロックはゲーティッド クロック バッファー (BUFGCTRL) を介して DUT のクロック ポート

に到達します。ゲーティッド クロック バッファーでは、ソフトウェア シミュレーションおよび

DUT 実行に同期するようにシミュレーション サイクルごとに DUT にクロック パルスが生

成されます。

2. 質問 : DUT のクロックをフリー ランニングにできますか。

回答 : ハイブリッド協調シミュレーションでは、1 つまたは複数の クロック ポートを外部

I/O にマップすることで、DUT の一部をフリー ランニングにできます。ただし、少なくとも

DUT の 1 つのクロックはロックステップ方式でソフトウェア シミュレーションと同期して供

給する必要があります。このようにすることで、DUT をロックステップで実行される部分と

フリー ランニングで実行される部分に効果的に分割できます。ISim ハードウェア協調シ

ミュレーションでは、2 つの部分にまたがるクロック ドメインは挿入されないことにも注意し

てください。同期バッファーまたは別の同期ロジックでは、これら 2 つの部分にまたがるク

ロック ドメインが正しく処理されます。

3. 質問 : DUT を特定のクロック周波数で実行できますか。

回答 : ハイブリッド協調シミュレーションでは、DUT のフリー ランニング部分に外部クロッ

クを供給できます。ただし、ロックステップ方式部分のクロックはソフトウェア シミュレーショ

ンと同期するよう ISim で制御されるので、特定のクロック周波数に固定することはできま

せん。ロックステップ方式部分の効果的なクロック レートは、入力クロック周波数に関わら

ず低速になります。高速クロックで DUT を駆動しても、主なボトルネックがソフトウェアと

ハードウェア間の通信なので、シミュレーションのパフォーマンスは向上しません。MAP

や配置配線などのコンパイル プロセスが高速で実行されるように DUT が低速クロック周

波数を使用して制約されています。

4. 質問 : DUT の一部のポートを DDR メモリ モジュールなどの外部 I/O に接続できますか。

回答 : 外部 I/O およびクロックは、「ハイブリッド協調シミュレーション フロー」に記載され

ているように、ハイブリッド協調シミュレーション モードでカスタム制約ファイルを使用する

ときにサポートされています。
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リファレンス

シミュレーション実行コマンド

シミュレーション実行コマンドの概要

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISE® ソフトウェアまたは ISim インターフェイスを使用する代わりにコマンド ラインから ISim を

実行できます。

コマンド ラインからのシミュレーションの実行

Verilog デザインをコマンド ラインからシミュレーションする場合は、次を参照してください。

• コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行 (Verilog デザイン)

• コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行 (Verilog デザイン)

VHDL デザインをコマンド ラインからシミュレーションする場合は、次を参照してください。

• コマンド ラインからの論理シミュレーションの実行 (VHDL デザイン)

• コマンド ラインからのタイミング シミュレーションの実行 (VHDL デザイン)

実行コマンドのサマリ

コマンド ラインからシミュレーションを実行するときに使用するコマンドが多数あります。

コンパイル コマンド

• VHDLVHDLVHDL コココンンンパパパイイイラララ (vhpcomp)(vhpcomp)(vhpcomp) ::: VHDL コンパイラ vhpcomp では、VHDL ソース ファイルに

含まれているデザイン ユニットがすべて解析されます。

• VerilogVerilogVerilog コココンンンパパパイイイラララ (vlogcomp)(vlogcomp)(vlogcomp) ::: Verilog コンパイラ vlogcomp では、Verilog ソース ファイ

ルに含まれているデザイン ユニットがすべて解析されます。

エラボレーション コマンド

HDLHDLHDL リリリンンンカカカーーー (fuse)(fuse)(fuse) ::: fuse では解析ノードでデザインのスタティック エラボレーションの実行、

各モジュール インスタンスのオブジェクト コードの生成、および生成したオブジェクト コード

の ISim シミュレーション エンジン ライブラリへのリンク付けを実行して、シミュレーション実行

ファイルを作成します。この生成したシミュレーション実行ファイルを実行すると、検討中のデ

ザインにシミュレーションを実行できます。
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シミュレーション コマンド

ISEISEISE シシシミミミュュュレレレーーーシシショョョンンン実実実行行行フフファァァイイイルルル ::: fuse コマンドにより生成されます。ISim で、デザインのシ

ミュレーションを実行するには、このファイルを実行します。ISim を ISE インターフェイスから

実行した場合は、このファイルは実行されています。コマンド ラインからデザインのシミュレー

ションを実行するには、このファイルを指定する必要があります。シミュレーション実行ファイ

ルでは、イベント ドリブン型のシミュレーションが実行でき、Tcl コマンドを使用したシミュレー

ションの実行およびプローブが多様にサポートされています。

プロジェクト ファイル

プロジェクト ファイルを使用すると、vhpcomp、vlogcomp、および fuse を実行できます。すべて

のデザイン ファイルをプロジェクト ファイルにリストし、-prj-prj-prj オプションを使用してプロジェクト

ファイルを指定します。プロジェクト ファイルには、VHDL ファイルまたは Verilog ファイルを

含めることができます。

プロジェクト ファイルの各行には、次の構文を使用します。

<language>[<library>]<filename>{[-d <macro>] [-i <include_path>]}

上記の構文は次の部分から構成されています。

<language> : vhdl または verilog

<library> : 作業ライブラリ名 (オプション)

Tcl コマンド

シミュレーション実行ファイルは、Tcl インターフェイスを使用してバッチ モードで実行でき

ます。Tcl コマンドを使用すると、シミュレーターを制御し、シミュレーションの結果を表示で

きます。

一連の Tcl コマンドをバッチ ファイルに記述し、そのファイルを -tclbatch-tclbatch-tclbatch オプションで指定

してシミュレーション実行ファイルを実行することも可能です。

ISE シミュレーション実行ファイル

ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの概要と構文

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim の <executable_name>.exe ファイルは、ユーザー定義の実行ファイルです。 このようなファ

イルをコマンド ラインで実行すると、ISim シミュレーションが起動します。 実行ファイルの名

前は、fuse コマンドの例に含まれている -o オプションで指定します。 定義しない場合は、デ

フォルトの実行ファイル名 x.exe を使用します。

構文

<executable_name>.exe (option)

<executable_name>.exe には、ユーザー定義の実行ファイルまたはデフォルトの x.exe を指

定します。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

ISim シミュレーション実行ファイル コマンドのオプション

次に、ISim シミュレーション実行ファイル コマンドのオプションを示します。
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メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

-f <cmd_file> 任意の ISim エンジン オプションを次回使用で
きるようにテキスト ファイルに記述して保存でき
ます。-f オプションを使用すると、cmd_file に保
存されたオプションを使用してシミュレーション
が実行されます。

-gui ISim グラフィカル ユーザー インターフェイスを
起動します。

-h すべてのコマンド ライン オプションとその使用
法を表示します。

-intstyle
ise | xflow | silent

メッセージの表示方法を指定します。ise に設
定するとメッセージが ISE のログ ウィンドウに
表示され、xflow に設定すると XFLOW のメッ
セージが表示されます。silent に設定すると、
メッセージは表示されません。

-log <file_name> file_name で指定した名前のログ ファイルが生
成されます。

-maxdeltaid <number> デルタの最大値を指定します。number は、任意
の整数です。

-nolog ログ ファイルを生成しません。

-sdfnowarn SDF の警告メッセージを表示しません。

-sdfnoerror SDF ファイルで検出されるエラーを警告として
扱います。

-sdfmin|-sdftyp|-sdfmax
<root=file>

ISim で使用する遅延のタイプを指定します。

• -sdfmin : <root> で SDF により <file> が最

小の遅延でアノテートされます。

• -sdftyp : <root> で SDF により <file> が通

常の遅延でアノテートされます。

• -sdfmax : <root> で SDF により <file> が最

大の遅延でアノテートされます。

-sdfroot <root_path> デザイン階層で SDF のアノテーションが適用さ
れるデフォルトの位置を設定します。

-tclbatch <file_name> バッチ モードをオンにします。デフォルトでは、
バッチ モードはオフです。バッチ モードがオフ
の場合、シミュレーションが実行されていても、
[Console] パネルに Tcl コマンドを入力できま
す。バッチ モードがオンの場合、指定したバッチ
ファイルのコマンドがすべて実行されるまで、コ
マンド プロンプトで新しく入力されたコマンドは
無視されます。file_name では、実行する Tcl コマ
ンドを含むファイル名を指定します。

ISim の Tcl コマンドの詳細は、「シミュレーション

コマンドの概要」を参照してください。

ISim ユーザー ガイド

UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日 http://japan.xilinx.com 157



付録 A : リファレンス

-testpusarg <string|stringvalue> シミュレーターがこのコマンド ラインの引数文字
列と Verilog デザイン ファイルの $test$plusarg ま
たは $value$plusarg システム関数を一致させたと
きに、このシステム関数に関連したテストまたは
デザイン動作の変更が実行されます。

string には任意の文字列を含めることができま

す。たとえば「-testplusarg HELLO」と入力で

きます。Verilog ファイルで ($test$plusargs("HE"))

が使用される場合、関数で true が戻されます。

stringvalue には Verilog フォーマット指

示子の適切な文字列を入力します。この

文字列は、$value$plusargs システム関数

呼び出しに含まれる変数に対する値を

供給します。たとえば「-testplusarg
FINISH=10000」と入力します。Verilog ファイル

で ($value$plusargs("FINISH=%d", stop_clock)) が

使用され、Verilog のフォーマット指示子 %d が

10000 と一致する場合は、stop_clock で値 10000

が取得され、関数で true が戻されます。

Verilog ファイルで指定されている動作を実行す

るには、同じ文字列または文字列と値をこのコ

マンド ラインオプションおよびシステム関数の両

方で設定する必要があります。

-vcdfile <vcd_file> Verilog プロジェクトの VCD 出力ファイルを指定
します。デフォルト名は dump.vcd です。

-vcdunit <unit> VCD 出力ファイルの時間の単位を指定します。
使用可能な値は、fs、ps、ns、us、ms、sec の
いずれかです。デフォルトでは ps です。

-view <waveform_file.wcfg> -gui オプションと組み合わせて使用して、ISim
グラフィカル ユーザー インターフェイスで特定の
波形ファイルを開きます。

-wdb <waveform_database_file.wdb> シミュレーション データが特定のファイルに保存
されます。たとえば、x.exe –wdb my.wdb を
実行すると、シミュレーション データがデフォル
トの isimgui.wdb の代わりに my.wdb に保
存されます。

