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第一章 開発キットの概要 
開発キットは CycloneII/III を搭載するブレッドボードと実験用のインターフェースボード

のセットです。ブレッドボードは Cyclone II(EP2C5Q208, EP2C8Q208, EP2C5Q208, 
EP2C20Q240)或いは Cyclone III(EP3C16Q240, EP3C25Q240)を搭載します。 
 
 
 
 
 
 
 

Cyclone II/III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 デバイス 

特徴 EP2C5 EP2C8 EP2C20 EP3C16 EP3C25 

ロジック・エレメント数 4,608 8,256 18,752 15,408 24,624 

I/O 数 143 139 142 148 148 

RAM 総ビット数 119,808 165,888 239,616 516,096 608,256 

エンベデッド乗計算器数 13 18 26 56 66 

PLL 数 2 2 4 4 4 
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８MB 
Flash 

 
 
 
 

コンフィ

ギュレー

ションデ

バ イ ス

EPCS 

 
 
 
 
 
 

８MB 
SDRAM 

 
 
 
 

ブレッドボードの裏面 

• Cyclone II (EP2C5Q208, EP2C8Q208, EP2C5Q208, EP2C20Q240)或いは

Cyclone III (EP3C16Q240, EP3C25Q240)を搭載 
• コンフィギュレーションデバイス EPCS 搭載。EP2C5 は EPCS1(1Mbit)、

EP2C8/EP2C20 は EPCS4(4Mbit)、EP3C16/EP3C25 は EPCS16(16Mbit)。 
• SDRAM ８MB, Flash 8MB 搭載 
• 二つの 50MHz 水晶発振器搭載 
• JTAG と ASP コネクタ 
• ユーザ LED X 4 
• すべての I/O ピンを 2.54mm ピンヘッダで引き出します。 
• 回路図を提供しております 
• サンプルのソースコードを提供しております。 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  5 

実験用のインターフェースボード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブザー 1602 液晶 I/F 

ブレッド

ボードの

接続コネ

クタ 

EEPROM
24C08 

RTC 
PCF8563 

128X64 液晶 I/F 

DB9 
RS232

10M 
Ethernet
RTL8019

RJ45 
LAN 

 
 
 
 

7 セグメ

ント LED
ｘ8 

VGA 

 
 
 
 
 
 

PS2 キー

ボード

ユーザボタ

ン key0~3
AD の可

変抵抗

DA の出

力端子 

AD 

TLC549 

DA 

TLC5620 
USB UART

CP2102
USB ター

ゲット

• 10M Ethernet RTL8019 X 1 
• ユーザーボタン ｘ 4 
• PS2 ｘ 1 
• VGA ｘ 1 
• RS232 ｘ 1 
• 1602 液晶 I/F ｘ 1(液晶別売) 
• 128X64 液晶 I/F ｘ 1(液晶別売) 
• 7 セグメント LED ｘ 8 
• USB デバイス(CP2102) 
• AD(TLC549), DA(TLC5620) 
• EEPROM(24C08) 
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• RTC(PCF8563) 
• ブザー X 1 
• 回路図を提供しております 
• サンプルのソースコードを提供しております。 

第二章 初の体験 
開発キットにあるサンプルをインストール済み、直接に体験できます。 
 

市販の 128X64 液晶 
 
 

5V 電源  
 

市販の 1602 液晶  
 
 

VGA モニター  
 
 
 
 
 
 

PS2 キーボード  

USB ケーブルでパ

ソコンを繋ぐ 

 
 
 
写真のように各デバイスを設置してください。市販の 1602 と 128X64 液晶は物理構造がコ

ンパチなら、直接に使えます。VGA モニターと PS2 キーボードも市販のものです。これら

デバイスがなければ、も実験できますが、7 セグメント LED の情報だけが見えます。 
 
パソコン側の CP2102 のドライバをインストールしてください。このサイトをご参照くだ

さい。 
http://www.cqpub.co.jp/interface/contents/special/CP2102install/
ハイパーターミナルの設定：ボーレート 115200, フロー制御なし。 

http://www.cqpub.co.jp/interface/contents/special/CP2102install/
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パソコンのメニュー：スタート  すべてのプログラム  アクセサリ  通信  ハイ

パーターミナルを選ぶと、次の画面が出てきます。 

 
 
このハイパーターミナルの名前を入力して、"OK"ボタンを押すと。 

 
CP2102 のシリアルポートを選んでください。 
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シリアル通信速度を 115200bps に設定します。フロー制御はなしです。 
"OK"ボタンを押すと、設定が完了します。 

