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Application Note 357

アルテラ FPGA デバイスの
CRC によるエラー検出

およびリカバリ

概要 航空電子、テレコム、システム・コントロール、および軍事用アプリケー
ションの分野で使用されるクリティカルな用途では、以下ができること
が重要です。

FPGA デバイスに格納されたコンフィギュレーション・データが正

確であるかを確認する。
システムにコンフィギュレーション・エラーの発生を警告する。

1 SEU に関する情報は、アルテラ・ウェブサイト

（ www.altera.co.jp）の製品ページにあります。

ある種のデバイスに組み込まれた専用回路は、オプションで継続的かつ
自動的に SEU をチェック可能な CRC（Cyclic Redundancy Check）エラー

検出機能で構成されています。

Quartus® II ソフトウェア v4.1 から FPGA デバイスにエラー検出 CRC 機

能が提供されています。Quartus II ソフトウェア CRC 機能は、以下のデ

バイスでサポートされています。

Stratix® IV
Stratix III
Stratix II
Stratix II GX
Stratix
Stratix GX
Cyclone® III
Cyclone II
Cyclone

1 HardCopy®、HardCopy II、およびHardcopy IIIデバイスはコンフィ

ギュレーション回路を備えていないので、CRC 機能は必要あり

ません。 

1 このアプリケーション・ノートでは、デバイスがユーザー・モー

ドのときにエラー検出CRC機能をアクティブにして使用する方

法、および CRC エラーにより発生したコンフィギュレーショ

ン・エラーから回復する方法について説明します。このアプリ
ケーション・ノートの内容は、以下のデバイスのエラー検出
CRC 機能のみを対象としています。
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Stratix II
Stratix II GX
Stratix
Stratix GX
Cyclone II
Cyclone 

f Stratix IV、Stratix III および Cyclone III デバイスのエラー検出 CRC 機能に

ついては、「デバイス・ハンドブック」の「SEU の緩和」の章を参照し

てください。

このアプリケーション・ノートでは、以下について説明します。

2 ページの「エラー検出の基礎」

3 ページの「コンフィギュレーション・エラー検出」

3 ページの「ユーザー・モード・ エラー検出」

5 ページの「CRC_ERROR ピン配置」

6 ページの「エラー検出 ブロック」

9 ページの「エラー検出のタイミング」

12 ページの「ソフトウェア・サポート」

17 ページの「CRC エラー からの回復」

17 ページの「まとめ」

エラー検出の
基礎

エラー検出では、媒体から受信したデータが送信中に破壊されたかどう
かを判定します。これを実行するために、トランスミッタはデータの
チェックサム値を計算し、オリジナルのデータ・フレームにチェックサ
ムを付加するファンクションを使用します。レシーバは同じ計算方法を
使用して、受信データ・フレームのチェックサムを生成し、これを送信
されたチェックサムと比較します。この 2 つのチェックサム値が等しい

場合、受信データ・フレームは正しく、送信中またはストレージ中にデー
タ破壊は発生していません。

エラー検出 CRC 機能も、同じ概念を使用しています。Stratix および

Cyclone シリーズ（Stratix II、Stratix II GX、Stratix、Stratix GX、Cyclone
II、および Cyclone）のデバイスがユーザー・モードになっている場合は、

エラー検出 CRC 機能により、コンフィギュレーション・データの完全性

が確保されます。

1 以下の 2 つの CRC エラー・チェックがあります。1 つはコンフィ

ギュレーション時に常に実行されるチェックで、もう1つはユー

ザー・モードにおいてバックグラウンドで実行されるオプショ
ンの CRC エラー・チェックです。本資料では、ユーザー・モー

ドの CRC エラー検出機能について説明します。
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コンフィギュレーション・エラー検出