ISim シミュレーション実行ファイル コマンドの例

ISim のシミュレーション実行ファイル コマンドは、次のように使用します。

watchvhd というシミュレーション実行ファイルをバッチ モードで実行するには、次のように

入力します。

watchvhd.exe -tclbatch batchfile

watchvhd という名前のシミュレーション実行ファイルを、adder.sdf ファイルの遅延情報

を使用してバックアノテーションして実行するには、次のように入力します。

watchvhd.exe -sdftyp adder.sdf

シミュレーション実行ファイルを対話式に実行するには、次のように入力します。
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watchvhd.exe

ISim GUI でシミュレーションを実行するには、次のように入力します。

watchvhd.exe –gui

次の Verilog コードを使用して、シミュレーションを 1000 クロック サイクル間実行してから終了

する場合 :

real frequency;
reg [8*32:1] testname;
integer stop_clock;
if ($value$plusargs("FINISH=%d", stop_clock))
begin
repeat (stop_clock) @(posedge clk);
$finish;
end

次を入力します。

x.exe -testplusarg FINISH=10000

ISim ハードウェア協調シミュレーションの概要

メモ : ハードウェア協調シミュレーションは限定カスタマー向け (LCA) の機能であり、特別な
ライセンスが必要です。この機能をイネーブルにする方法については、フィールド アプリケー
ション エンジニア (FAE) までお問い合わせください。

ハードウェア協調シミュレーションは ISim にソフトウェア ベースの HDL シミュレーションの補

足フローとして統合されています。この機能を使用すると、デザインまたはデザインのサブ モ

ジュールのシミュレーションをハードウェア (汎用ボードに搭載されているザイリンクス FPGA)

で実行できます。これにより、複雑なデザインのシミュレーションを迅速化してデザインがハー

ドウェアで正しく動作することを検証できます。

• モモモデデデルルルののの使使使用用用 ::: ISim のハードウェア協調シミュレーションでは、現段階でロジック

ベースのデザイン向けモデルと外部入力および出力を含むデザイン向けのモデルの

2 つのモデルがサポートされています。

• 使使使用用用方方方法法法 ::: ソフトウェア ベースの HDL シミュレーションと同様、ハードウェア協調シミュ

レーションを実行する前にシミュレーション実行ファイルにデザインをコンパイルする必要

があります。コンパイルを実行するには、コマンド ラインまたは Project Navigator から

ISim のコンパイラ fuse を実行します。インプリメンテーション ツールは自動的に実行さ

れ、ハードウェア協調シミュレーション ビットストリームがコンパイルの最後で生成されま

す。このビットストリームは、ハードウェアで実行する部分と ISim で実行する部分を協

調シミュレーションするのに使用します。

fuse

fuse コマンドの概要と構文

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。
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fuse コマンドは、ISim で使用される Hardware Description Language (HDL) コンパイラ、エラボ

レーター、およびリンカーです。vhpcomp (VHDL コンパイラ) または vlogcomp (Verilog コンパ

イラ) でコンパイルされたデザイン ユニットをリンクし、シミュレーション実行ファイルを生成し

ます。また、このコマンドでは混合言語のプロジェクト ファイルを使用してデザイン ユニットを

コンパイルすることも可能です。このコマンドの引数では、最上位デザイン ユニット名を指定

する必要があります。最上位デザイン ユニットでスタティック エラボレーションを実行し、これ

らのユニットをコードにコンパイルします。次にデザイン ユニットのオブジェクト コードが共に

リンクされて、シミュレーション実行ファイルが作成されます。

• 最上位のデザイン ユニット名を {[<library_name>.]<top_name>} として入力します。たとえ

ばテスト ベンチ ファイルのデザイン ユニット名を入力します。デザインで Verilog UNISIM

または Verilog SIMPRIM ライブラリが使用される場合は、1 つを必ず glbl にする必要

があります。ライブラリ名を含めるのはオプションです。ライブラリ名が指定されない場

合は、デフォルトのライブラリ名 work が使用されます。

• -prj オプションを使用すると、必要に応じて vhpcomp または vlogcomp が自動的に呼

び出され、HDL コードがコンパイルされます。

• -o <sim_exe> オプションを使用すると、デフォルトの x.exe からシミュレーション実行

ファイル名とそのディレクトリを変更できます。

メモ : .prj ファイルに含まれる特定の行を fuse で除外するには、"--" オプションを使用します。

fuse コマンドは、デザインを構成する各デザイン ユニットのオブジェクト コードおよびデータ

ファイルを生成し、これらのファイルを isim/<simulation_executable>.sim ディレク

トリに保存します。

メモ : isim/<simulation_executable>.sim ディレクトリを削除しないでください。削
除するとデザインをシミュレーションできません。

構文

fuse (option )

option には、「fuse コマンドのオプション」に示すどのオプションも入力できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

fuse コマンドのオプション

次に、fuse コマンドのオプションを示します。

-d <macro_definition> [ = <value>

]

このオプションは、Verilog でのみ使用可能で
す。Verilog ファイルで使用されるマクロおよび
必要な値を指定します。-d は、複数指定できま
す。等号 (=) と値の間にスペースを入れないよ
うにします。スペースを入れると、値の一部と認
識されます。

-f <cmd_file> fuse オプションをテキスト ファイルに記述して保
存すると、fuse を実行する際に毎回オプションを
入力する必要がないので便利です。-f オプショ
ンを使用すると、cmd_file に保存されたオプショ
ンを使用してコマンドが実行されます。

-generic_top "<parameter>=<value>" 最上位デザイン ユニットのジェネリックまたはパ
ラメーターを特定な値で上書きします。たとえば
「-generic_top “P=10”」と入力した場合、
生成前に最上位のパラメーター P に値 10 が適
用されます。
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-h すべてのコマンド ライン オプションとその使用
法を表示します。

-hwcosim_instance arg ハードウェア協調シミュレーションのオプション
で、/testbench/UUT など、FPGA で実行される
インスタンスの階層名を指定します。

-hwcosim_clock arg ハードウェア協調シミュレーションのオプション
で、インスタンスのクロック ポートを指定します。

-hwcosim_board arg ハードウェア協調シミュレーションのオプション
で、ボード名を指定します。

-hwcosim_reuse_last_bitstream arg ハードウェア協調シミュレーションのオプション
で、インプリメンテーション プロセスをスキップ
して、以前に作成した BIT ファイルを再利用し
ます。使用できる値は 0 および 1 です (デフォ
ルトは 0)。

-i <include_path> このオプションは、Verilog でのみ使用可能で
す。vlogcomp が呼び出された場合、Verilog の
’include で指定されているパスを使用します。1
つの ’include パスにつき 1 つの -i を使用で
きます。-i は、複数指定できます。この場合、
パスをクォーテーションで囲み、パス間にスペー
スを入力します。

-incremental 最後のコンパイルから変更されたファイルのみを
コンパイルします。

-initfile <sim_init_file> デフォルトの xilinxsim.ini ファイルで提供
される論理ロケーションから物理ロケーションへ
のマップに追加または上書きするためのライブ
ラリのユーザー定義のシミュレータ初期化ファイ
ルを指定します。

-intstyle
ise | xflow | silent

メッセージの表示方法を指定します。ise では
ISE の [Console] パネルのメッセージを表示し、
xflow では XFLOW のメッセージを表示しま
す。silent に設定すると、メッセージは表示さ
れません。デフォルトでは、すべてのメッセージ
が表示されます。

-ise <file> ザイリンクス ISE ファイルを指定します。

-L|-lib <search_lib> [ =

<lib_path> ]

ほかのライブラリを指定し、さらにオプションでそ
れらのライブラリの物理パスを指定します。複数
の -L オプションを使用可能で、リソース ライブ
ラリとして処理されます。このオプションで物理パ
スを指定すると、xilinxsim.ini ファイルで指
定されているマップが無視されます。

search_lib は指定のライブラリの論理名、lib_path

は物理ライブラリへのパスを指定します。次に例

を示します。

-L mylib=C:home/mylib

Verilog デザインでは、-L オプションが記述順に

ライブラリが検索されます。次に例を示します。

fuse -L unisim -L abcsim -L xyzsim
mytop

デザイン ユニットは、UNISIM、abcsim、xzysim

の順番に検索されます。デザイン ユニットが
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abcsim と xyzsim の両方で定義されている場合

は、abcsim の定義が使用されます。

この例で、-lib の順序を次のように入れ替えた

とします。

fuse -L unisim -L xyzsim -L abcsim
mytop

この場合、同じユニットが xyzsim と abcsim で定

義されていると、xyzsim の定義が使用されます。

-maxdelay このオプションは、Verilog でのみ使用可能で
す。vlogcomp が呼び出された場合、最大遅延を
使用します。

-maxdesigndepth <depth> エラボレーターで許容されるデザインの最大幅
を上書きします。最大幅を超えると、エラボレー
ターでエラーが発生します。エラボレーターでデ
ザインに無限に反復されるインスタンシエーショ
ンがあると誤って判断されるような場合は、このオ
プションを使用して幅を増やすことができます。

-mindelay このオプションは、Verilog でのみ使用可能で
す。vlogcomp が呼び出された場合、最小遅延を
使用します。

-mt <value> 平行して実行するサブコンパイル ジョブ数を指
定します。on、off、または 2 以上の整数を指
定できます。デフォルトでは on が設定されてお
り、コンパイラによりシステムのコア数に基づいて
自動的に値が選択されます。

-nodebug HDL コードのデバッグ情報を含まない出力を生
成します。出力にデバッグ情報を含まないように
すると、シミュレーションが高速になります。デ
フォルトでは、デバッグ用に HDL ユニットが生
成されます。

-nospecify このオプションは、Verilog でのみ使用可能です。
ブロック指定機能をディスエーブルにします。

-notimingchecks このオプションは、Verilog でのみ使用可能です。
タイミング チェックをディスエーブルにします。

-o <sim_exe> シミュレーション実行出力ファイルの名前を指定
します。sim_exe はファイル名です。このオプショ
ンを使用しない場合、デフォルトの実行ファイル
名は次のとおりです。

work_lib/mod_name/platform/x.exe

説明 :

• work_lib : 作業ライブラリ

• mod_name : 最上位モジュール

• platform : Windows

-override_timeprecision -timescale オプションで指定されている時間
精度を使用してデザインに含まれるすべての
Verilog モジュールの時間精度を上書きします。
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-override_timeunit -timescale オプションで指定されている時間
単位を使用してデザインに含まれるすべての
Verilog モジュールの時間単位 (遅延計測単位)
を上書きします。