 
FPGA&SOPC ボードは 1s 周期で USB UART へ送信します。 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  9 

 

Key2 を押すと、PS2
キーボードをテスト 

 
Key2 を押すと、PS2 キーボードをテストします。入力したキーは 128X64 液晶で表示され

ます。入力したキーもパソコンへ送信されます。ハイパーターミナルで見えます。 
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Key0 を押すと、AD をテストします。右側の 4 個 7 セグメント LED で AD 値を表示しま

す。AD 値キーもパソコンへ送信されます。ハイパーターミナルで見えます。AD の可変抵

抗をまわすと、数値が変化します。 

 
Key1 を押すと、RTC 時間をパソコンへ送信します。ハイパーターミナルで見えます。 
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Key3 を押すと、SDRAM をテストして、最初の状態へ戻ります。 
 
 
 
 
 
 
Key0~3 を押すと、VGA の画面も変化します。 
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第三章 開発ツールをインストール 
CPLD/FPGA の開発には、ALTERA から Quartus II Web Edition という無償版のツール

が公開されているのでこちらを利用します。Quartus II には別に製品版があり、Web 
Edition は使用できるデバイスなどに制限がありますが、MAX II と Cyclone II に関しては、

どのデバイスも使用できるのでまったく問題ありません。Quartus II Web Edition は、総

合開発環境になっており、このソフトウェアだけで、ソース・エディタや I/O ピンのアサイ

ンメント、論理合成、デバイスの書き込み用のプログラムなど、PLD/FPGA の開発に必要

な機能がすべて含まれています。また、Nios II エンベデッド・デザイン・スイートは Nios
プロセッサー用の開発ツールです。 
 
付属 CD に Quartus II Web Edition8.0 と Nios II8.0 があります。 

3.1 Quartus II Web Edition をインストールする 

CD/tools/quartusII8.0/quartusII8.0/quartusII8.0/setup.exeを実行してください。 

 
「Next」ボタンを押すと、英文のライセンスが出てきます。同意できる場合は、「I accept the 
terms of the license agreement」を選択して、「Next」ボタンを押します。 
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使用者の名前と所属会社名を入力するダイアログが表示されます。名前は半角のアルファ

ベットで入力しましょう。 
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インストール先フォルダを変更せず、そのまま進んでください。 
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「Complete」を選択してください。 

 
間違いがないかどうか確認し、問題がなければ「Next」を押します。 
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インストール中の画面です。 

 

インストール完了すると、ショートカットをデスクトップに作るかどうか聞かれます。ど

ちらでも選択できます。 
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最後に「Finish」をクリックすると、ウィザードが閉じてインストールが終了します。 
 
 
インストールした後、Quartus II のパッチをインストールしてください。 
CD/tools/quartusII8.0/quartusII8.0/80sp1_quartus_windows_update.exe を実

行してください。 
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3.2 Nios II エンベデッド・デザイン・スイートをインストールする 

CD/tools/quartusII8.0/80_nios2eds_windows/80_nios2eds_windows.exe を 実

行してください。 
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先ず「Install」ボタンを押して解凍します。「Next」ボタンを押します。 

 
ライセンスを同意すれば、「Yes」ボタンを押します。 
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インストール先フォルダを変更せず、そのまま進んでください。 

 
「Complete」を選択してください。 
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間違いがないかどうか確認し、問題がなければ「Next」を押します。 
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インストール中。 

 

インストール完了すると、ショートカットをデスクトップに作るかどうか聞かれます。ど

ちらでも選択できます。 
 

 
最後に「Finish」をクリックすると、ウィザードが閉じてインストールが終了します。 
 
 
インストールした後、Quartus II のパッチをインストールしてください。 
CD/tools/quartusII8.0/80_nios2eds_windows/80sp1_nios2eds_windows.exe を

実行してください。 
 
CD/tools/nios2-flash-programmer.rar を解凍し、生成された *.exe ファイルを

C:¥altera¥80¥nios2eds¥bin フォルダにコピーしてください。 
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第四章 NIOS のソフトウェアの初体験 

 
Nios II IDE を起動します。 
 

 
起動の画面 
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Nios II IDE は eclipse に基づいた開発ツールです。「Workbench」を押します。 
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メニュー「File」 「Import」を選択し、 
ダイアログ画面に「Existing Nios II IDE 
project into workspace」を選択して、

「Next」ボタンを押します。 
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「Browse」を押します。 

 

Examples/all_test_3/software/all_test_v5_syslib を選択し、「OK」ボタンを押しま
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す。 

 