コンフィギュ
レーション・
エラー検出

デバイスがユーザー・モードのときにのみ利用可能なエラー検出 CRC 機

能は、フレーム・ベースの CRC を超える追加的な機能です。この機能に

より、StratixおよびCycloneシリーズのデバイスのコンフィギュレーショ

ン中にデータ完全性がチェックされます。コンフィギュレーション・モー
ドでは、フレーム・ベースの CRC がコンフィギュレーション・データ内

に格納され、各データ・フレームの CRC 値を保持しています。

コンフィギュレーション中には、FPGA が受信したデータ・フレームに

基づいて CRC 値を計算し、それをデータ・ストリームのフレーム CRC
値と比較します。コンフィギュレーションは、デバイスがエラーを検出
するか、コンフィギュレーションが完了するまで継続します。

ユーザー・
モード・
エラー検出

すべての Stratix および Cyclone シリーズのデバイスは、CRAM
（configuration randomaccess memory）セル内のソフト・エラーによるデー

タ破壊を検出するエラー検出回路を内蔵しています。 

ソフト・エラーとは、放射性粒子によって生じる CRAM ビット状態の変

化のことです。

デバイスをリコンフィギュレーションすることによってデータ・ビット
が正しい値に書き直されると、デバイスは正しく機能します。このエラー
検出機能は、コンフィギュレーション済みの CRAM ビットの CRC を継

続的に計算し、それを計算済みの CRC と比較します。両方の CRC が一

致する場合、現在のコンフィギュレーション CRAM ビットにはエラーは

ありません。このエラー検出プロセスは、デバイスがリセットされる
（nCONFIGを Low に設定）まで継続します。

Stratix および Cyclone シリーズのデバイスのエラー検出機能は、メモリ・

ブロックと I/O バッファはチェックしません。メモリ・ブロックは、内

容にエラーがないかチェックするのに使用されるパリティ・ビットをサ
ポートしています。I/O バッファのビットは、ストレージ・エレメント

としてソフト・エラーに強いフリップ・フロップを使用しているため、
エラー検出時にチェックされません。計算済み CRC と他のエラー検出回

路のオプション・ビットを格納するために、同様なフリップ・フロップ
が使用されています。

Stratix および Cyclone シリーズのデバイスのエラー検出回路は、32 ビッ

ト CRC IEEE 802 規格と 32 ビット多項式を CRC ジェネレータとして使

用します。したがって、32 ビットの CRC 計算はデバイスによって実行

されます。ソフト・エラーが発生しない場合、結果の 32 ビット・シグネ

チャ値は 0×00000000で、結果として出力信号 CRC_ERRORは 0になり

ます。デバイス内でソフト・エラーが発生すると、結果のシグネチャ値
はゼロ以外になり、出力信号 CRC_ERRORは 1になります。
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Stratix II、Stratix II GX および Cyclone II デバイスは、ユーザー・モード

のときに、CHANGE_EDREG JTAG 命令をサポートしており、これで 32
ビット・ストレージ・レジスタに書き込むことができます。Jam ファイ

ル（.jam）を使用して、テストと検証プロセスを自動化することができ

ます。これは、デバイスをリコンフィギュレーションすることなく、CRC
機能をイン・システムでオン・ザ・フライに検証できるようにする強力
なデザイン機能です。CRC 回路の使用に切り換えて、SEU で誘発された