-prj <prj_file>.prj 入力として使用するプロジェクト ファイルを指定
します。プロジェクト ファイルは、デザインに関
連するすべてのファイルをリストしたものです。
このファイルは、ISE® ソフトウェアにより使用さ
れる主要ソース ファイルです。

prj_file はプロジェクト ファイルで、拡張子は

.prj である必要があります。

-rangecheck このオプションは、VHDL でのみ使用可能です。
VHDL での割り当てに値範囲チェックを実行し
ます。このオプションは配列のインデックス範囲
チェックには影響しません。

メモ : ISim では、配列のインデックスが許容範
囲にあることが常にチェックされます。

デフォルトではオフです。

-sourcelibdir ライブラリ モジュールのソース ディレクトリを指定
します。詳細は「ソース ライブラリのサポート」を
参照してください。

-sourcelibext モジュールのソース ファイルの拡張子を指定し
ます。–sourcelibdir オプションではこれらの
ファイルのディレクトリを指定します。詳細は「ソー
ス ライブラリのサポート」を参照してください。

-sourcelibfile ライブラリ モジュールのファイル名を指定しま
す。詳細は「ソース ライブラリのサポート」を参
照してください。

-timeprecision_vhdl<time_precision> すべての VHDL デザイン ユニットに対する時
間精度を指定します。

time_precision には、数値 (1|10|100|...) に続けて

単位 (fs|ps|ns|us|ms|s) を入力します。

デフォルトは 1ps です。

-timescale
<time_unit/time_precision>

効率のよいタイムスケールがない Verilog モ
ジュールに対してデフォルトのタイムスケールを
指定します。time_unit では遅延計測単位を指定
し、time_precision では精度の単位を指定します。

time_unit および time_precision には、数値

(1|10|100|...) に続けて単位 (fs|ps|ns|us|ms|s) を

入力します。

デフォルトのタイムスケールは 1ns/1ps です。

-typdelay このオプションは、Verilog でのみ使用可能で
す。vlogcomp が呼び出された場合、標準遅延を
使用します。
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-v <value> メッセージの表示レベルを指定します。使用で

きる値は 0、1、または 2 です。デフォルト値は

0 です。

fuse -v 1 では便利なデバッグ情報が表示され、

ISim コンパイラで発生する問題の検出に役立

ちます。

• 使用可能なライブラリ マップ ファイル

(xilinxsim.ini) すべてを読み込んだ後

に ISim コンパイラで見られるライブラリ マッ

プを表示します。

• デザイン エラボレーターから詳細なメッセー

ジを取得します。

• ISim コンパイラの動作に影響する環境変数

の現在の値を取得します。

• ISim コンパイラで共有されるオブジェクトの

リストを取得します。

• バージョン番号およびプロセッサなどのオペ

レーティング システム情報を表示します。

• 生成コードをコンパイルするのに使用する

GCC コンパイラのパスを表示します。

-version コンパイラのバージョンを表示します。

fuse コマンドの例

コンパイル済みの HDL の使用

次に、コンパイル済みの HDL ファイルを使用して fuse コマンドを実行する例を示します。

VHDL で最上位コンフィギュレーションを使用する場合 :

fuse work.yourtop

Verilog または混合言語デザインですべての最上位モジュールを使用する場合 :

fuse work.top_level_module_name_1 work.top_level_module_name_2
work.glbl -L simprims_ver -L logicalLib1 -o mysim.exe

HDL ソースの使用

VHDLVHDLVHDL ソソソーーーススス フフファァァイイイルルルををを使使使用用用しししててて fusefusefuse コココマママンンンドドドををを実実実行行行しししたたた例例例 :::

この例では、x.prj というプロジェクト ファイルにリストされている VHDL ソース ファイルから

tb.exe という実行ファイルを生成します。プロジェクト ファイルの内容は、次のとおりです。

VHDL work x1.vhd
VHDL work x2.vhd
VHDL work x3.vhd
VHDL work tb.vhd

fuse -prj x.prj work.tb_top -o tb.exe
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シミュレーションを開始するには、次のコマンドを実行します。

tb.exe

VerilogVerilogVerilog ソソソーーーススス フフファァァイイイルルルををを使使使用用用しししててて fusefusefuse コココマママンンンドドドををを実実実行行行しししたたた例例例 :::

この例では、x.prj というプロジェクト ファイルにリストされている Verilog ソース ファイルから

tb.exe という実行ファイルを生成します。最上位デザイン ユニットは tb で、tb.v ファイル

で定義されています。myproj.prj プロジェクト ファイルの内容は、次のとおりです。

Verilog work x1.v
Verilog work x2.v
Verilog work x3.v
Verilog work tb.v

次のコマンドを使用して fuse を実行します。

fuse -prj myproj.prj work.tb work.glbl -o tb.exe

シミュレーションを開始するには、次のコマンドを実行します。

tb.exe

メモ : Verilog では、work ライブラリ以外のライブラリにコンパイルされているモジュールがデ

ザインにインスタンシエートされる場合、これらのライブラリを -L コマンド ライン オプションを

使用して fuse に渡し、fuse でこれらのデザイン ユニットが検出されてシミュレーション実行ファ

イルにリンクされるようにする必要があります。

VHDL/VerilogVHDL/VerilogVHDL/Verilog 混混混合合合 デデデザザザイイインンン ソソソーーーススス フフファァァイイイルルルををを使使使用用用しししててて fusefusefuse コココマママンンンドドドををを実実実行行行しししたたた例例例 :::

この例では、x.prj というプロジェクト ファイルにリストされている Verilog および VHDL ソース

ファイルから tb.exe という実行ファイルを生成します。このデザインには、tb.vhd で定義

された tb という VHDL 最上位デザイン ユニットと、glbl.v で定義された glbl という Verilog

最上位デザイン ユニットがあります。myproj.prj プロジェクト ファイルの内容は、次のとお

りです。

Verilog work x1.v
VHDL work x2.vhd
Verilog work x3.v
VHDL work x4.vhd
Verilog work glbl.v
VHDL work tb.vhd

次のコマンドを使用して fuse を実行します。

fuse work.tb work.glbl -prj x.prj -o tb.exe

シミュレーションを開始するには、次のコマンドを実行します。

tb.exe

メモ : 混合言語デザインでは、モジュールが言語の境界にある場合や Verilog モジュール
が work ライブラリ以外のライブラリにコンパイルされている場合、これらのライブラリを -L コ
マンド ライン オプションを使用して任意の検出順序で fuse に渡し、fuse でこれらのデザイン
ユニットが検出されてシミュレーション実行ファイルにリンクされるようにする必要があります。
詳細は、「混合言語シミュレーションの概要」を参照してください。

コマンド ファイル オプションの使用

-f オプションを使用する場合の構文は、次のとおりです。

fuse -f my_design.cmd
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次に、Verilog のコマンド ファイルの例を示します。

-nodebug
-intstyle xflow
-incremental
top_level_module_name_1
top_level_module_name_n
-L logicalLib1
-L logicalLib2

vlogcomp

vlogcomp コマンドの概要と構文

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim では、Verilog コンパイラ vlogcomp を使用して Verilog ソース ファイルを解析し、これら

のファイルに含まれているすべてのデザイン ユニットのオブジェクト コードを生成します。

vlogcomp で生成されたオブジェクト コードは fuse によりリンクされ、シミュレーション実行ファ

イルが作成されます。
プロジェクト ファイルか、コンパイルする Verilog ファイルを指定する必要があります。 いずれ
も指定されていない場合は、エラーが発生します。

構文

vlogcomp (option)

option には、「vlogcomp コマンドのオプション」に示すどのオプションも入力できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

vlogcomp コマンドのオプション

次に、vlogcomp コマンドのオプションを示します。

<verilog_file> コンパイルする Verilog ソース ファイルを指定
します。

-d <macro_definition> [=<value>] Verilog ファイルで使用されるマクロおよび必要
な値を指定します。-d は、複数指定できます。

-f <cmd_file> vlogcomp オプションをテキスト ファイルに記述し
て保存すると、vlogcomp を実行する際に毎回オ
プションを入力する必要がないので便利です。-f
オプションを使用すると、cmd_file に保存された
オプションを使用してコマンドが実行されます。

-h すべてのコマンド ライン オプションとその使用
法を表示します。

-i <include_path> Verilog の ’include 文のパスを指定します。-i
は、複数指定できます。

-incremental 最後のコンパイルから変更されたファイルのみを
コンパイルします。

-initfile<sim_init_file> デフォルトの xilinxsim.ini ファイルの代わ
りに使用するユーザー定義の INIT ファイルへの
物理パスを指定します。
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-intstyle
ise |xflow |silent

メッセージの表示方法を指定します。ise に設
定すると ISE の [Console] パネルのメッセージが
表示され、xflow に設定すると XFLOW のメッ
セージが表示されます。silent に設定すると、
メッセージは表示されません。デフォルトでは、
すべてのメッセージが表示されます。

-ise <file> ザイリンクス ISE ファイルを指定します。

-L|-lib <search_lib> [=<lib_path>] ほかのライブラリを指定し、さらにオプションで
それらのライブラリの物理パスを指定します。
複数の -lib オプションを指定でき、指定した
ライブラリはリソース ライブラリとして扱われま
す。このオプションで物理パスを指定すると、
xilinxsim.ini ファイルで指定されている
マップが無視されます。

search_lib は指定のライブラリの論理名、lib_path

は物理ライブラリへのパスを指定します。例 :

-lib mylib=C:/home/mylib

-maxdelay 最大遅延を使用します。

-mindelay 最小遅延を使用します。

-nodebug HDL コードのデバッグ情報を含まない出力を
生成します。出力にデバッグ情報を含まないよ
うにすると、シミュレーションが高速になります。
デフォルトでは、HDL デバッグ ユニットが生成
されます。

-nospecify Verilog のパス遅延およびタイミング チェックを
無視します。

-notimingchecks Verilog の specify ブロックに含まれる構文のタ
イミング チェックを無視します。

-prj <prj_file> .prj 入力として使用するプロジェクト ファイルを指定
します。プロジェクト ファイルは、デザインに関
連するすべてのファイルをリストしたものです。こ
のファイルは、ISE® ソフトウェアにより使用され
る主要ソース ファイルです。prj_file はプロジェク
ト ファイルでへのパスを指定します。拡張子は
.prj である必要があります。プロジェクト ファイ
ルには、絶対パスまたは相対パスを指定できま
す。相対パスには、../ を含める必要があります。

-sourcelibdir ライブラリ モジュールのソース ディレクトリを指定
します。詳細は「ソース ライブラリのサポート」を
参照してください。

-sourcelibext モジュールのソース ファイルの拡張子を指定し
ます。–sourcelibdir オプションではこれらの
ファイルのディレクトリを指定します。詳細は「ソー
ス ライブラリのサポート」を参照してください。