「Finish」ボタンを押します。 

 
「Yes」ボタンを押します。 
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Nios II C/C++ Projects に all_test_v5_syslib を添加されました。all_test_v5_syslib はハ

ードウェアをデザインした時、自動的生成されたシステムライブラリです。

Examples/all_test_3/software フォルダの中のサンプルは同じハードウェア環境を使

用しますので、一回だけ導入します。 
 
同じ手順で、サンプル all_test_v5 を導入してください。 

 
all_test_v5 を導入した様子。all_test_v5 は初体験のサンプルです。 
 
 
 

Examples/all_test_3/software フォルダの中にはほかのサ

ンプルがあります。やってみましよう。 
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コンパイルする前に、all_test_v5 のマウスの右メニューの「Clean Project」でクリアし

ます。 
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all_test_v5_syslib のマウスの右メニューの

「Properties」を選択します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
システムの stdout, stderr, stdin などを設定し

ます。Jtag_uart を選択すれば、ボードの入出

力は NiosIDE のコンソールです。Uart_usb な

ら、CP2102 を使用して、ハイパーターミナル

で入出力します。このサンプルは Uart_usb を

選択してください。 
 

 
設定完了した後、all_test_v5 のマウスの右メニューの「Build Project」でコンパイルし

ます。 

 
コンパイル中の様子。 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  32 

 

 
コンパイル完了した時、NiosIDE のコンソールが表示した情報。 
 

第五章 ソフトウェアのダウンロード 

5.1 ダウンロード・ケーブル 

ダウンロード・ケーブルは二つ種類があります。一つは ByteBlasterII、パソコンの LPT
ポートを使用します。本開発キットは ByteBlasterII コンパチのダウンロード・ケーブルを

付属します。 
 

 

パソコンの

LPT ポート 
開発キットの

JTAG 或いは

EPCS(ASP) 

ByteBlasterII
ダウンロー

ド・ケーブル

 
 
近年、パソコンの LPT ポートの姿がだんだんなくなりました。LPT ポートがないパソコン

は USB ダウンロード・ケーブル(USB-Blaster)を利用してください。 
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続します。 

は専用ダウンロード・ケーブル USB-Blaster 同等のデバイスを提供しております。次

す手順に従って、USB-Blaster のデバイス・ドライバをインストールしてください。 

-Blaster を USB ケーブルでパソコンと繋ぐと、自動的にこの画面が現れ、「いいえ、

は接続しません」を選択してください。 
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「一覧または特定の場所からインストール」を選択してください。 
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USB-Blaster のドライバは C:¥altera¥80¥quartus¥drivers¥usb-blaster にあります。 
 

 
インストール中。 
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インストール完了します。 
 
ドライバをインストールした後、パソコンの最起動の可能性があります。 
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5.2 ダウンロード 

まず、ダウンロード・ケーブルは FPGA ブレッドボードの JTAG ポートを接続して、電源

を入れます。 

JTAGポ

ート

 

 
NiosIDE のメニュー「tools」 「Flash programmer」を選択し、「new」を押します。 
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New ボ

タン 

使用したいダウンロ

ード・ケーブルを選択

使用したいダウンロード・ケーブルを選択します。「Apply」を押します。 
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ダウンロードしたい

プロジェクトを選択

します。

ここをチェック。

ダウンロードしたいプロジェクトを選択します。「Apply」を押した後、「program Flash」
ボタンで書き込み開始します。書き込み成功すれば、NiosIDE のコンソールでこのような

情報が出てきます。 

 
FPGA ブレッドボードの RESET ボタンを押したら、プログラムが実行できます。 
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第六章 サンプルのカスタマ 

 
サンプルは弊社の情報を表示します。自分の情報を表示したい…… 

 
all_test.c には情報を表示するプログラムがあります、直してみましょう。 
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ziku.h は漢字フォントです。ziku.h の一部の内容： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jiskan16-2004-1.bdf.gz は第 1,2 水準の漢字フ