実際のエラーをチェックできます。

1 デバイスがユーザー・モードのときは、CHANGE_EDREG JTAG
命令しか実行できません。

Stratix II および Stratix II GX デバイスは、コンフィギュレーション・モー

ド中に CRC 値を計算します。これらのデバイスは、コンフィギュレー

ション・モードの終了時に CRC 値を 32 ビット・ストレージ・レジスタ

にロードします。

Stratix、Stratix GX、Cyclone II および Cyclone デバイスの場合、CRC は

Quartus II ソフトウェアで計算され、コンフィギュレーション・ビット・

ストリームの一部としてデバイスにダウンロードされます。これらのデ
バイスは、コンフィギュレーション・モードの終了時に 32 ビット・スト

レージ・レジスタに CRC を格納します。

ユーザー・モードでエラー検出 CRC 機能がイネーブルされると、これら

のデバイスはデバイスの内容に基づいてCRCを再計算し、それを32ビッ

ト・ストレージ・レジスタと比較します。

表 1. CHANGE_EDREG JTAG 命令

JTAG 命令 命令コード 説明

CHANGE_EDREG 00 0001 0101 この命令は、TDIと TDOの間に 32 ビット CRC オプション・レジ

スタを接続します。CRC_ERRORピンにあるエラー検出 CRC 回路

の動作をテストするために、計算済み CRC を CRC オプション・レ

ジスタにロードできます。
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CRC_ERROR ピン配置

CRC_ERROR
ピン配置

表 2 は、CRC_ERRORピンを説明しています。表 3 および 4 に、Stratix お

よび Stratix GX デバイス・ファミリの CRC_ERRORピン位置を示します。

1 WYSIWYG（What You See Is What You Get）は、Quartus II ソフ

トウェアの VQM（Verilog Quartus Mapping）ネットリストで最

適化を行う最適化手法です。

表 2. CRC_ERROR ピンの概要

ピン名 ピン・タイプ 説明

CRC_ERROR I/O、出力 エラー検出回路がコンフィギュレーション CRAM ビットでエラーを検出し

たことを示すアクティブ High 信号です。このピンはオプションで、エラー

検出 CRC 回路がイネーブルされるときに使用されます。エラー検出 CRC
回路がディセーブルされると、ユーザー I/O ピンになります。WYSIWYG
機能を使用するとき、CRC エラー出力は CRC_ERRORピンへの専用パスで

す。CRC_ERRORピンはオープン・ドレインや反転をサポートしません。

表 3. Stratix デバイスの CRC_ERROR ピン・テーブル

デバイス

デバイス・パッケージ

 484 ピン
FineLine 
BGA (1)

 672 ピン
BGA

 672 ピン
FineLine 

BGA 

 780 ピン
FineLine 

BGA 

 956 ピン
BGA

 1,020 ピン
FineLine 

BGA 

 1,508 ピン
FineLine 

BGA 
EP1S10 (2) N14 W10 W10 AA20 — — —

EP1S20 N14 W10 W10 AA20 — — —

EP1S25 — W10 W10 AA20 — AF20 —

EP1S30 — — — AA20 AE21 AF20 —

EP1S40 — — — AA20 AE21 AF20 AN25

EP1S60 — — — — AE21 AF20 AN25

EP1S80 — — — — AE21 AF20 AN25

表 3 の注：
(1) FineLine BGA とは、FineLine ボール・グリッド・アレイのパッケージ・タイプです。

(2) EP1S10 エンジニアリング・サンプル（ES）デバイスはエラー検出機能をサポートしていません。
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Stratix II、Stratix II GX、Cyclone II および Cyclone デバイスの CRC_ERROR
ピン情報は、アルテラ・ウェブサイト（www.altera.co.jp）にある Literature
ページのデバイス・ピン配列にレポートされます。