-sourcelibfile ライブラリ モジュールのファイル名を指定しま
す。詳細は「ソース ライブラリのサポート」を参
照してください。

-typdelay 標準遅延を使用します。

-v <value> メッセージの表示レベルを指定します。使用で
きる値は 0、1、または 2 です。デフォルト値は
0 です。
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-version コンパイラのバージョンを表示します。

-work <work_lib> [= <lib_path>] work ライブラリを指定し、さらにオプションで作業
ライブラリの物理パスを指定します。このオプショ
ンで物理パスを指定すると、xilinxsim.ini
ファイルで指定されているマップが無視されま
す。デフォルトの作業ライブラリは、論理ライブ
ラリ work です。

work_lib は指定の作業ライブラリの論理名、

lib_path は物理ライブラリへのパスを指定します。

例 : mywork=C:/home/worklib

vlogcomp の例

vlogcomp コマンドは、次のように使用します。

run32.txt というファイルに保存されたオプションを使用して Verilog コンパイラを実行する

には、次のように入力します。

vlogcomp -f run32.txt

/home/smithjj/mylib ディレクトリにある論理名が mysimwork の作業ライブラリを使用し

て Verilog コンパイラを起動し、プロジェクト ファイル dsp64.prj にリストされている Verilog

ファイルをすべてコンパイルするには、次のように入力します。

vlogcomp -work mysimwork=/home/smithjj/mylib -prj dsp64.prj

xilinxsim.ini ファイルで指定されたデフォルトの作業ライブラリを使用して Verilog コン

パイラを起動し、suba.v および subb.v という Verilog ファイルをコンパイルするには、次

のように入力します。

vlogcomp suba.v subb.v

vhpcomp

vhpcomp コマンドの概要と構文

メモ : 次の情報は、アドバンス ユーザーを対象としています。

ISim では、VHDL コンパイラ vhpcomp を使用して VHDL ソースファイルを解析し、これらのファ

イルに含まれているすべてのデザイン ユニットのオブジェクト コードを生成します。vhpcomp

で生成されたオブジェクト コードは fuse によりリンクされ、シミュレーション実行ファイルが作

成されます。

プロジェクト ファイルか、コンパイルする VHDL ファイルを指定する必要があります。プロジェ

クト ファイルも VHDL ファイルも指定しない場合、エラー メッセージが表示されます。

構文

vhpcomp (option)

option には、「vhpcomp コマンドのオプション」に示すどのオプションも入力できます。

メモ : このコマンドでは、大文字/小文字が区別されます。

vhpcomp コマンドのオプション

次に、vhpcomp コマンドのオプションを示します。

ISim ユーザー ガイド

168 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



付録 A : リファレンス

<vhdl_file> コンパイルする VHDL ソース ファイルを指定
します。

-f <cmd_file> vhpcomp オプションをテキスト ファイルに記述し
て保存すると、vhpcomp を実行する際に毎回オ
プションを入力する必要がないので便利です。-f
オプションを使用すると、cmd_file に保存された
オプションを使用してコマンドが実行されます。

-h すべてのコマンド ライン オプションとその使用
法を表示します。

-incremental 最後のコンパイルから変更されたファイルのみを
コンパイルします。

-intstyle
ise | xflow | silent

メッセージの表示方法を指定します。ise で
は、ISE® の [Console] パネルのメッセージを表
示し、xflow では XFLOW のメッセージを表示
します。silent に設定すると、メッセージは
表示されません。デフォルトでは、すべてのメッ
セージが表示されます。

-ise <file> ザイリンクス ISE ファイルを指定できます。

-L|-lib <search_lib> [=<lib_path>] ほかのライブラリを指定し、さらにオプションで
それらのライブラリの物理パスを指定します。
複数の -lib オプションを指定でき、指定した
ライブラリはリソース ライブラリとして扱われま
す。このオプションで物理パスを指定すると、
xilinxsim.ini ファイルで指定されている
マップが無視されます。

search_lib は指定のライブラリの論理名、lib_path

は物理ライブラリへのパスを指定します。例 :

-lib mylib=C:/home/mylib

-nodebug HDL コードのデバッグ情報を含まない出力を
生成します。出力にデバッグ情報を含まないよ
うにすると、シミュレーションが高速になります。
デフォルトでは、HDL デバッグ ユニットが生成
されます。

-prj <prj_file> .prj 入力として使用するプロジェクト ファイルを指定
します。プロジェクト ファイルは、デザインに関
連するすべてのファイルをリストしたものです。
このファイルは、ISE ソフトウェアにより使用され
る主要ソース ファイルです。prj_file はプロジェク
ト ファイルでへのパスを指定します。拡張子は
.prj である必要があります。プロジェクト ファイ
ルには、絶対パスまたは相対パスを指定できま
す。相対パスには、../ を含める必要があります。
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-rangecheck ランタイムの値の範囲チェックを有効にします
(VHDL のみ)。このオプションを指定すると、
VHDL 信号に割り当てられた値が有効な範囲
内にあるかどうかチェックされます。たとえば、信
号が正と宣言されている場合は、信号は負の
値に割り当てられていないかどうかがチェックさ
れ、信号が std_logic と宣言されている場合は、
信号に有効な std_logic 値 (U、X、0、1、Z、W、
L、H、-) のみが割り当てられているかどうかが
チェックされます。

メモ : このオプションは、インデックスの範囲の
チェックには関係ありません。インデックスの範囲
は常にチェックされます。

デフォルトではオフです。

-v <value> メッセージの表示レベルを指定します。使用で
きる値は 0、1、または 2 です。デフォルト値は
0 です。

-work <work_lib> [=<lib_path>] 作業ライブラリを指定し、さらにオプションで作業
ライブラリの物理パスを指定します。このオプショ
ンで物理パスを指定すると、xilinxsim.ini
ファイルで指定されているマップが無視されま
す。デフォルトの作業ライブラリは、論理ライブ
ラリ work です。

work_lib は指定の作業ライブラリの論理名、

lib_path は物理ライブラリへのパスを指定します。

例 : mywork=C:/home/worklib

vhpcomp コマンドの例

vhpcomp コマンドは、次のように使用します。

run32.txt というファイルに保存されたオプションを使用して VHDL コンパイラを実行する

には、次のように入力します。

vhpcomp -f run32.txt

/home/smithjj/mylib ディレクトリにある論理名が mysimwork の作業ライブラリを使用

して VHDL コンパイラを起動し、プロジェクト ファイル dsp64.prj にリストされている VHDL

ファイルをすべてコンパイルするには、次のように入力します。

vhpcomp -work mysimwork=/home/smithjj/mylib -prj dsp64.prj

xilinxsim.ini ファイルで指定されたデフォルトの作業ライブラリを使用して VHDL コンパ

イラを起動し、suba.vhd および subb.vhd という VHDL ファイルをコンパイルするには、

次のように入力します。

vhpcomp suba.vhd subb.vhd
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サードパーティ コマンドの等価性

サードパーティのシミュレーション コマンドのサポートの概要

ISim では、サードパーティのコマンドがサポートされません。 ISim で DO ファイル (*.do) ファ

イルに含まれるシミュレーション コマンドを使用する場合は、run などの完全に同一の ISim

コマンドがない限り認識されません。

DO ファイルのコマンドは、次の情報に従い、ISim コマンドにマップできます。

• サードパーティのコンパイラ コマンド

• サードパーティの Tcl コマンド

サードパーティのコンパイラ コマンド

次の表は、DO ファイル コンパイル コマンドを ISim コマンドにマップするときに参照してくだ

さい。

コンパイラ コマンド互換性表

DO ファイル コマンド ISimコマンド 説明

vcom -work <libname> -93
<file_name>

vhpcomp <file_name> VHDL ファイルをコンパイ
ルします。

vlog -work <libname>
<file_name>

vlogcomp <file_name> Verilog ファイルをコンパイ
ルします。

vsim
<lib_name>.<design_name>

fuse -lib <lib_name>
<design_name>

シミュレーション実行ファイ
ルを生成します。

vsim
<lib_name>.<design_name>
<mti.do>

<executable_name>.exe-tclbatch
<design_name>.tclbatch

シミュレーションを実行
します。

vsim [-sdfmin |
-sdftyp | -sdfmax ]
[<instance>=]<sdf_filename>]
[-sdfnoerror]
[-sdfnowarn]
[+sdf_verbose]

sdf コマンドは、vsim コマンドの

コマンド引数としてのみ起動で

きます。

sdfanno {-min|-typ|-max}
<file_name> [-nowarn]
[-noerror] [-root<path_name>]

SDF アノテーション

サードパーティの Tcl コマンド

次の表は、DO ファイル シミュレーション コマンドを ISim コマンドにマップするときに参照し

てください。
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シミュレーション Tcl コマンド互換性表

DO ファイル コマンド ISimコマンド 説明

bd id# (複数指定可能) bp del <index>[<index> ...] インデックスに基づいてブレー
クポイントを削除します。index
は、削除するブレークポイント
に割り当てられたインデックス
番号です。デザインの各ブレー
クポイントに、固有の番号が割
り当てられます。

bd<file_name> <line_number> bp remove <file_name>
<line_number>

ファイル <file_name> の
<line_number> 行目にあるブ
レークポイントを削除します。

bd<file_name> <line_number> |
<id#>

bp remove <file_name>
<line_number>

ファイル <file_name> の
<line_number> 行目にあるブ
レークポイントを削除します。

bp <file_name> <line_number> bp add <file_name>
<line_number>

ファイル <file_name> の
<line_number>行目にあるブレー
クポイントを削除します。無視さ
れるオプション : [-id <id#>]、
[-inst <region>]、[-cond
{<condition_expression>}]

bp -query <file_name> bp list ブレークポイントをすべて表示
します。

drivers <item name> show driver<net_name> 指定された <net_name> を駆動
するドライバーをすべて表示
します。

env scope デザイン階層の現在の位置を
表示します。

env .. scope .. 現在の階層の親に変更します。

env <pathname> scope path_name <path_name> で指定された階層
に変更します。

無視されるオプション :

-nodataset、 -dataset.