ォントです。左の表はこのフォントの一部です。 
 
漢字の JISコードで漢字のドットマップを探して、

C 言語のフォーマットで ziku.h ファイルにコピー

してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unsigned char ziku2[]={ 
//日 
0x00,0x00,0x1f,0xf8,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x1f,0xf8, 
0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x1f,0xf8,0x00,0x00, 
//新 
0x08,0x02,0x08,0x0e,0xff,0x78,0x42,0x40,0x66,0x40,0x24,0x7f,0xff,0x44,0x08,0x44, 
0x08,0x44,0xff,0x44,0x28,0x44,0x2c,0x44,0x6a,0xc4,0x48,0x84,0xc9,0x84,0x08,0x04, 
//テ 
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xfe,0x00,0x80, 
0x00,0x80,0x00,0x80,0x01,0x80,0x01,0x00,0x03,0x00,0x06,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00, 
//ク 
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x03,0xf8,0x02,0x08,0x06,0x08,0x0c,0x18,0x18,0x10, 
0x00,0x30,0x00,0x20,0x00,0x60,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x07,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00, 
//ニ 
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xf8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7f,0xfe,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 
//カ 
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3f,0xfc,0x01,0x04,0x01,0x04,0x03,0x04, 
0x02,0x04,0x02,0x04,0x06,0x04,0x04,0x0c,0x0c,0x08,0x18,0x08,0x30,0x78,0x00,0x00, 
}; 

STARTCHAR 01-38-92 
ENCODING 18044 
SWIDTH 1024 0 
DWIDTH 16 0 
BBX 16 16 0 -2 
BITMAP 
0000 
1ff8 
1008 
1008 
1008 
1008 
1008 
1ff8 
1008 
1008 
1008 
1008 
1008 
1008 
1ff8 
0000 
ENDCHAR 

漢字「日」の

JIS コード 

C 言語のフォーマット

で漢字のドットマップ

をコピーしてください。

漢 字 「 日 」

16X16 ドット

マップ 
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第七章 ハードウェア環境の更新・回復 
NIOS ソフトウェアの実行は特定のハードウェア環境が必要です。前の紹介したサンプルは

出荷のハードウェア環境で動けます。ほかのサンプルなら、ソフトをダウンロードする前

に、サンプルに対応するハードウェア環境を FPGA に書き込まなければなりません。 

 

EPCS
ポート

まず、ダウンロード・ケーブルは FPGA ブレッドボードの EPCS ポートを接続して、電源

を入れます。 

 

NiosIDE のメニュー「Tools」 「Quartus II Programmer」を選択します。 
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押します 

使用するダウンロード・ケーブルを選択し、Mode は Active Serial Programming を設定し

ます。「Add File」ボタンを押します。 

 

書き込みハードウェア環境のファイル pof を選択します。出荷のハードウェア環境は

all_test_3.pof です。 

 

ここにチェック 
Start を押す 

「Start」ボタンを押すと、更新開始します。 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  44 

 

第八章 提供したサンプル 

8.1 FPGA 実験 

VHDL と Verilog HDL のサンプルを提供いたします。 

• FPGA_LED: FPGA で LED 点灯 
• 7 セグメント LED7； 
• PS2 キーボード； 
• ブザー音楽； 
• LCD 表示; 
• UART 通信； 
• VGA; 
• I2C の EEPROM； 
• AD、DA；  

8.2 NIOS SOPC 実験 

• SOPC_LED:一番簡単な Nios システム; 
• SOPC_LED_BF:Flash の書き込み; 
• タイマーの割り込み； 
• キーボードの割り込み； 
• DMA 転送； 
• UART 通信； 
• PWM； 
• PS2 キーボード； 
• タイマーの割り込みでブザーの音楽を生成； 
• LCD1602 表示，HAL API ドライバを提供し，標準の C ライブラリ; 
• LCD12864 表示，ドライバを提供します; 
• VGA 表示，DMA 転送を使って，モニターで 8 色 320＊240 の英文，漢字，画像，

動画など; 
• RTC PCF8563; 
• I2C の EEPROM; 
• LAN 通信：simple_socket_server と Web server； 
• AD, DA；  



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  45 

• avalon バスの 7 セグメント LED7； 
• NIOS の自定義命令； 
• NIOS の浮点命令； 
• デュアル NiosII CPU； 
• uCOSII； 
• uClinux 
• 8051 マイコンを FPGA に移植。 

 

第九章 LED 点灯：FPGA の開発入門 

9.1 プロジェクトを作成する 

 
Windows を起動し、「スタート」メニューから Quartus II Web Edition を起動します。 
 
Quartus II 評価版上では、これから作る回路が一つのプロジェクトとして使扱われます。

まずは、新しいプロジェクトを作成しましょう。 
 
新規にプロジェクトを作成するには、Quartus II 評価版の「File」メニューから「New Project 
Wizard」を選択し、プロジェクト作成ウィザードを起動します。このウィザードを使えば、

ダイアログに表示された質問に答えていくだけで、簡単にプロジェクトを作ることができ

ます。 
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最初に、New Project Wizard に関する説明が表示されるので、そのまま「Next」を押しま