エラー検出
ブロック

Quartus II ソフトウェアでは、Stratix または Cyclone シリーズのデバイス

のエラー検出ブロックをイネーブルできます（12 ページの「ソフトウェ

ア・サポート」を参照）。このブロックには、デバイス内のコンフィギュ
レーションCRAMビット用の 32ビットCRCシグネチャの計算に必要な

ロジックが含まれています。

この CRC 回路はエラーが発生した場合でも継続して動作します。ソフ

ト・エラーが発生すると、デバイスは CRC_ERRORピンを High に設定し

ます。以下の 2 つのタイプの CRC 検出により、コンフィギュレーショ

ン・ビットをチェックします。

1 つは、CRC_ERRORピンで使用するためのユーザー・モード中の

CRAM エラー・チェック機能（32 ビット CRC）です。32 ビット

CRC 値は 1 つしかなく、この 32 ビット CRC 値で CRAM データを

すべてカバーします。

もう 1 つは、各コンフィギュレーション・データ・フレームに組み

込まれている 16 ビット CRC です。コンフィギュレーション中、

データのフレームが FPGA にロードされた後、計算済み CRC が

CRC 回路にシフト・インされます。同時に、シフト・インされた

データ・フレームの CRC 値が計算されます。計算済み CRC と計算

された CRC 値が一致しない場合、nSTATUSが Low に設定されま

す。どのデータ・フレームにも 16 ビット CRC があるため、コン

表 4. Stratix GX デバイスの CRC_ERROR ピン・テーブル

デバイス
デバイス・パッケージ

672 ピン FineLine BGA 1,020 ピン FineLine BGA 
EP1SGX10C U15 —

EP1SGX10D U15 —

EP1SGX25C U15 —

EP1SGX25D U15 AE21

EP1SGX25F — AE21

EP1SGX40D — AE21

EP1SGX40G — AE21
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CRC_ERROR ピン配置

フィギュレーション・ビット・ストリーム全体では多数の 16 ビッ

ト CRC 値があります。コンフィギュレーション・データ・フレー

ムの長さはデバイスごとに異なります。

このアプリケーション・ノートでは、最初のタイプ、すなわちデバイス
がユーザー・モードの場合のみの 32 ビット CRC を中心に扱います。
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エラー検出レジスタ

エラー検出回路には、計算された CRC シグネチャと計算済み CRC 値を

格納する 2 組の 32 ビット・レジスタがあります。シグネチャ・レジスタ

にゼロ以外の値がある場合、CRC_ERRORピンは High に設定されます。 

図 1 に、エラー検出ブロックおよび関連する 32 ビット・レジスタのブ

ロック図を示します。 

図 1. エラー検出ブロック図

図 1 の注：
(1) 32 ビット・シフト・レジスタを読み出すには、31 サイクルの clk 信号をクロックさせる必要があります。

CRC

32

32

32

32

CRC_ERROR
32 32

32

32

(1)