examine<signal_name> show value <signal_name> 信号の値を表示します。

exit exit ISE Simulator を終了します。

force -deposit
<signal_name> <value> [<time>]

put 新しい値に変更します。ただし
新しい値は HDL での割り当て
により上書きされます。

force -freeze isim force add HDL でのすべての割り当てを
上書きし、信号/ワイヤを特定
の値に固定します。

help help すべての Tcl コマンドとその使
用法を表示します。

help [command | topic] help <command> コマンドのヘルプ情報を表示
します。

if { [exa sig_a] ==
"0011ZZ"} {echo"Signal
value matches"}

test <signal_name> <value> 表示されている信号値をテスト
します。
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DO ファイル コマンド ISimコマンド 説明

noforce <signal> isim force remove
<signal>

信号の値を削除します。isim
force remove コマンドが発行さ
れるまで信号に値が適用されま
す。このコマンドは、VHDL の
信号および Verilog のワイヤの
みで使用できます。Verilog の
レジスタには使用できません。

quit quit Tcl プロンプトを終了します。

無視されるオプション : [-f |

-force]、[-sim]

radix isim get radix Tcl 変数の文字列としてデフォ
ルトの基数を戻し、デフォルトの
基数を stdout に表示します。

radix -<radix_type> isim get radix
<radix_type>

現在のシミュレーションにグロー
バルな基数を設定します。

restart restart シミュレーションを停止してシ
ミュレーション時間を 0 に戻し
ます。

run <length> <unit> run <length> <unit> <length> <unit> 時間シミュレー
ションを実行します。

run -all|-continue run {all | continue} イベントがすべて終了するま
で、シミュレーションを実行
します。

run 時間ステップおよび時間
ユニット分シミュレーションを実
行します。

メモ : また、modelsim.ini
ファイルに含まれる RunLength
および UserTimeUnit 変数と共
に設定します。

run シミュレーションを 100ns 間実
行します。

show show scope デザイン階層の現在の位置を
表示します。

show show signal 現在のブロック内にある信号
およびポートをすべて表示し
ます。

show -all show child -r 現在のブロックの子ブロックす
べてを表示します。

vcd add -r vcd dumpvars -m <module
instance> -l <int>

レベルを使用して特定のインス
タンスをダンプします。

無視されるオプション :

[-in]、[-out]、[-inout]、
[-internal]、[-ports]

vcd file <file_name> vcd dumpfile <file_name> <file_name> に出力が書き出さ
れます。

無視されるオプション :

-dumpports、-map
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DO ファイル コマンド ISimコマンド 説明

vcd flush vcd dumpflush VCD データをファイルに書き
出します。

<file_name> のサポートはありま

せん。vcd dumpfile" で指定され

たファイルが書き出されます。

vcd limit <size> vcd dumplimit
<no_of_bytes>

var ダンプサイズを制限します。

vcd on | off [<file_name>] vcd {dumpon | dumpoff} VCD のトレースのオン、オフを
切り替えます。

HDL 言語のサポート

VHDL 言語のサポート (a ～ m)

ISim では次の VHDL 構文がサポートされています。例外がある場合は記述されています。構

文はアルファベット順に示されています。リストの後半は、「VHDL 言語のサポート (n ～ z)」を

参照してください。

サポートされる VHDL 構文 例外

abstract_literal 基底付きリテラルで表現されている浮動小数点値
はサポートされません。

access_type_definition

actual_designator

actual_parameter_part

actual_part

adding_operator

aggregate aggregate 内で choice を混合することはサポート
されません。

alias_declaration オブジェクト以外へのエイリアスは、サポートされて
いません。特に次のものは、サポートされません。

• エイリアスのエイリアス

• subtype_indication のないエイリアス宣言

• エイリアス宣言でのシグネチャ

• alias_designator としての演算子シンボル

• 演算子シンボルのエイリアス

• alias_designator としての文字列リテラル

alias_designator • alias_designator としての operator_symbol は

サポートされません。

• alias_designator としての character_literal は

サポートされません。

allocator

architecture_body
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サポートされる VHDL 構文 例外

architecture_declarative_part

architecture_statement_part

array_type_definition

assertion

assertion_statement

association_element 結合エレメント内のアクチュアルのスライスに、グ
ローバル/ローカルのスタティック範囲を使用でき
るようになりました。フォーマル内のローカル以外
のスタティック インデックス/スライスはエラーで
あり、メッセージが表示されます。ただし、フォー
マル名の接頭辞がインデックス/スライス/選択さ
れている場合、インデックス/スライス/選択された
フォーマル名はサポートされません。

association_list

attribute_declaration

attribute_designator

attribute_name 接頭辞の後の signature はサポートされません。
次の定義済み属性がサポートされています。

• A’ACTIVE、A’ASCENDING([N])、

A’HIGH([N])、A’LENGTH([N])、

A’LEFT([N])、A’LOW([N])、A’RANGE([N])、

A’REVERCE_RANGE([N])、A’RIGHT([N])

• S’DELAYED[(T)]、S’EVENT、

S’LAST_ACTIVE、S’LAST_EVENT、

S’LAST_VALUE

• T’ASCENDING、T’BASE、T’HIGH、

T’IMAGE(X)、T’LEFT、T’LEFTOF(X)、

T’LOW、T’POS(X)、T’PRED(X)、T’RIGHT、

T’RIGHTOF(X)、T’SUCC(X)、T’VAL(X)

attribute_specification

base

base_specifier

base_unit_declaration

based_integer

based_literal

basic_character

basic_graphic_character

basic_identifier

binding_indication entity_aspect を使用せずに使用することはサポー
トされていません。

bit_string_literal 空の bit_string_literal ( "" ) はサポートされません。

bit_value

block_configuration
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サポートされる VHDL 構文 例外

block_declarative_item

block_declarative_part

block_header

block_specification

block_statement guard_expression はサポートされません。たとえば
ガード付きブロック、ガード付き信号、ガード付き
ターゲット、およびガード付き割り当てはサポート
されていません。

case_statement

case_statement_alternative

character_literal

choice case 文で choice として aggregate を使用すること
はサポートされません。

choices

component_configuration

component_declaration

component_instantiation_statement

component_specification

composite_type_definition

concurrent_assertion_statement postponed はサポートされません。

concurrent_procedure_call_statement postponed はサポートされません。

concurrent_signal_assignment_statement postponed はサポートされません。

concurrent_statement wait 文が含まれる同時処理プロシージャ呼び出
しはサポートされません。

condition

condition_clause

conditional_signal_assignment ガード付き信号代入はサポートされないので、オ
プションの一部としてキーワード guardedguardedguarded を使用
することはサポートされません。

conditional_waveform

configuration_declaration コンフィギュレーションに使用する generate イン
デックスは、非ローカル スタティックにできません。

configuration_declarative_item

configuration_declarative_part

configuration_item

configuration_specification

constant_declaration

constrained_array_definition

constraint

context_clause

context_item
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サポートされる VHDL 構文 例外

decimal_literal

declaration

delay_mechanism

design_file

design_unit

designator

direction

discrete_range

element_association

element_declaration

element_subtype_definition

entity_aspect

entity_class リテラル、ユニット、ファイル、およびグループを
entity_class として使用することはサポートされま
せん。

entity_class_entry グループ テンプレートで使用することを目的とし
たオプションの <> はサポートされません。

entity_class_entry_list

entity_declaration

entity_declarative_item

entity_declarative_part

entity_designator

entity_header

entity_name_list

entity_specification

entity_tag

enumeration_literal

enumeration_type_definition

exit_statement

exponent

expression

extended_digit

extended_identifier

factor

file_declaration

file_logical_name 文字列値を評価するワイルド カードも許容され
ていますが、ファイル名としては文字列リテラル
と識別子しか使用できません。

file_open_information

file_type_definition
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サポートされる VHDL 構文 例外

floating_type_definition

formal_designator

formal_parameter_list

formal_part

full_type_declaration

function_call 名前付き引数では、分割、指標付け、または選択
はサポートされません。

generate_statement

generate_scheme

generic_clause

generic_list

generic_map_aspect

graphic_character

identifier

identifier_list

if_statement

incomplete_type_declaration

index_constraint

index_specification

index_subtype_definition

indexed_name

instantiated_unit ダイレクト コンフィギュレーションのインスタンシ
エーションはサポートされていません。

instantiation_list

integer

integer_type_definition

interface_constant_declaration

interface_declaration

interface_element

interace_file_declaration

interface_list

interface_signal_declaration

interafce_variable_declaration

iteration_scheme

label

letter

letter_or_digit

library_clause

library_unit
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サポートされる VHDL 構文 例外

literal

logical_name

logical_name_list

logical_operator

loop_statement

miscellaneous_operator

mode リンケージ ポートおよびバッファー ポートの一部
はサポートされていません。

multiplying_operator

VHDL 言語のサポート (n ～ z)

ISim では次の VHDL 構文がサポートされています。例外がある場合は記述されています。

構文はアルファベット順に示されています。リストの前半は、「「VHDL 言語のサポート (a ～

m)」を参照してください。

サポートされる VHDL 構文 例外

名前

next_statment

numeirc_literal

object_declaration

operator_symbol

options guarded はサポートされません。

package_body

package_body_declarative_item

package_body_declarative_part

package_declaration

package_declaration_item

package_declarative_part

parameter_specification

physical_literal

physical_type_definition

port_clause

port_list

port_map_aspect

prefix

primary primary を使用した場所では、allocator は展開
されます。

primary_unit
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サポートされる VHDL 構文 例外

procedure_call procedure_call 内の名前付きパラメーター連結で
は、フォーマルのスライス、インデックス、選択
はサポートされません。

procedure_call_statement

process_declarative_item

process_declarative_part

process_statement 実行延期プロセスはサポートされません。

process_statement_part

qualified_expression

range

range_constraint

record_type_definition

relation

relational_operator

report_statement

return_statement

scalar_type_definition

secondary_unit

secondary_unit_declaration

selected_name

selected_signal_assignment ガード付き信号代入はサポートされないので、オ
プションの一部としてキーワード guarded を使用
することはサポートされません。

selected_waveform

sensitivity_clause

sensitivity_list

sequence_of_statements

sequential_statement

shift_expression

shift_operator

sign

signal_assignment_statement

signal_declaration signal_kind はサポートされません。signal_kind は
ガード付き信号の宣言に使用されますが、ガード
付き信号はサポートされません。

signal_list

signature

simple_expression

simple_name

slice_name

string_literal
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サポートされる VHDL 構文 例外

subprogram_body

subprogram_declaration

subprogram_declarative_item

subprogram_declarative_part

subprogram_kind

subprogram_specification

subprogram_statement_part

subtype_declaration

subtype_indication 結合の resolved サブタイプ (配列およびレコード)
はサポートされません。

suffix

target

term

timeout_clause

type_conversion

type_declaration

type_definition

type_mark

unconstrained_array_defintion

use_clause

variable_assignment_statement

variable_declaration

wait_statement

waveform unaffectedunaffectedunaffected はサポートされません。

waveform_element null 波形エレメントは、ガード付き信号にのみ関
係するので、サポートされません。

Verilog 言語のサポート

ビヘイビアー文構文

次の Verilog ビヘイビアー構文が ISim でサポートされています。

継続代入文

Verilog 構文要素 ISim サポート

continuous_assign あり

list_of_net_assignments あり

net_assignment あり
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手続きブロックおよび代入文

