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このエラッタシートで提供する情報は、 MAX® 10製造デバイスに影響を与える既知のデバイス
問題です。

表 1: 問題

問題 影響を受けるデバイス 修正予定

コンフィグレーション障
害
断続的なコンフィグレー
ション障害 (高速または
低速 POR遅延モードで
起動するようにコンフィ
グレーションした場合)

日付コード 1625より前のす
べての MAX 10デバイス

日付コード 1625以降のすべての MAX
10デバイス

コンフィグレーション障害

内容

日付コード 1625より前に出荷された MAX 10製造デバイスで、断続的なコンフィグレーション
障害が発生する可能性があります。Power On Reset (POR) スキームをコンフィグレーションし
て、Fast POR delayまたは Slow POR delayモードで動作するようになっている場合、ユーザーモ
ードに入ることができない可能性があります。デバイスは、電源が再投入されてリコンフィグレ
ーションするか、 nCONFIG ピンまたは nSTATUS ピンのいずれかが低パルスになる可能性がありま
す。
デザインのコンフィグレーションにより、Instant ON動作モードを使用する場合は、この問題の
影響は受けず、問題なく動作し続けます。

解決方法

既存のデザイン PORスキームのコンフィグレーションにより、Fast POR delayまたは Slow POR
delayモードを使用している場合は、Instant ONモードに変更する必要があります。ボード電源
デザインにより、次の電源投入要件が満たされていることを確認してください。
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表 2: MAX 10デバイスの電源投入要件

電源供給デバイスのオプショ
ン

電源レール 最大ランプレート要件 (tRAMP)

シングル電源デバイス VCC_ONE/VCCA 3 ms

デュアル電源デバイス VCC、VCCINT、VCCD_PLL、
VCCA、VCCA_ADC

3 ms

いずれのオプションの場合も、すべての IOバンクが、コンフィグレーション完了時に公称動作
電圧になっていることを確認してください。最小コンフィグレーション時間の仕様に関しては、
インテル MAX 10 FPGAコンフィグレーション・ユーザーガイドを参照してください。ボード電
源デザインが、規定の tRAMP 要件を満たさない場合は、インテル・プレミアサポートに連絡して
ください。

長期的な解決策

日付コード 1625の出荷分から、 MAX 10デバイスの電源投入コンフィグレーション・スキーム
が変更されたことにより、電源投入スキームの簡素化が可能です。これにより、 MAX 10デバイ
スのコンフィグレーション方法がより簡単になり、次の利点があります。
• シングル電源投入スキーム
• 電源投入シーケンスが不要
• 最大電源レールランプ時間が 3msから 10msに増加
• 最小電源レールランプ時間の 200µsは絶対最小値ではなく推奨値
• ダイまたは注文部品番号 (OPN) は変更なし

Quartus® Primeの更新

Quartus® Prime開発ソフトウェアのバージョン 16.0以降では、PORスキームオプションは使用で
きません。このオプションは、シングルで簡素化された電源投入スキームが導入された後、
Quartus Prime開発ソフトウェアの後続のバージョンでは削除される予定です。
注意: 使用している Quartus Prime開発ソフトウェアのバージョンが 16.0以前の場合は、必ず

Instant ON PORスキームを選択してください。Fast POR delayまたは Slow POR delayを
選択した場合、デバイスの日付コードが 1625 以降でも、障害が発生する可能性がありま
す。

現在の状況

影響を受けるデバイス : 日付コード 1625より前のすべての MAX 10デバイス
状況 : 日付コード 1625以降のすべての MAX 10デバイスでコンフィグレーション設定の更新を
予定
関連情報
インテル MAX 10 FPGAコンフィグレーション・ユーザーガイド
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MAX 10デバイスエラッタの文書改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016年 5月 2016.05.16 「コンフィグレーション障害」のセクションで、解決策を明確にし
ました。

2016年 5月 2016.05.03 初版
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