す。すると、プロジェクトの名前や保存場所を聞いてきます。各問いに対して、次のよう

に書き入れて「OK」ボタンを押してください。 
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パス名やプロジェクト名、モジュール名に漢字や空白などの特殊な記号が含まれていると、

ツールによってはうまく動かないものがあるので、半角のアルファベットや数字などを組

み合わせただけの単純な名前にしてください。 
 
プロジェクト作成ウィザードで入力した三つめの項目は、回路を階層的に設計する場合に

最上位の階層に置くエンティティの名前です。エンティティとは、あるまとまった機能を

もった回路のことです。 
 

CPLD/FPGA 全体 

 
周辺回路 

 
LED 

NIOS II
コア 

エンティティ名：nios_sdram_led 
エンティティ名 
nios_sdram 
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これから作成する回路のエンティティの階層構造です。FPGA 内部は、nios_sdram_led と

いうエンティティで作られています。そして、nios_sdram_led というエンティティの中に、

nios_sdram というエンティティがあります。さらに、nios_sdram というエンティティの

中に NIOS II コアと周辺回路など幾つのエンティティがあります。 
 
このように、小さなエンティティを組み合わせて大きな回路を作って階層構造にすると、

効率良く開発できます。 
 
ダイアログの三つの欄に入力したら「Next」を押します。すると、 

 
この画面が現れます。プロジェクトに追加したいファイルがある場合はここで追加できま

す。今回は不要なので、なにも選択せずに「Next」を押します。 
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使うFPGAデバイスの選択ダイアログで、まず「Family」というダウン・メニューで「Cyclone 
II」を選択し、「Available devices」の中から FPGA ボードに搭載されたデバイスを選びま

す。「Next」を押します。 
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この画面では、このプロジェクトで使用したい Quartus II 評価版以外の外部ツールを選択

できます。今回はQuartus II評価版だけで最後まで設計を行うので、何も選択せずに「Next」
を押します。 
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内容を確認して「Finish」を押します。 
 

 
これは nios_sdram_led プロジェクト作成直後の画面です。 
 
左上の Project Navigator の中に、デバイス名とトップ・レベル・エンティティ名(fpga_led)
が入れ子になって表示されています。これは「EP2C5Q208C8 というデバイスの中に
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fpga_led というエンティティが入っていますよ」という意味です。 
 
このように、Project Navigator 欄を見れば、今開いているプロジェクトがどのような構造

をしているかを確認できます。Project Navigator 欄を閉じてしまった場合は、「View」メ

ニューの中の「Utility Windows」という項目の中に「Project Navigator」があるので、こ

ちらを選択すればもう一度表示できます。 
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9.2 エディタで回路図を描く 

9.2.1 トップ・エンティティを作成する 
「File」メニューから「New」を選択します。 

 
 
「 Block Diagram/Schematic 
File」を選択します。「OK」を

押します。 
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これが回路図エディタです。ここに回路記号を配置していけば

を設計できます。 
 
Block1.bdf という名前は、Quartus II 評価版が勝手に付けた

のは fpga_led というエンティティです。回路図とエンティテ

イル名を fpga_led.bdf として保存します。 
info@nission-tech.com 
 54 

 

回路図エディタ 

、CPLD/FPGA 内部の回路

名前です。これから作りたい

ィを対応させるために、ファ
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「File」メニューから「Save As…」を選び、ファイル名を fpga_led としてください。保存

する場所は先ほど指定したプロジェクトのワーキング・ディレクトリで、 
C:¥altera¥fpga_led 
です。「Save As…」を選ぶと自動的に、このフォルダが開かれます。 

 

保存が終わると、ウィンドウの名前が fpga_led.bdf に変わります。 
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9.2.2 作画手順 
①シンボルを置く 
「Symbol Tool」というボタンを押すと、このようなダイアログが開きます。 

 

 

Symbol Tool 

74 ロ ジ ッ ク は

maxplus2 以下に

入っている

INPUT シンボル 

OUTPUT シンボル 

Libraries 欄に、[+]記号をクリックすると、中身が表示されます。中身のシンボルを選択し

て「OK」ボタンを押します。マウス・カーソルに選択されたシンボルがくっついた状態に

なるので、シンボルを配置したい場所に移動して、マウスの左クリックを押します。配置

できた点で ESC キーを押してカーソルを元に戻してください。 
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②シンボル同士を接続する 
「Symbol Tool」の少し下にある「Orthogonal Node Tool」と