32

32
32CRC
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エラー検出のタイミング

表 5 は、図 1 に示すレジスタを定義しています。

エラー検出の
タイミング

デバイス・コンフィギュレーションを完了し、デバイスをユーザー・モー
ドにすると、CHANGE_EDREG JTAG 命令を実行することができます。ソ

フト・エラーがない場合、コマンドが実行される前に CRC_ERROR ピン

が Low に設定されます。エラー検出 CRC 回路の 32 ビット CRC オプショ

ン・レジスタを変更して、ソフト・エラーを発生させることができます。
CRC_ERRORピンが High に設定され、エラーが示されます。CRC 値の変

更によって誘発された障害を検証した後、同じ命令を使用して正しい値
を挿入することによって、32 ビット CRC 値を正しい CRC 値に戻すこと

ができます。不正値を入れて更新する前に、まず正しい値を読み出して
ください。さらに、Jam ファイルを作成して、このプロセスを自動化す

ることができます。

Quartus II ソフトウェアを通してエラー検出 CRC 機能がイネーブルされ

ると、デバイスはコンフィギュレーションおよび初期化の完了後、ユー
ザー・モードに入ったときに自動的に CRC プロセスをアクティブにしま

表 5. エラー検出レジスタ

レジスタ 機能

32 ビット・シグネチャ・

レジスタ

このレジスタには CRC シグネチャが含まれます。シグネチャ・レジスタには、

ユーザー・モードで計算された CRC 値を計算済み CRC 値と比較した結果が含ま

れます。エラーが検出されなかった場合、シグネチャ・レジスタはすべてゼロに

なります。シグネチャ・レジスタにゼロ以外の値がある場合、コンフィギュレー

ション CRAM の内容にエラーがあることを示します。

CRC_ERROR信号は、このレジスタの内容から派生したものです。

32 ビット・ストレージ・

レジスタ

このレジスタには、コンフィギュレーション・ステージの終了時に 32 ビットの計

算済み CRC シグネチャがロードされます。このシグネチャは、ユーザー・モード

時には、CRC エラーを計算するために 32 ビット CRC 回路（図 1 に示すように

Compute and Compare CRC ブロックと呼びます）にロードされます。

CHANGE_EDREG JTAG 命令の実行中、このレジスタは 32 ビット・スキャン・

チェーンを形成します。CHANGE_EDREG JTAG 命令は、ストレージ・レジスタの

内容を変更できます。したがって、エラー検出 CRC 回路の機能は、動作中にエ

ラーを発生させる命令を実行することによって、イン・システムでチェックされ

ます。CHANGE_EDREG命令を発行するときに、デバイスの動作は停止しません。

32 ビット・アップデー

ト・レジスタ

このレジスタは、シグネチャ・レジスタの内容が有効になってから 1 サイクル後

にシグネチャ・レジスタの内容で自動的にアップデートされます。これにより、

シフト・レジスタがアップデート・レジスタの内容を読み取っているときに同時

にアップデート・レジスタがシグネチャ・レジスタの内容によって書き換えられ

ることはありません。

32 ビット・シフト・レ

ジスタ

ロジック・アレイは、このレジスタにアクセスできます。また、このレジスタに

より、ユーザー・ロジックは、アップデート・レジスタまたは計算済み CRC 値が

格納されたレジスタの内容を読み取ることができます。
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す。CRC_ERRORピンはエラーが発生するまで Low にドライブされます。