Verilog 構文要素 ISim サポート

initial_construct あり

always_construct あり

blocking_assignment あり

nonblocking_assignment あり

procedural_continuous_assignment あり

function_blocking_assignment あり

function_statement_or_null あり

並列および配列ブロックおよび代入文

Verilog 構文要素 ISim サポート コメント

function_seq_block あり

variable_assignment あり

par_block 一部あり タスクまたは関数内では fork
文および join 文はサポートさ
れません。

seq_block あり

文

Verilog 構文要素 ISim サポート

statement あり

statement_or_null あり

function_statement あり

タイミング制御文

Verilog 構文要素 ISim サポート

delay_control あり

delay_or_event_control あり

disable_statement あり

event_control あり

event_trigger あり

event_expression あり

procedural_timing_control_statement あり

wait_statement あり
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条件文

Verilog 構文要素 ISim サポート

conditional_statement あり

if_else_if_statement あり

function_conditional_statement あり

function_if_else_if_statement あり

case 文

Verilog 構文要素 ISim サポート

case_statement あり

case_item あり

function_case_statement あり

function_case_item あり

loop 文

Verilog 構文要素 ISim サポート

function_loop_statement あり

loop_statement あり

タスク イネーブル文

Verilog 構文要素 ISim サポート

system_task_enable あり

task_enable あり

コンパイラ指示子構文

次の Verilog コンパイラ指示子構文が ISim でサポートされています。

コンパイラ指示子構文

Verilog 構文要素 ISim サポート コメント

‘celldefine サポートなし

‘endcelldefine サポートなし

‘default_nettype あり

‘define あり

‘undef あり ISim では、パラメーター指定さ
れた ‘define マクロがサポート
されています。

‘ifdef あり

‘ifndef あり

‘elsif あり

‘else あり
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Verilog 構文要素 ISim サポート コメント

‘endif あり

‘include あり

‘resetall あり

‘line あり

‘timescale あり

‘unconnected_drive サポートなし

‘nounconnected_driv サポートなし

宣言構文

次の Verilog 宣言構文が ISim でサポートされています。

モジュール パラメーター宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

local_parameter_declaration あり

parameter_declaration あり

specparam_declaration あり

型宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

event_declaration あり

genvar_declaration あり

integer_declaration あり

net_declaration あり

real_declaration あり

reg_declaration あり

time_declaration あり

ネット型および変数型

Verilog 構文要素 ISim サポート

net_type あり

output_variable_type あり

real_type あり

variable_type あり
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強度

Verilog 構文要素 ISim サポート

drive_strength あり

strength0 あり

strength1 あり

charge_strength サポートなし

遅延

Verilog 構文要素 ISim サポート

delay2 あり

delay3 あり

delay_value あり

宣言リスト

Verilog 構文要素 ISim サポート

list_of_event_identifiers あり

list_of_genvar_identifiers あり

list_of_net_decl_assignments あり

list_of_net_identifiers あり

list_of_param_assignments あり

list_of_port_identifiers あり

list_of_real_identifiers あり

list_of_specparam_assignments あり

list_of_variable_identifiers あり

list_of_variable_port_identifiers あり

宣言代入文

Verilog 構文要素 ISim サポート

net_decl_assignment あり

param_assignment あり

specparam_assignment あり

pulse_control_specparam あり

error_limit_value あり

reject_limit_value あり

limit_value あり
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宣言範囲

Verilog 構文要素 ISim サポート

dimension あり

range あり

関数宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

function_declaration あり

function_item_declaration あり

function_port_list あり

range_or_type あり

タスク宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

task_declaration あり

task_item_declaration あり

task_port_list あり

task_port_item あり

tf_input_declaration あり

tf_output_declaration あり

tf_inout_declaration あり

task_port_type あり

ブロック アイテム宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

block_item_declaration あり

block_reg_declaration あり

list_of_block_variable_identifiers あり

block_variable_type あり

論理表現構文

次の Verilog 論理表現構文が ISim でサポートされています。
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連結

Verilog 構文 ISim サポート

concatenation あり

constant_concatenation あり

constant_multiple_concatenation あり

module_path_concatenation あり

module_path_multiple_concatenation あり

multiple_concatenation あり

net_concatenation あり

net_concatenation_value あり

variable_concatenation あり

variable_concatenation_value あり

関数呼び出し

Verilog 構文 ISim サポート

constant_function_call あり

function_call あり

system_function_call あり

論理表現

Verilog 構文 ISim サポート

base_expression あり

conditional_expression あり

constant_base_expression あり

constant_expression あり

constant_mintypmax_expression あり

constant_range_expression あり

dimension_constant_expression あり

expression1 あり

expression2 あり

expression3 あり

expression あり

lsb_constant_expression あり

mintypmax_expression あり

module_path_conditional_expression あり

module_path_expression あり

module_path_mintypmax_expression あり

msb_constant_expression あり
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Verilog 構文 ISim サポート

range_expression あり

width_constant_expression あり

プライマリ

Verilog 構文 ISim サポート

constant_primary あり

module_path_primary あり

primary あり

論理式の左辺

Verilog 構文 ISim サポート

net_lvalue あり

variable_lvalue あり

演算子

Verilog 構文 ISim サポート

unary_operator あり

binary_operator あり

unary_module_path_operator あり

binary_module_path_operator あり

数値

Verilog 構文 ISim サポート

number あり

real_number あり

exp あり

decimal_number あり

binary_number あり

octal_number あり

hex_number あり

sign あり

size あり

non_zero_unsigned_number あり

unsigned_number あり

binary_value あり

octal_value あり

hex_value あり
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Verilog 構文 ISim サポート

decimal_base あり

binary_base あり

octal_base あり

hex_base あり

non_zero_decimal_digit あり

decimal_digit あり

binary_digit あり

octal_digit あり

hex_digit あり

x_digit あり

z_digit あり

文字列

Verilog 構文 ISim サポート

string あり

一般構文

次の Verilog 一般構文が ISim でサポートされています。

属性

Verilog 構文 ISim サポート

attribute_name サポートなし

attr_spec サポートなし

attr_name サポートなし

コメント

Verilog 構文 ISim サポート

comment あり

one_line_comment あり

block_comment あり

comment_text あり

識別子

Verilog 構文 ISim サポート

arrayed_identifier あり

block_identifier あり

cell_identifier サポートなし

config_identifier サポートなし
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Verilog 構文 ISim サポート

escaped_arrayed_identifier あり

escaped_hierarchical_identifier あり

escaped_identifier あり

event_identifier あり

function_identifier あり

gate_instance_identifier あり

generate_block_identifier あり

genvar_identifier あり

genvar_function_identifier サポートなし

hierarchical_block_identifier あり

hierarchical_event_identifier あり

hierarchical_function_identifier あり

hierarchical_identifier あり

hierarchical_net_identifier あり

hierarchical_variable_identifier あり

hierarchical_task_identifier あり

identifier あり

inout_port_identifier あり

input_port_identifier あり

instance_identifier あり

library_identifier サポートなし

memory_identifier あり

module_identifier あり

module_instance_identifier あり

net_identifier あり

output_port_identifier あり

parameter_identifier あり

port_identifier あり

real_identifier あり

simple_arrayed_identifier あり

simple_hierarchical_identifier あり

simple_identifier あり

specparam_identifier あり

system_function_identifier あり

system_task_identifier あり

task_identifier あり
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Verilog 構文 ISim サポート

terminal_identifier あり

text_macro_identifier あり

topmodule_identifier あり

udp_identifier あり

udp_instance_identifier あり

variable_identifier あり

分岐

Verilog 構文 ISim サポート

simple_hierarchical_branch あり

escaped_hierarchical_branch あり

空白

Verilog 構文 ISim サポート

white_space あり

プリミティブおよびモジュールのインスタンス構文

次の Verilog プリミティブ インスタンスおよびモジュール インスタンス構文が ISim でサポート

されています。

プリミティブ インスタンシエーション

Verilog 構文 ISim サポート

gate_instantiation あり

cmos_switch_instance サポートなし

enable_gate_instance あり

mos_switch_instance サポートなし

n_input_gate_instance あり

n_output_gate_instance あり

pass_switch_instance サポートなし

pass_enable_switch_instance サポートなし

pull_gate_instance あり

name_of_gate_instance あり

プリミティブ強度

Verilog 構文 ISim サポート

pulldown_strength あり

pullup_strength あり
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プリミティブ終端

Verilog 構文 ISim サポート

enable_terminal あり

inout_terminal あり

input_terminal あり

ncontrol_terminal あり

output_terminal あり

pcontrol_terminal あり

プリミティブのゲート型およびスイッチ型

Verilog 構文 ISim サポート

cmos_switchtype サポートなし

enable_gatetype あり

mos_switchtype サポートなし

n_input_gatetype あり

n_output_gatetype あり

pass_en_switchtype サポートなし

pass_switchtype サポートなし

モジュール インスタンシエーション

Verilog 構文 ISim サポート コメント

module_instantiation あり

parameter_value_assignment あり

list_of_parameter_assignments あり

ordered_parameter_assignment あり

named_parameter_assignment あり

module_instance あり

name_of_instance 一部あり モジュール インスタンス配列はサポー
トされません。

list_of_port_connections あり

ordered_port_connection あり

named_port_connection あり
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生成されたインスタンシエーション

Verilog 構文 ISim サポート コメント

generated_instantiation あり

generate_item_or_null 一部あり module_or_generate_item は、サポートさ
れません。 1364-2001 Verilog 標準規
格 :

generate_item_or_null ::=
generate_conditional_statement
| generate_case_statement |
generate_loop_statement |
generate_block
| module_or_generate_item

ISim でのサポート :

generate_item_or_null ::=
generate_conditional_statement
| generate_case_statement |
generate_loop_statement |
generate_block

generate_item あり

generate_conditional_statement あり

generate_case_statement あり

generate_case_item あり

generate_loop_statement あり

genvar_assignment 一部あり すべての generate ブロックに名前を付
ける必要があります。

1364-2001 Verilog 標準規格 :

generate_block ::=
begin
[ : generate_block_identifier ]
{ generate_item }
end

ISim でのサポート :

generate_block ::=
begin
: generate_block_identifier
{ generate_item }
end

ソース テキスト構文

次の Verilog ソース テキスト構文が ISim でサポートされています。
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ライブラリ ソース テキスト

Verilog 構文要素 ISim サポート コメント

library_text サポートなし

library_descriptions サポートなし

library_declaration サポートなし

file_path_spec サポートなし

include_statement サポートなし ライブラリ マップ ファイルの include 文
を示します (IEEE 1364-2001、セクショ
ン 13.2 を参照)。コンパイラの ‘include
文のことではありません。