いう鍵状のアイコンを選択します。マウス・カーソルをシンボ

ルのピンに併せて左ボタンを押し、そのまま離さずに他のピン

までドラッグします。すると、ドラッグの開始点と終了点が線

で結ばれます。 
 
同様にしてほかの線も配置してください。接続が終わったら

ESC キーを押し、元のカーソルに戻します。接続を間違えた

場合は、一度 ESC キーを押して元のカーソルに戻し、不要な

配線をクリックして Delete してください。 

Orthogonal 
Node Tool 

 
 
③INPUT 端子と OUTPUT 端子の名前を変える 
INPUT シンボルと OUTPUT シンボルは、エンティティ外側と接続するための端子です。

端子の名前は pin_name という素っ気ないものになっています。 
 
これでは、エンティティを使うときに、いったい何のための端子なのかわからなくなりま

す。そこで、わかりやすい名前に変更しておきます。 
 
端子の名前を変更するためには、ESC キーを押して通常のカーソルに戻した後に、回路図

上の INPUT/OUTPUT シンボルをダブル・クリックします。 

 
Pin name 欄にわかりやすい名前を入力します。 
 
エンティティの回路図入力作業は終わったら、「File」メニューから「Save」を実行して回

路を保存してください。 
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LED 点灯回路図の様子。 

9.3 書き込み前の二つの作業 

9.3.1 回路図をコンパイルする 
入力した回路図から CPLD/FPGA に書き込むデータを生成するためには、作成した回路図

をコンパイルしなければなりません。 
 
Quartus II の「Processing」メニューから「Start Compilation」を選択します。するとコ

ンパイル処理が始まり、プロブレス・バーが働き始めます。コンパイルは数十秒で終了し

ます。 

 

正常にコンパイルが終了しない場合は、何か手順を間違えているか、回路図の入力をミス

している可能性があります。画面に表示されたメッセージを読めば、どのようなミスがあ

るかある程度知ることができます。 
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9.3.2 回路図の入出力と CPLD/FPGA の端子を関連づける 
 
回路図上の端子名と CPLD/FPGA のピン番号との対応をピン・アサインと言います。ピン・

アサインは、「Assignments」メニューの「Pins」を選択します。 

 
Assignments Editor というウィンドウが開きます。 

 

指定したいのはピンの場所、つまり Location です。行の Location の列をダブル・クリック

して、ピンの番号を選択します。 
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9.3.3 tcl ファイルで回路図の入出力と CPLD/FPGA の端子を関連づける 

 
回路図上の端子名と CPLD/FPGA のピン番号との対応を tcl ファイルで管理すれば、便利

です。tcl ファイルはテキスト・ファイルです。Examples フォルダには開発キットのピン・

アサイン総表 pin_config.tcl があります。使用されたピンを自分のプロジェクトの tcl フ
ァイルにコピーしてください。 
 
メニュー「Tools」 「Tcl Scripts」を選択し、 
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「Open File」ボタンで編集、「Run」ボタンでピン・アサインします。 
 
ピン・アサインが完成したら、「File」メニューから「Save Project」を選択してプロジェ

クト全体を保存して、再度コンパイルを実行します。 
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9.4 書き込み 

コンパイル成功すれば、書き込むデータ*pof又は*.sofを生成します。データをCPLD/FPGA
に書き込みましょう。 
※ Quartus II 評価版は*.pof ファイルを生成できません。ALTERA 社からライセンスをも

らうことが必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPCS(ASP) 

JTAG 

FPGA ボードには二つのダウンロードポートがあります。一つは JTAG、*.sof ファイルを

このポートにダウンロードして、直接に FPGA に書き込みます。FPGA は SRAM、揮発性

のため、電源を OFF にすると回路を構成する情報が失われてしまいます。もう一つは

EPCS(ASP)ポート、*pof ファイルをこのポートにダウンロードして、コンフィギュレーシ

ョンデバイス EPCS に書き込みます。EPCS は Flash、不揮発性なので、電源投入時に FPGA
は EPCS から構成データを毎回ロードします。 
 
EPCS は書き込み回数の制限がありますので、デバッグ時、JTAG ポートを利用してくださ

い。開発終了すれば、最後 EPCS に書き込みます。 
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第十章 NIOS II システム・モジュールの設計 
Cyclone II シリーズ FPGA はソフトプロセッサ NIOS II システムを搭載できます。NIOS II
は、32bit CPU、命令・データキャッシュ搭載、最大 250MHz 動作します。とてもハイパ