CRC_ERROR ピンは、エラー検出回路が前の CRC 計算で不正なビットを

検出したときに High にドライブされます。

1 アルテラでは、テストの完了後にデバイスをリコンフィギュ

レーションすることを推奨しています（CRC オプション・レジ

スタが変更されたため）。

CRC_ERROR ピンは一度 High になると、次の CRC 計算中も High になっ

たままです。このピンは前の CRC 計算の記録は保持しません。新しい

CRC計算に不正なビットが含まれていない場合、CRC_ERRORピンはLow
にドライブされます。エラー検出はデバイスがリセットされるまで動作
します。

デバイスがユーザー・モードに入ると直ちに、エラー検出 CRC 機能がイ

ネーブルされます。エラー検出回路はコンフィギュレーション・オシレー
タを動作させます。CRC 回路は、最大周波数およびその分周周波数で内

部コンフィギュレーション・オシレータを動作させます。表 6 に、最小

および最大エラー検出周波数を示します。

QuartusII ソフトウェアで分周係数を指定することによって、低いクロッ

ク周波数を設定することができます（12 ページの「ソフトウェア・サ

ポート」を参照）。除数は 2 のべき乗（2n）です。ここで、nは 0 ～ 8 で

す。除数の範囲は 1 ～ 256 です。以下の等式を参照してください。

表 6. 最小および最大エラー検出周波数

デバイス・
タイプ

 エラー検出

周波数

最大エラー検出
周波数

最小エラー検出
周波数

有効な除数（2n）

Stratix および

Stratix GX
100 MHz/2n 100 MHz 390 kHz 0、1、2、3、4、5、

6、7、8

Stratix II および

Stratix II GX
100 MHz/2n 50 MHz 390 kHz 1、2、3、4、5、6、

7、8

Cyclone および

Cyclone II
80 MHz/2n 80 MHz 312.5 kHz 0、1、2、3、4、5、

6、7、8

 =
100 MHz

2n
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エラー検出のタイミング

各 CRC の計算に要する時間は、デバイスとエラー検出クロック周波数に

よって決まります。表 7 に、Stratix および Cyclone シリーズのデバイス

の最小および最大クロック周波数での各CRC計算に対する見積り時間を

示します。

表 7. CRC の計算に要する時間 （1/2）

デバイス 最小時間（ms）注（1） 最大時間（s）注（2）

Stratix II GX デバイス

EP2SGX30 22 2.816

EP2SGX60 39 4.992

EP2SGX90 59 7.552

EP2SGX130 86 11.008

Stratix II デバイス

EP2S15 10 1.28

EP2S30 22 2.816

EP2S60 39 4.992

EP2S90 59 7.552

EP2S130 86 11.008

EP2S180 115 14.72

Stratix デバイス

EP1S10 4.3 1.1

EP1S20 7.2 1.9

EP1S25 9.8 2.5

EP1S30 12.8 3.3

EP1S40 15.3 3.9

EP1S60 21.7 5.6

EP1S80 29.6 7.6

Cyclone デバイス

EP1C3 0.92 0.24

EP1C4 1.3 0.32

EP1C6 1.8 0.45

EP1C12 3.5 0.90

EP1C20 5.4 1.4
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ソフトウェア・
サポート

QuartusII ソフトウェアは、バージョン 4.1 以降でエラー検出 CRC 機能を

サポートしています。この機能をイネーブルすると、オプションの兼用
CRC_ERRORピンに CRC_ERROR出力を生成します。

エラー検出 CRC 機能は、Quartus II ソフトウェアの Device & Pin Options
ダイアログ・ボックスで制御され、32 ビット CRC 回路を使用してデー

タの信頼性を確保しています。 

CRC を使用したエラー検出機能は、以下のステップを実行することによ

りイネーブルされます。

1. Quartus II ソフトウェアを開いて、Stratix または Cyclone シリーズ

のデバイスを使用してプロジェクトを読み込みます。

2. Assignments メニューの Settings をクリックします。Settings ダイア

ログ・ボックスが表示されます。

Stratix GX デバイス

EP1SGX10C 4.3 1.1

EP1SGX10D 4.3 1.1

EP1SGX25C 9.8 2.5

EP1SGX25D 9.8 2.5

EP1SGX25F 9.8 2.5

EP1SGX40D 15.3 3.9

EP1SGX40G 15.3 3.9

Cyclone II デバイス

EP2C5 2 0.512

EP2C8 3 0.768

EP2C20 6 1.536

EP2C35 11 2.816

EP2C50 16 4.096

EP2C70 23 5.888

表 7 の注：
(1) 最小時間は、最大エラー検出クロック周波数に対応しており、プロセス、電

圧、温度によって変動する可能性があります。

(2) 最大時間は、最小エラー検出クロック周波数に対応しており、プロセス、電

圧、温度によって変動する可能性があります。

表 7. CRC の計算に要する時間 （2/2）

デバイス 最小時間（ms）注（1） 最大時間（s）注（2）
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ソフトウェア・サポート

3. Category リストの Device を選択します。Device ページが表示され

ます。

4. Device & Pin Options をクリックします。Device & Pin Options ダイ

アログ・ボックスが表示されます（図 2 を参照）。 

5. Device & Pin Options ダイアログの Error Detection CRC タブをク

リックします。

6. Enable error detection CRC をオンにします。

7. 10 ページの表 6 に示すとおり、Divide error check frequency by
ボックスに有効な除数を入力します。

1 この除数値は、CRC 回路をクロックするコンフィギュレーショ

ン・オシレータ出力クロックの周波数を分周します。

8. OK をクリックします。

図 2. Quartus II ソフトウェアにおけるエラー検出 CRC 機能のイネーブル
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ユーザー・ロジックを通じたエラー検出ブロックへのアク
セス

エラー検出回路には、計算された 32 ビット CRC シグネチャを格納し、

ユーザー・ロジックによるこのシグネチャの読み出しを可能にする特定
のレジスタが含まれています。ユーザー・ロジックをエラー検出回路に
インタフェースするには、ロジック・アレイにアクセスする必要があり
ます。<device>_crcblockは、ユーザー・ロジックからエラー検出回