コンフィギュレーション ソース テキスト

Verilog 構文要素 ISim サポート

config_declaration サポートなし

design_statement サポートなし

config_rule_statement サポートなし

default_clause サポートなし

inst_clause サポートなし

inst_name サポートなし

cell_clause サポートなし

liblist_clause サポートなし

use_clause サポートなし

モジュールおよびプリミティブのソース テキスト

ISim サポート ISim サポート

source_text あり

説明 あり

module_declaration あり

module_keyword あり

モジュール パラメーターおよびポート

Verilog 構文要素 ISim サポート

module_parameter_port_list あり

list_of_ports あり

list_of_port_declarations あり

port あり

port_expression あり

port_reference あり

port_declaration あり

ISim ユーザー ガイド

194 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



付録 A : リファレンス

モジュール アイテム

Verilog 構文要素 ISim サポート

module_item あり

module_or_generate_item あり

module_or_generate_item_declaration あり

non_port_module_item あり

parameter_override あり

Specify 関数構文

次の Verilog Specify 関数構文が ISim でサポートされています。

Specify ブロック宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

specify_block あり

specify_item あり

pulsestyle_declaration あり

showcancelled_declaration あり

Specify パス宣言

Verilog 構文要素 ISim サポート

path_declaration あり

simple_path_declaration あり

parallel_path_declaration あり

full_path_description あり

list_of_path_inputs あり

list_of_path_outputs あり

Specify ブロック終端

Verilog 構文要素 ISim サポート

specify_input_terminal_descriptor あり

specify_output_terminal_descriptor あり

input_identifier あり

output_identifier あり
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Specify パス遅延

Verilog 構文要素 ISim サポート

path_delay_value あり

list_of_path_delay_expressions あり

t_path_delay_expression あり

trise_path_delay_expression あり

tfall_path_delay_expression あり

tz_path_delay_expression あり

t01_path_delay_expression あり

t10_path_delay_expression あり

t0z_path_delay_expression あり

tz1_path_delay_expression あり

t1z_path_delay_expression あり

tz0_path_delay_expression あり

t0x_path_delay_expression あり

tx1_path_delay_expression あり

t1x_path_delay_expression あり

tx0_path_delay_expression あり

txz_path_delay_expression あり

tzx_path_delay_expression あり

path_delay_expression あり

edge_sensitive_path_declaration あり

parallel_edge_sensitive_path_declaration あり

full_edge_sensitive_path_declaration あり

data_source_expression あり

edge_identifier あり

state_dependent_path_declaration あり

polarity_operator あり

システム タイミング チェック コマンド

Verilog 構文要素 ISim サポート

system_timing_check あり

$hold_timing_check あり

$setuphold_timing_check あり

$recovery_timing_check あり

$removal_timing_check あり

$recrem_timing_check あり

$skew_timing_check サポートなし
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Verilog 構文要素 ISim サポート

$timeskew_timing_check サポートなし

$fullskew_timing_check サポートなし

$period_timing_check あり

$width_timing_check あり

$nochange_timing_check サポートなし

システム タイミング チェック コマンドの引数

Verilog 構文要素 ISim サポート

checktime_condition サポートなし

controlled_reference_event あり

data_event あり

delayed_data サポートなし

delayed_reference サポートなし

end_edge_offset サポートなし

event_based_flag サポートなし

notify_reg あり

reference_event あり

remain_active_flag サポートなし

stamptime_condition サポートなし

start_edge_offset サポートなし

threshold あり

timing_check_limit あり

システム タイミング チェック イベント定義

Verilog 構文要素 ISim サポート

timing_check_event あり

controlled_timing_check_event あり

timing_check_event_control あり

specify_terminal_descriptor あり

edge_control_specifier あり

edge_descriptor あり

zero_or_one あり

z_or_x あり

timing_check_condition あり

scalar_timing_check_condition あり

scalar_constant あり
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システム タスクと関数の構文

次の Verilog システム タスク/関数構文が ISim でサポートされています。

表示システム タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$display あり

$displayb あり

$displayh あり

$displayo あり

$monitor あり

$monitorb あり

$monitorh あり

$monitoro あり

$monitoroff あり

$monitoron あり

$strobe あり

$strobeb あり

$strobeh あり

$strobeo あり

$write あり

$writeb あり

$writeh あり

$writeo あり

ファイル I/O タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$fclose あり

$fdisplay あり

$fdisplayb あり

$fdisplayh あり

$fdisplayo あり

$ferror あり

$fflush あり

$fgetc あり

$fgets あり

$fmonitor あり

$fmonitorb あり

$fmonitorh あり
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Verilog 構文 ISim サポート

$fmonitoro あり

$fopen あり

$fread あり

$fscanf あり

$fseek あり

$fstrobe あり

$fstrobeb あり

$fstrobeh あり

$fstrobeo あり

$ftell あり

$fwrite あり

$fwriteb あり

$fwriteh あり

$fwriteo あり

$readmemb あり

$readmemh あり

$rewind あり

$sdf_annotate あり

$sformat あり

$sscanf あり

$swrite あり

$swriteb あり

$swriteh あり

$swriteo あり

$ungetc あり

タイムスケール タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$printtimescale あり

$timeformat あり

シミュレーション制御タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$finish あり

$stop あり
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PLA モデル化タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$async$and$array サポートなし

$async$nand$array サポートなし

$async$nor$array サポートなし

$async$or$array サポートなし

$sync$and$array サポートなし

$sync$nand$array サポートなし

$sync$nor$array サポートなし

$sync$or$array サポートなし

$async$and$plane サポートなし

$async$nand$plane サポートなし

$async$nor$plane サポートなし

$async$or$plane サポートなし

$sync$and$plane サポートなし

$sync$nand$plane サポートなし

$sync$nor$plane サポートなし

$sync$or$plane サポートなし

確率分析タスク

Verilog 構文 ISim サポート

$q_add あり

$q_exam あり

$q_full あり

$q_initialize あり

$q_remove あり

シミュレーション時間関数

Verilog 構文 ISim サポート

$realtime あり

$stime あり

$time あり
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変換関数

Verilog 構文 ISim サポート

$bitstoreal あり

$realtobits あり

$itor あり

$rtoi あり

$signed あり

$unsigned あり

確率分布関数

Verilog 構文 ISim サポート

$dist_chi_square あり

$dist_erlang あり

$dist_exponential あり

$dist_normal あり

$dist_poisson あり

$dist_t あり

$dist_uniform あり

$random あり

コマンド ライン入力

Verilog 構文 ISim サポート

$test$plusargs あり

$value$plusargs あり

VCD (Value Change Dump) ファイル

Verilog 構文 ISim サポート

$dumpall あり

$dumpfile あり

$dumpflush あり

$dumplimit あり

$dumpoff あり

$dumpon あり

$dumpports サポートなし

$dumpportsall サポートなし

$dumpportsflush サポートなし

$dumpportslimit サポートなし

$dumpportsoff サポートなし
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Verilog 構文 ISim サポート

$dumpportson サポートなし

$dumpvars あり

UDP 宣言とインスタンシエーション構文

次の Verilog UDP インスタンシエーション構文が ISim でサポートされています。

UDP 宣言

Verilog 構文 ISim サポート

udp_declaration あり

UDP ポート

Verilog 構文 ISim サポート

udp_port_list あり

udp_declaration_port_list あり

udp_port_declaration あり

udp_output_declaration あり

udp_input_declaration あり

udp_reg_declaration あり

UDP 本体

Verilog 構文 ISim サポート

udp_body あり

combinational_body あり

combinational_entry あり

sequential_body あり

udp_initial_statement あり

init_val あり

sequential_entry あり

seq_input_list あり

level_input_list あり

edge_input_list あり

edge_indicator あり

current_state あり

next_state あり

output_symbol あり

level_symbol あり

edge_symbol あり
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UDP インスタンシエーション

Verilog 構文 ISim サポート コメント

udp_instantiation あり

udp_instance あり

name_of_udp_instance 一部あり UDP インスタンス配列はサポー
トされません。
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付録 B

ModelSim XE から ISim への移行

ModelSim XE から ISE Simulator への移行 : 概要

ModelSim XE シミュレーション環境から ISim シミュレーション環境へは、既存の環境を極端に

変更せずに移行できます。次に、ModelSim XE から ISim への移行ガイドラインおよびその他

の注意事項を記載します。

ISim を最大限に使用できるよう、次のビデオ デモおよびチュートリアルを参照してください。

• ISim チュートリアル : http://japan.xilinx.com/support/documentation/dt_ise.htm

• ISim ビデオ デモ :

http://japan.xilinx.com/products/design_resources/design_tool/resources/index.htm

• ISim 製品ページ : http://japan.xilinx.com/tools/isim.htm

• ModelSim XE ライブラリ ダウンロード :

http://japan.xilinx.com/support/download/index.htm

ModelSim XE について

ModelSim XE は、ModelSim Xilinx® エディションを意味し、Mentor Graphics 社の OEM 製品

です。ModelSim XE では、デザインの論理モデルとタイミング モデルおよび HDL ソース コー

ドを検証する HDL シミュレーション環境が提供されます。ModelSim XE は 12.4 ソフトウェア リ

リースで廃盤になりました。詳細は、『ModelSim Xilinx Edition-III ブロードキャスト製品の製造

中止通知』を参照してください。

ModelSim XE は、12.3 までのザイリンクス ISE® Design Suite の各リリースで、次の 2 つのバー

ジョンで提供されていました。

• ModelSimModelSimModelSim XEXEXE スススタタターーータタターーー ::: ザイリンクス ウェブサイトからダウンロード可能な無償バージョ

ン。この製品を使用するには、スターター ライセンスが必要です。

• ModelSimModelSimModelSim XEXEXE フフフルルル ::: Mentor Graphics 社の OEM バージョンで PE 製品ラインに基づ

いています。

ISim について

ISim はザイリンクスのシミュレーション製品で、Project Navigator、エンベデッド デザイン キット、

および System Generator に統合されている機能を完全に備えた HDL シミュレーターです。

ISim は、ザイリンクス ISE® Design Suite リリースすべてに含まれており、次の 2 つのバージョ

ンがあります。

• ISimISimISim LiteLiteLite ::: ISE Simulator の限定評価版。このバージョンでは、デザインとテストベンチの

HDL コード行が 50,000 を超えるときに、パフォーマンスが低下します。

• ISimISimISim フフフルルル ::: ISE Simulator のフル バージョン
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機能比較