フォーマンスなＣＰＵです。開発環境は、ポピューラーなＧＣＣで、無償提供されていま

す。開発環境が信じられないほど簡単です。Ｈ８・ＰＩＣ を、お使いの方に使い比べて頂

きたいシステムです。 
 
第九章の CPLD/FPGAの開発入門は定番シンボル(例えば 74シリーズロジックなど)で回路

図を設計します。今回は回路図に CPU を載せます。 
 
まず、Quartus II を起動して、第四章に基づいて、ある空のトップ・エンティティを作り

ます。 
 
「Tools」メニューから「SOPC Builder」を選択し、SOPC Builder を起動します。 

 

 
起動の様子です。 
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ダイアログに NIOS II システムの名前「nios_sram」を入力してください。名前は必ずトッ

プ・エンティティの名前と異なります。 
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システムの周波数を入力します。今回の例は 50MHz です。周波数の欄でダブル・クリック

して、周波数を入力できます。 

 
左側の「Nios II Processor」をダブル・クリックして、Nios II CPU コアを添加します。 
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Nios II は性能の違う 3 種類の CPU コアが提供されていますが、今回はデフォルトの高性

能のグレート(Nios II/f)を使用します。このグレードは、デフォルトでハードウェア乗算器

と命令・データキャッシュ、JTAG デバッガが組み込まれています。今回はこれをそのまま

使用します。「Finish」ボタンを押してください。 
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EP2C8 基板の SDRAM を使うため、SDRAM コントローラを Nios II システムに組み込み

ます。左側の「SDRAM Controller」を選択し、ダブル・クリックして SDRAM コントロ

ーラを添加します。 
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それぞれのメモリごとにデータのビット幅、チップ・セレクトの本数、バンク数、アドレ

スのロウ・カラムの本数、および AC スパックをデータ・シートから読み取り、間違いのな

いように入力します。 

 

 
FPGA 基板は 4 ビットの LED があります。LED を制御するポートを Nios II システムに組
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み込みます。左側の「PIO(Parallel I/O)」を選択し、ダブル・クリックして LED コントロ

ーラを添加します。 

 
ビット幅に 4 を入力してください。「Output ports only」を選択します。 
 
ホストと会話するため、JTAG-UART も組み込むことが必要です。左側の「JTAG_UART」
を選択し、ダブル・クリックして JTAG-UART を添加します。 
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デフォルトの設定のまま進んでください。 
 
EP2C8 基板は一つの 50MHz の水晶発振器しかありません。ほかの周波数又は位相クロッ

クのため、PLL を Nios II システムに組み込みます。左側の「PLL」を選択し、ダブル・ク

リックして PLL を添加します。 
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[Launch Altera’s ALTPLL MegaWizard]ボタンを押して、PLL を設定します。 
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入力クロックは 50MHz を入力します。「Next」を押します。 
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そのまま「Next」を押します。 
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そのまま「Next」を押します。 
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そのまま「Next」を押します。 
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新しい出力クロックを添加します。クロックの位相は-63 に設定してください。このクロッ

クは SDRAM 用の制御クロックです。「Next」を押します。 
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最後の確認です。「Finish」を押します。 
 
Sysid モジュールは、Altera 社のソフトウェア開発環境 IDE を用いてソフトウェアをダウ

ンロードする際に、ハードウェアとの整合性の確認に利用する ID 情報を格納するモジュー

ルです。ここで読み出せる値は、SOPC Builder でロジックを生成するときに与えられるも

のです。左側の「System ID Peripheral」を選択し、ダブル・クリックして Sysid を添加

します。 
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[Finish]を押して、Sysid を生成します。 
 
これまで、必要なモジュールをすべて組み込みました。 
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モジュールの名前はわかりやすい名前に変更します。モジュールの名前欄で右クリックし

て、出てきたメニューから「Rename」を選択します。 

 

 
モジュール用のクロックを選択します。[Clock]欄でダブル・クリックして、PLL のクロッ

ク pll_c0 を選択します。PLL モジュールは外部クロック「clk」を使用します。 
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もう一つの設定は CPU のリセットと実行アドレスです。モジュール CPU の名前欄でダブ

ル・クリックして、CPU 設定のダイアログを再び開きます。 

 

リセットと実行アドレスを SDRAM に設定します。「Finish」を押します。 
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全部の設定が完了しました。「Generate」ボタンを押して、Nios II システムを生成します。 
 

 
Nios II システムを生成中です。 
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生成完了すると、「Exit」を押して、Quartus II に戻します。 
 
Quartus II で再びシンボルボタンを押すと、 

 

シンボルボタン 
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Libraries 欄に、Project 前の[+]記号をクリックすると、中身が表示されます。生成された