路へのインタフェースを確立するために使用されるWYSIWYGコンポー

ネントです。<device>_crcblockプリミティブ・アトムには、アトム

の中に含めなければならない入力および出力ポートが入っています。ロ
ジック・アレイにアクセスするには、<device>_crcblock WYSIWYG
アトムをデザインに挿入しなければなりません。図 3 は、FPGA デバイ

スのエラー検出ブロック図を示したもので、ユーザーのデザイン中で
WYSIWYGアトムによりイネーブルされるインタフェースが示されてい

ます。

図 3. エラー検出ブロック図

1 256
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ソフトウェア・サポート

1 ユーザー・ロジックは、ソフト・エラー障害によって影響を受

ける可能性があるため、ソフト・エラー検出のためにシフト・
レジスタを通じた 32 ビット CRC シグネチャの読み出しに依存

してはなりません。CRC_ERROR 出力信号はソフト・エラーに

よって影響を受けないので、CRC_ERROR 出力信号自体に依存

すべきです。

1 デザインに <device>_crcblock WYSIWYG アトムを組み込

むには、Quartus II ソフトウェアの Device & Pin Options ダイア

ログ・ボックスでエラー検出 CRC 機能もイネーブルしなければ

なりません。

<device>_crcblock WYSIWYG アトムをイネーブルするには、各デ

バイスについてアトムに名前を付ける必要があります。表 8 に、各デバ

イスについての WYSIWYG アトムの名前を示します。Stratix II、Stratix
II GX、Stratix、Stratix GX、Cyclone II、および Cyclone デバイスでは、ア

トムの入力および出力ポートは類似しています。表 9 に、アトムに組み

込まなければならない入力および出力ポートを示します。以下の例は、
StratixデバイスのWYSIWYGアトムの入力および出力ポートを示したも

のです。

例 1-1.
stratix_crcblock <crcblock_name>

(

.clk(<clock source>),

.shiftnld(<shiftnld source>),

.ldsrc(<ldsrc source>),

.crcerror(<crcerror out destination>), 

.regout(<output destination>)

);
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表 8. WYSIWYG アトム

デバイス WYSIWYG アトム

Stratix II GX stratixiigx_crcblock

Stratix II stratixii_crcblock

Stratix GX stratixgx_crcblock

Stratix stratix_crcblock

Cyclone III cycloneiii_crcblock

Cyclone II cycloneii_crcblock

Cyclone cyclone_crcblock

表 9. CRC ブロックの入力および出力ポート （1/2）

ポート 入力 / 出力 定義

<crcblock_name> 入力 CRC ブロックの固有の識別子で、Verilog HDL、VHDL、AHDL など

特定の記述言語について正当な識別名を表します。このフィールド

は必須です。

.clk(<clock 
source>)

入力 この信号は、このセルのクロック入力を指定します。このセルのす

べての動作は、このクロックの立ち上がりエッジを基準にしていま

す。それがセルへのデータのローディングであっても、セルからの

データ出力であっても、常に立ち上がりエッジで行われます。この

ポートは必須です。

.shiftnld 
(<shiftnld

source>)

入力 この信号はエラー検出ブロックへの入力です。shiftnld=1の場

合、データは clkの各立ち上がりエッジで内部シフト・レジスタか

ら REGOUT にシフトされます。shiftnld=0の場合、シフト・レ

ジスタは、ldsrcポート入力に応じて計算済み CRC 値またはアッ

プデート・レジスタの内容のどちらかをパラレル・ロードします。

このポートは必須です。

.ldsrc (<ldsrc 
source>)

