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シミュレーションの意義 
• 実機(FPGA)ではすべての内部信号は見れないが、シミュレー

ションなら1クロックごとに見える 
• 実機で動かすより、記述→テスト→記述→テストのサイクルが

はるかに短くできる（たくさん試せる） 
• IPコアごとにシミュレーションして、確実に動作することを確

認して、それを組み合わせるのがVivado流のやり方 
• 顧客にテスト条件＆テスト結果として提出できる 

 



シミュレーションのやり方 
1. まず、ソースファイルとなるVHDL/Verilogのモジュールを用

意する 
2. テストベンチを作成する 
3. Vivadoのプロジェクトへテストベンチを追加 
4. Run Simulationを押す 

 



テストベンチ 
 
 
 
 

テストベンチとは？ 
• 信号をどのように変化させるかを、VHDLやVerilogで書いたも

の。 
• 実機での他のICや通信元が出してくる波形をイメージして書く 

モジュール 
FPGA 

（検証したいモ
ジュールを実装） 

シミュレーション時 実機で動かすとき 

他のICや 
通信元 

他のICや 
通信先 

clk<= 
… 
… 

波形を 
言語で書く 

オシロや内蔵ロジアナで 
見る 



シミュレーションの種類 

言語ベースでシミュレーションを行う。 
通常はこれでよい。 

実機のFPGAのしかるべき場所にフィットされた 
プリミティブや配線を想定して、 
タイミングまで含めてシミュレーションする。 
一番正確だけど、時間がかかる。 

実機の構成は言語と必ずしも一致しない。（冗長な回路が取り除かれたりするため） 
が、それで挙動が変わるようであれば問題である。 

論理圧縮やXILINX特有のプリミティブ 
にフィットした状況を想定して 
シミュレーションを行う 



具体的な手順 



手順１ 新規ファイルの追加 

ここを押す 



手順２  

ここを選択 



手順３ ファイル名を指定 

VHDLを選択 
ファイル名を 
適当に入力 
 
(mainのtestbenchの意味) 



手順４ 

チェックする 

押す 



手順５  

何もせずに押す 



手順６ プロジェクトに追加 

プロジェクトに追加されたことを確認 

←とりあえず押してみる 



手順７ 最初のシミュレーション 

おそらく、何も出ない。 
なぜか？ 
それはテストベンチを書いていないから、 
信号の変化を指示できていないため。 



手順８ テストベンチの記述 
• tb_main.vhdに添付ファイルをコピー＆ペースト 



手順９ シミュレーションの実行 
• おそらく、LED_OPがU(Undefined)のまま。 

なぜか？ 
それは信号の初期値が未定義のため。 



手順10 signal初期値の指定 
• main.vhdの下記の行を修正する 
• シミュレーションでは、signalの初期値はUndefinedなので、 

:=で初期値を指定しないとうまくシミュレーションできない 
ため。 



手順11 シミュレーションの再開 

①ファイルが読み直される 

②時間を0に戻す 

③シミュレーションをスタートす
る 



手順12 シミュレーションが止まる 
• 最初のシミュレーションは1usで停止するらしい 

これを押して次へ進めること 



手順13 全体が見えてきた 
 

止めたいときは、これを押す 



テストベンチの書き方 



テストベンチの基本的な構造 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
 
entity tb_main is 
  // ポート宣言はなし 
end tb_main; 
 
architecture Simuration of tb_main is 
 
component xxx 
    Port ( // 検証対象モジュール 
       ・・・ 
    ); 
end component; 
 
// モニタしたい信号を宣言 
signal xtalclk : STD_LOGIC := '0'; 
signal pushsw  : STD_LOGIC := '0'; 
signal led     : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"00"; 
   
constant clock_period : TIME := 10 ns; 
 
begin 

  //モジュールのインスタンシエート 
  ラベル : xxx port map ( 
  ); 
 
  // テストベンチの本体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
end Simuration; 

任意のテストベンチ名 

任意の名前 

 ラベル : process 
  begin 
  end process; 

 ラベル : process 
  begin 
  end process; 

 ラベル : process 
  begin 
  end process; 

ここに書かれた
信号や定数が 
波形として表示
される 

検証対象のモ
ジュールを
component宣言
する 

初期値が重要だが、 
この書き方に 
頼りすぎてはいけない 



初期値の書き方について 
• signal xxx : std_logic := ’1’;のように書く。 
• この書き方で、シミュレーション時の初期値が与えられる。 