Nios II システム「nios_sdram」が見えました！nios_sdram を選択して「OK」ボタンを押

します。マウス・カーソルに選択されたシンボルがくっついた状態になるので、シンボル

を配置したい場所に移動して、マウスの左クリックを押します。配置できた点で ESC キー

を押してカーソルを元に戻してください。 
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次の作業は第四章と同じです。Nios II のシンボルに INPUT/OUTPUT などの端子を配置し

ます。端子の名前は分かりやすい名前に変更してください。 

 
 
配置が終わったら、コンパイル、ピン・アサイン、再コンパイルを行います。Cyclone II
に書き込むデータ*.sof を生成します。このファイルを Cyclone II 書き込みます。 
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第十一章 NIOS II のプログラムの設計 
Nios II システムを構築しました。これから、Nios II システムのプログラムを開発します。 
 
Windows の「スタート」 「すべてのプログラム」 「Altera」 「NIOS II EDS 8.0」
から NIOS II 8.0 IDE が起動します。 
 

 
「File」 「New」 「Nios II C/C++ Application」を選択します。 
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Altera 社は幾つの定番テンプレートを提供しています。これらテンプレートに基づいて、

プログラムを開発しやすいです。もちろん、ゼロ「Blank Project」から開発もできます。

今回は「Board Diagnostics」を選択します。一行のコードも入力することが必要ないです。 
 
「Browse」ボタンを押して、 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  88 

 

生成された Nios II システムの*.ptf ファイルを選択します。 
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「Finish」ボタンを押すと、プログラムとハードウェアに関連するライブラリを自動的に生

成します。 
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左側の「board_diag_0」でマウスの右ボタンをクリックして、「Build Project」を選択して、

ビルドを開始します。 
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ホーム
 

ビルド完了すると、左側の「board_diag_0」でマウスの右ボタンをクリックして、「Run As」
「Nios II Hardware」を選択して、Cyclone ボードにプログラムをダウンロードします。 

 
若しこの情報が出てきたら、 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
NIOS
You have more than one JTAG cable available so you must use
the --cable option 
to choose between them (or open the "Run/Run" or
"Run/Debug" dialog and go to 
the "Target Connection" tab). 
ページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
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No --cable option was provided (or you selected Automatic) 
 

 II IDE のメニュー「Run」 「Run」を選択します。 
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「Target Connection」を押して、使用しているケーブルを選択します。「Run」ボタンを押

します。 

 



株式会社日新テクニカ 
 

ホームページ：http://www.nissin-tech.com         メール：info@nission-tech.com 
  94 

Cyclone II ボードにプログラムをダウンロード完了すると、自動的にプログラムを実行しま

す。Cyclone II ボードとダイアログするコンソールが出てきます。 

 

 

 
 
 
 
 

                              コンソール 
 

コンソールでメニューを選択して、NIOS II システムとダイアログできます。例えば、「a」
と「enter」キーを入力すると、Cyclone II ボードのユーザ LED を点灯します。 
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※ 提供されたサンプルの一部又は全部、回路図で作成した

ものではありません。VHDL 又は Verilog という

HDL(Hardware Description Language: ハードウェア

記述言語)を使って、作成しました。VHDL/Verilog の使

い方はほかの資料を参照してください。 

※ FPGA のサンプル及び解説は弊社のウェブサイト

http://www.nissin-tech.com で常時に更新いたします。ご

覧 く だ さ い 。 疑 問 が あ れ ば 、 ど ん な 質 問 で も

info@nissin-tech.com へ送信してください、できるだけ答

えます。 
 


	第一章 開発キットの概要
	第二章 初の体験
	第三章 開発ツールをインストール
	3.1 Quartus II Web Editionをインストールする
	3.2 Nios II エンベデッド・デザイン・スイートをインストールする

	第四章 NIOSのソフトウェアの初体験
	第五章 ソフトウェアのダウンロード
	5.1 ダウンロード・ケーブル
	5.2 ダウンロード

	第六章 サンプルのカスタマ
	第七章 ハードウェア環境の更新・回復
	第八章 提供したサンプル
	8.1 FPGA実験
	8.2 NIOS SOPC実験

	第九章 LED点灯：FPGAの開発入門
	9.1 プロジェクトを作成する
	9.2 エディタで回路図を描く
	9.2.1 トップ・エンティティを作成する
	9.2.2 作画手順

	9.3 書き込み前の二つの作業
	9.3.1 回路図をコンパイルする
	9.3.2 回路図の入出力とCPLD/FPGAの端子を関連づける
	9.3.3 tclファイルで回路図の入出力とCPLD/FPGAの端子を関連づける

	9.4 書き込み

	第十章 NIOS IIシステム・モジュールの設計
	第十一章 NIOS IIのプログラムの設計


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


