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9. オンチップ・メモリ
ハード・プロセッサ・システム（HPS）には、以下のオンチップ・メモリが含まれて

います。

■ オンチップ RAM

■ ブート ROM

オンチップ RAM は、64 KB の汎用 RAM を提供しています。ブート ROM には、コー

ルド・リセットまたはウォーム・リセットから HPS をブートするために必要なコー

ドが含まれています。どちらのメモリも Level 3（L3）インタコネクトに接続します。

オンチップ RAM
この項では、HPS のオンチップ RAM について説明します。

オンチップ RAMの機能
オンチップ RAM は、以下の機能を備えています。

■ 64 ビットのインタフェース

■ 64 KB のサイズ

■ シングル・ポート RAM

■ 2 つのリード受け入れ、2 つのライト受け入れ、および 2 つの合計受け入れ

■ 誤り訂正コード（ECC）のサポート

■ 読み出し後の読み出し、書き込み後の書き込み、読み出し後の書き込み、および

書き込み後の読み出しの時、理想的なスループット（動作周波数とデータ幅の

積）を維持します。

f 動作周波数に詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の Clock 
Manager の章を参照してください。
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9‒2 第 9 章：オンチップ・メモリ
オンチップ RAM
オンチップ RAMのブロック図およびシステム統合
図 9–1 に、オンチップ RAM のブロック図を示します。

メモリおよび NIC-301 L3 インタコネクト間の転送は、64 ビットのインタフェースを

介して行われ、l3_main_clkインタコネクト・クロックによってゲートされます。

ECC ロジックは、シングル・ビット訂正およびダブル・ビット無訂正を検出します。

メモリには、ラウンド・ロビン・アービトレーションによる 2 つのリード受け入れ、

2 つのライト受け入れ、および 2 つの合計受け入れがあります。

RAM 全体はセキュアまたはノンセキュアのどちらかです。セキュリティは NIC-301 
L3 インタコネクトによって実行されます。

f セキュリティについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
Interconnect の章を参照してください。

オンチップ RAMの機能の説明
オンチップ RAM は、FPGA からアクセス可能な汎用メモリとして機能します。

オンチップ RAM は 64 ビットのスレーブ・インタフェースを使用します。スレーブ・

インタフェースは、メモリおよび NIC-301 L3 インタコネクト間の転送をサポートし

ています。すべての読み出しおよび書き込みが順番に処理されます。

クロック
オンチップ RAM は、l3_main_clkインタコネクト・クロックによって駆動されます。

f 動作周波数および最大のスループットについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンド
ブック Volume 3 の Clock Manager の章を参照してください。

リセット
RAM の内容は、コールド・リセットおよびウォーム・リセット時に変更されること

なく残ります。リセットでは、スレーブ・インタフェースに関連する状態のみがク

リアされます。

オンチップ RAM のリセットは、インタコネクトのリセット信号である

onchip_ram_rst_nによって駆動されます。

f 詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の Reset Manager の章を参照してく

ださい。

図9‒1. オンチップ RAMのブロック図
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ブート ROM
ブート ROM
この項では、HPS ブート ROM のハードウェアの機能について説明します。

f ブート ROM のソフトウェアについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック
Volume 3 の付録の Booting and Configuration を参照してください。

ブート ROMの機能
ブート ROM には以下の機能があります。

■ 32 ビットのインタフェース

■ 64 KB のサイズ

■ シングル・ポート ROM

■ 2 つのリード受け入れ

■ 読み出し後の読み出し中における持続理想スループット（動作周波数とデータ幅

の積）

f 動作周波数について詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
Clock Manager の章を参照してください。

ブート ROMのブロック図およびシステム統合
図 9–2 に、ブート ROM のブロック図を示します。

メモリおよび NIC-301 L3 インタコネクト間の転送は、l3_main_clkインタコネクト・

クロックによってゲートされた 32 ビット・インタフェースを介してなされます。

RAM 全体はセキュアまたはノンセキュアのどちらかです。セキュリティは NIC-301 
L3 インタコネクトによって実行されます。

f セキュリティについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
Interconnect の章を参照してください。

ブート ROMの機能の説明
ブート ROM は、システムのブートのみに使用されます。マイクロプロセッサ・ユ

ニット（MPU）サブシステムのコールド・リセットまたはウォーム・リセットのと

き、MPU0 は、ブート ROM に保存されているプリ・ブートローダ・コードを実行し

ます。

図9‒2. ブート ROMのブロック図
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オンチップ・メモリのアドレスマップおよびレジスタの定義
f ブート ROM ソフトウェアについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3
の付録の Booting and Configuration を参照してください。

ブート ROM は 32 ビットのスレーブ・インタフェースを使用します。スレーブ・イ

ンタフェースは、メモリおよび NIC-301 L3 インタコネクト間の転送をサポートして

います。全ての書き込みはエラー応答を返します。

クロック
ブート ROM は l3_main_clkインタコネクト・クロックによって駆動されます。

f 動作周波数および最大のスループットについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンド
ブック Volume 3 の Clock Manager の章を参照してください。

リセット
ROM の内容は、コールド・リセットまたはウォーム・リセット時に変更されること

なく残ります。リセットでは、スレーブ・インタフェースに関連する状態のみがク

リアされます。

ブート ROM リセットは、boot_rom_rst_nインタコネクト・クロックによって駆動

されます。

f 詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の Reset Manager の章を参照してく

ださい。

オンチップ・メモリのアドレスマップおよびレジスタの定義
オンチップ・メモリ用のレジスタはありません。

f アドレスマップは、このハンドブックの volume に付属の hps.html ファイルにありま

す。ファイルを開くにはリンクをクリックします。

モジュールの説明およびベース・アドレスを見るには、スクロールして以下のモ

ジュール・インスタンスのリンクをクリックします。

■ rom

■ ocram

f すべてのモジュールのベース・アドレスは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3
の Introduction to the Hard Processor System の章にも示されています。

改訂履歴
表 9–1 に、本資料の改訂履歴を示します。

表9‒1. 改訂履歴

日付 バー
ジョン 変更内容

2012 年 11 月 1.1 アドレス・マップの項の追加。

2012 年 1 月 1.0 初版。
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