機能 ModelSim XE スター
ター

ModelSim XE フル ISim Lite ISim フル

行制限 (文) 10,000 40,000 50,000 なし

パフォーマンス ModelSim PE または
ModelSim DE の 30%

ModelSim PE または
ModelSim DE の 40%

ModelSim XE と同じ ModelSim XE と同じ

混合言語 なし なし あり あり

VHDL あり あり あり あり

Verilog あり あり あり あり

デザイン向け
SystemVerilog

なし なし ロードマップ ロードマップ

検証向け SystemVerilog なし なし ロードマップ ロードマップ

デバッグ環境 あり あり あり あり

スタンドアロン波形
ビューアー

あり あり あり あり

メモリ ビューアー/エ
ディター

あり あり あり あり

Verilog PLI/VPI あり あり ロードマップ ロードマップ

VHDL FLI/VHPI なし なし ロードマップ ロードマップ

コード カバレッジ なし なし ロードマップ ロードマップ

SecureIP/HardIP サ
ポート

なし なし あり あり

EDK サポート なし なし あり あり

System Generator サ
ポート

なし なし あり あり

CoreGen サポート あり あり あり あり

MIG サポート なし なし あり あり

フローティング ライセ
ンス

なし なし あり あり

32 ビット OS サポート Windows Windows Windows/Linux Windows/Linux

64 ビット (ネイティブ)
OS サポート

なし なし Windows/Linux Windows/Linux

シミュレーション プロセス

このセクションでは、さまざまなモードのシミュレーションおよびシミュレーションの手順につい

て説明します。各サブ セクション2 つのシミュレーターの違いについて説明します。
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次の図に、シミュレーションでの各ステップおよびそのプロセスを示します。

手順 1 : ファイルの準備とライブラリのマップ

ModelSim XE フロー

ModelSim XE ライブラリは、http://japan.xilinx.com/support/download/index.htm からダウン

ロードできます。

ISE® Design Suite の新しい バージョンがリリースされる度に、このサイトからライブラリを個別

にダウンロードする必要があります。 行数制限でザイリンクス ライブラリがカウントされないよ

う、これらのライブラリを使用する必要があります。

ModelSim XE と共に配布される modelsim.ini ファイルは、正しいザイリンクス ライブラリに

あらかじめマップされています。

ISim フロー

ISim のライブラリは、標準ザイリンクス インストールの一部としてアップデートされます。 別の

ステップは不要です。 マップもザイリンクスにより自動的に処理されます。 シミュレーションを

開始するのに、ザイリンクス ライブラリをダウンロードしたりマップする必要はありません。
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手順 2 : デザインの解析とエラボレーション

ModelSim XE フロー

ModelSim XE では、コンパイルおよびエラボレーションに次のコマンドが使用されます。

VCOM options (VHDL コンパイラ) : VHDL コンパイラが実行され、VHDL ファイルが指定

ディレクトリにコンパイルされます。

VLOG options (Verilog コンパイラ) : Verilog コンパイラが実行され、VHDL ファイルが指定

ディレクトリにコンパイルされます。

VSIM options (VSIM シミュレーター) : シミュレーションのロードがエラボレートされます。

これらのコマンドには、コンパイルおよびエラボレーションをさらに制御する複数のオプション

があります。同等の ModelSim XE コマンドをすべて示したリストは、「シミュレーション実行コマ

ンドの概要」を参照してください。

ISim フロー

ModelSim XE では、コンパイルおよびエラボレーションに次のコマンドが使用されます。

vhpcomp options (VHDL コンパイラ) : VHDL コンパイラが実行され、VHDL ファイルが

指定ディレクトリにコンパイルされます。

vlogcomp options (Verilog コンパイラ) : Verilog コンパイラが実行され、VHDL ファイル

が指定ディレクトリにコンパイルされます。

fuse options (VSIM シミュレーター) : シミュレーションのロードがエラボレートされ、シミュ

レーションを実行するのに起動する必要がある実行ファイルが作成されます。

これらのコマンドには、コンパイルおよびエラボレーションをさらに制御する複数のオプション

があります。

手順 3 : デザインのシミュレーション

ModelSim XE フロー

VSIM を実行すると、デザインがエラボレートされ、シミュレーションが実行されます。 デフォ

ルトでは、vsim を実行すると GUI が起動します。 コマンド ライン モードで実行するには、

-c オプションを使用します。

ISim フロー

fuse を実行すると、ファイル名が付けられた実行ファイルが作成されます。 この実行ファイ

ルを実行して、シミュレーションを起動します。 この実行ファイルは、デフォルトで x.exe とい

う名前が付けられていますが、変更できます。

実行ファイルを実行すると、デフォルトではシミュレーションがコマンドライン モードで実行さ

れます。 GUI を起動するには、-gui オプションを使用します。
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手順 4 : デザインの確認およびデバッグ

波形操作のカスタマイズ

ModelSim XE および ISim では、波形ウィンドウをカスタマイズする機能が提供されています

が、カスタマイズ方法は異なります。ModelSim XE では標準の Tcl コマンドがすべての波形操

作に使用されるのに対し、ISim では Tcl コマンドのサブセットが使用されるものの、大部分が

GUI からカスタマイズされ、その結果が波形コンフィギュレーション ファイルに保存されます。

ISim の波形コンフィギュレーション ファイルは XML ベースのファイルで編集できませんが、

ModelSim XE の波形 Tcl コマンドは変更できます。

ModelSim XE インプリメンテーションと比べたときの ISim インプリメンテーションの主な利点

は、波形コンフィギュレーションの読み込み時間が短いことです。XML ファイルの読み込み

は、複数の Tcl コマンドの実行より早く実行できます。

メモ : ISim にはすべての波形操作に対する Tcl サポートがありません。

マーカーおよびカーソルを使用した計測

ModelSim XE と ISim では、マーカーおよびカーソルを使用した計測方法が多少異なります。

ModelSim XE では、任意の 2 地点間を計測するカーソルが提供されます。必要に応じてカー

ソルを追加でき、新規カーソルは既存のカーソルの下に追加されます。波形ビューアーでは、

カーソル間の距離が自動的に表示されます。

カーソルを使用した ModelSim XE の波形表示

ISim の計測方法は異なります。ISim ではカーソルとマーカーの両方が使用されます。ModelSim

XE ではカーソルが永久的な計測手段として使用されるのに対し、ISim ではカーソルが一時

的手段として使用されます。ISim にはメイン カーソルとセカンダリ カーソルがあり、これら 2 つ

を使用して 2 地点間の距離を計測できます。ISimでは、複数地点間の距離を計測できます。
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ISim での計測

ISim では、フレームのルーラーも提供されます。選択されているマーカーまたはカーソルの

位置は、計測されるその他すべてのマーカーに対して 0 になります。この図では、ISim で任

意の地点間を計測する方法が示されています。

メモ : ISim では、マーカーの名前を変更できません。

アナログ波形

アナログ波形は、ISim のロードマップに含まれています。入手に関する詳細は、ザイリンクス

テクニカル サポートまでお問い合わせください。

シングル クリック コンパイルおよび更新

ModelSim XE では、スタンドアロン GUI にテキスト エディターがビルトインされているので、

HDL コードの変更、再コンパイル、および再シミュレーションが実行できます。

ISim GUI にはテキスト ビューアーはありますが、テキスト エディターはありません。ファイルに

変更しても、再コンパイルおよび再シミュレーションは実行できません。既存のシミュレーショ

ンを閉じて、再起動する必要があります。

Project Navigator との統合

ModelSim XE と ISim は同様に Project Navigator に統合されており、移行しやすくなって

います。

12.4 の ISE® Design Suite より、Project Navigator では ModelSim XE が有効なシミュレーター

チョイスではなく、統合されているその他のシミュレーターを選択する必要があることが通知さ

れます。

ISim ユーザー ガイド

210 http://japan.xilinx.com UG660 (v13.2) 2011 年 7 月 6 日



付録 B : ModelSim XE から ISim への移行

ISim が選択されている Project Navigator の [Process Properties] ダイアログ ボックス

Project Navigator のシミュレーション プロパティ

ModelSim XE と ISim のシミュレーション プロパティの大部分は類似していますが、次に異な

るプロパティを示します。

ライブラリ コンパイル

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[Compiled Library Directory] なし

[Ignore Pre-Compiled Library Warning
Check]

なし

[Generate Verbose Library Compilation
Messages]

なし

ISE Design Suite インストールで配布され
る ISim 用コンパイル済みライブラリ
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カスタム ユーザー コマンド

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[Use Custom Do File] [Use Custom Simulation Command File]
[Use Custom Wave Configuration File]

[Custom Do File] [Custom Simulation Command File]
[Custom Wave Configuration File]

ISim では、エンジン操作を制御する Tcl
コマンドと共通 GUI 操作のほとんどを制
御するコマンドの両方がサポートされて
います。また、波形コンフィギュレーション
ファイルを使用して波形ウィンドウをすば
やく設定できます。

[Use Automatic Do File] なし Project Navigator による ISim スクリプトの
作成を回避できません。

[Custom Compile File List] [Use Custom Project File]
[Custom Project Filename]

ファイルのコンパイル順を変更できます。

なし [Waveform Database Filename] シミュレーションで別のデータベースを
指定できます。

カスタム コンパイラ コマンド

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[Other VSIM Command Line Options] [Other Compiler Options]
[Other Simulator Commands]

ISim では VSIM コマンドが fuse コマンド
と実行ファイル コマンドに分割されます。

[Other VLOG Command Line Options]

[Other VCOM Command Line Options]

[Other Compiler Options] ISim の fuse コマンドにオプションを渡し
ます。

ランタイム設定

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[Simulation Run Time] [Simulation Run Time]

[Simulation Resolution] なし ISim でのデフォルト値は 1ps です。

言語設定

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[VHDL Syntax] なし ISim でのデフォルト値は 93 です。

[Use Explicit Declarations Only] なし なし

[Other VCOM Command Line Options] [Value Range Check]

[Other VLOG Command Line Options] [Specify Search Directories for ‘Include]
[Incremental Compilation]

[Other VLOG Command Line Options] [Specify ’define Macro Name and Value]
[Incremental Compilation]

ModelSim XE にはこれに対する特定
のオプションはありませんが、[Other
Command Line Options] プロパティで指
定できます。

なし [Compile for HDL Debugging]
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付録 B : ModelSim XE から ISim への移行

その他の設定

ModelSim XE プロパティ ISim プロパティ コメント

[Use Configuration Name] なし

[Configuration Name] なし

[Log All Signals in Simulation] なし

[Other VSIM Command Line Options] [Specify Top-Level Instance Names]

PlanAhead ソフトウェアへの統合

PlanAhead™ ソフトウェアに ModelSim XE を統合する予定はありません。

ISimは、ISE® Design Suite 13.1 の PlanAhead に統合されています。
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