• 実機（FPGA）のレジスタの初期値ではないので、これに頼るとシミュ
レーションと実機とで異なる動作をすることになる。 
• なお、FPGAの内部のレジスタの初期値は0である。 
• これはAttributeで変更可能。だが、しないほうがいい。 
• つまり、起動時にオール0で動作するようなFPGAの設計にすること。 
• これに頼るとASICならどうなるの？とか各方面からツッコミが来る。 

• が、最近のツールではFPGAのレジスタの初期値になるらしい。 
• 0以外の値にセットするのを積極的に使わないほうがよい。 

 
→ ツールや、FPGAのファミリなどによって例外が多い 



初期値の正しい与え方 
• 同期リセットを使おう process (clk) begin 

    if(clk'event and clk='1') then 
        if(reset_ip = '1') then 
            sig1 <= x"0000"; 
        else 
            sig1 <= sig1 + sig2; 
            ・・・ 
        end if; 
    end if; 
end process; 

reset_ip <= '1'; 
wait for 100ns; 
reset_ip <= '0'; 

モジュール 

テストベンチ 

・同期リセットで、内蔵レジスタを0にリセットする。 
・非同期リセットは使わない。 
・0からスタートできるような構成にする。 



モジュールのインスタンシエート 
• mainというモジュールの、xtalclk_ipというポートに、xtal_clk

という信号を接続する。 
• pushsw_ipというポートに、pushswという信号を接続する。 
• led_opというポートに、ledという信号を接続する。 

 

led_op 
xtalclk 

pushsw 

xtalclk_ip 

pushsw_ip 

led 

mainモジュール 

テストベンチ(tb_main.vhd) 

process文 

出てくるsignalは 
すべて波形として 
モニタされる 



Process文で信号を生成 
tb : PROCESS 
    variable step : integer range 0 to 100000000 := 0; 
BEGIN 
    pushsw <= '0'; 
    while(step < 100000000) loop 
        if(step > 50000000) then 
            pushsw <= '1'; 
        end if; 
        step := step + 1; 
 
        xtalclk <= '1'; 
        wait for clock_period / 2; 
        xtalclk <= '0'; 
        wait for clock_period / 2; 
    end loop;   
    wait; -- will wait forever 
END PROCESS; 

ラベル 
（任意） 

このprocessだけで使う 
内部変数の宣言 

100M回でループを抜ける 
50M回のときに 
信号を変化させる 

クロックを生成 

waitで永遠に待つ（つまり、終了）  
（waitがないと最初から再び繰り返してしまう) 



process文の書き方のパターン１ 

label2 : process 
begin 
    pushsw <= '1'; 
    wait for 1ms; // 1ms待つ 
    pushsw <= '1';  
    wait ;  // 無限に待つ 
end process; 

label1 : process 
begin 
    clk <= '1'; 
    wait for 10 ns; 
    clk <= '0'; 
    wait for 10 ns; 
end process; 

クロックなど、無限に繰り返す場合 
（process文の内容がループして 
実行される） 

1回限りの信号生成の場合 
（最後をwaitで終わらせる） 



process文の書き方のパターン2 

label3 : process 
    step : integer range 0 to 10000; 
begin 
    step := 0; 
    signal <= '0'; 
    while(step < 10000) loop 
        if(step = 1000) then 
            signal <= '1'; 
        end if; 
        step := step + 1; 
    end loop; 
    wait; 
end process; 

・変数はprocessとbeginの間で宣言する。 
・変数への値の代入は:=を使う。 
 （signalは<=） 
・ループの回数をもとに信号を作ると、 
 開始からの時間ではなく、 
 クロック数をもとに条件を設定できる 



テストベンチにエラーがある場合 
• Vivadoはエラーのあるモジュールを受け付けないので 

プロジェクトツリーから弾かれる 
• けっこうめんどくさい 

エラーがない場合 エラーがある場合 



シミュレーションの面倒なところ 
• テストベンチを書かなければならない 
• XILINX ISEという以前のツールではテストベンチのひな型を自

動生成してくれたが、Vivadoではその機能がなくなった。 
• Tcl sroreにwrite_templateというモジュールがあるという噂もあったが、実際にはシミュレー

ション用stubの自動生成はできない 
• future planとのことだが、いつまでたっても実装されないので、やるきがないのかもしれない 



まとめ 
• シミュレーションのやり方と、テストベンチについて説明 
• テストベンチの書き方は工夫してみてください 
• 100回くらいやれば慣れるはず 
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