入力 この信号はエラー検出ブロックへの入力です。ldsrc=0の場合、

shiftnld=0のときに clkの立ち上がりエッジで 32 ビット・シ

フト・レジスタへのローディングのために計算済み CRC レジスタ

が選択されます。

ldsrc=1の場合、shiftnld=0のときに clkの立ち上がりエッ

ジでシフト・レジスタへのローディングのためにシグネチャ・レジ

スタ（CRC 計算の結果）が選択されます。shiftnld=1の場合、

このポートは無視されます。このポートは必須です。
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CRC エラー からの回復

CRC エラー

からの回復

アルテラ FPGA を搭載するシステムは、デバイスのリコンフィギュレー

ションを制御しなければなりません。CRC_ERROR ピンでエラーを検出

した後、nCONFIGを Low にストローブして、Quartus II ソフトウェアが

FPGA をリコンフィギュレーションするのに安全な状況でリコンフィ

ギュレーションを実行するよう時間を指示します。 

Quartus II ソフトウェアでは、エラー検出 CRC 機能は、32 ビット CRC 回

路を使用してデータの信頼性を確保し、SEU による影響を受けた場合に

リコンフィギュレーションをトリガします。

アルテラの FPGA ではソフト・エラーはめったに発生しませんが、高信

頼性アプリケーションでは、これらのエラーに対応したデザインが要求
される場合があります。 

まとめ エラー検出 CRC 機能の目的は、ソフト・エラーに起因する Stratix また

は Cyclone シリーズのデバイス内のどれかのコンフィギュレーション

CRAMビットでの反転を検出することです。エラー検出回路を使用して、

コンフィギュレーションCRAMビットの完全性を連続的に確認すること

ができます。

.crcerror 
(<crcerror out 
destination>)

出力 この信号はセルの出力で、デバイスの内蔵オシレータ（100 MHz ま

たは 80 MHz の内蔵オシレータ）に同期され、clkポートには同期

されません。SRAM ビットが反転したことをエラー検出ブロックが

検出し、内部の CRC 計算値が計算済みの値と異なることが示され

た場合、この信号は自動的に High にアサートされます。この信号

は、出力ピンか双方向ピンのどちらかに接続しなければなりません。

出力ピンに接続されている場合は、CRC_ERRORピンをモニタする

ことのみができます（コアはこの出力にアクセスできません）。コ

ア・ロジックによるエラー検出ロジックの読み出しに CRC_ERROR
信号を使用する場合、この信号は BIDIRピンに接続しなければな

りません。この信号は、oeポートが VCC に接続されている BIDIR

ピンに供給することにより、間接的にコアに供給されます（図 3 を

参照）。

.regout 
(<output 

destination>)

出力 この信号は、clkポートに同期されたエラー検出シフト・レジスタ

の出力であり、コア・ロジックによって読み出されます。この信号

は各サイクルで 1 ビットだけシフトします。ユーザーは、シフト・

レジスタの 32 ビットを読み出すために、clk信号の 31 サイクルを

クロックする必要があります。.regoutポートの値は、実際の値

を反転したものです。

表 9. CRC ブロックの入力および出力ポート （2/2）

ポート 入力 / 出力 定義 （続き）
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改訂履歴 表 10 に、このアプリケーション・ノートの改訂履歴を示します。 

表 10. 改訂履歴 

日付およびドキュメント・
バージョン

変更内容 概要

2008 年 7 月 v1.4 概要の項を更新。

表 2、表 5、表 7、および 
表 9 を更新。 
図 1 および図 3 を更新。

ソフトウェア・サポートおよびユーザー・

ロジックを通じたエラー検出ブロックへの
アクセスを更新。
表 8 を追加。

—

2008 年 6 月 v1.3 「はじめに」および「エラー検出レジスタ」

を更新。
「図 1」を更新。

「表 5」と「表 7」を更新。

新しい項「ユーザー・ロジックを通じたエ

ラー検出ブロックへのアクセス」を追加。
「図 3」を追加

「表 9」を追加。

—

2007 年 1 月 v1.3 「はじめに」の項のテキストのマイナーな編

集。
改訂履歴の項を追加。

—
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