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10. NAND フラッシュ・コントローラ
ハード・プロセッサ・システム（HPS）は、Altera® system-on-a-chip（SoC）FPGA シス

テムで外部 NAND フラッシュ・メモリと接続する NAND フラッシュ・コントローラを

提供しています。大容量のアプリケーション用またはユーザー・データ用の外部ス

トレージ容量として、ソフトウェアのプロセッサ・ブート・イメージを保存する上

で外部フラッシュ・メモリを使用できます。HPS の NAND フラッシュ・コントロー

ラは、Cadence® Design IP® NAND フラッシュ・メモリ・コントローラに基づいていま

す。

NANDフラッシュ・コントローラの機能
NAND フラッシュ・コントローラは、以下の機能を備えています。

■ 1 個の x8 NAND フラッシュ・デバイスのサポート

■ オープン NAND フラッシュ・インタフェース（ONFI）1.0 のサポート

■ Hynix、Samsung、Toshiba、Micron、および ST Micro の NAND フラッシュ・メモリの

サポート

■ プログラマブル 512 バイト（4 ビット、8 ビット、または 16 ビット訂正）または

1024 バイト（24 ビット訂正）誤り訂正コード（ECC）セクタ・サイズのサポート

■ 拡張された読み出し/書き込みスループットのパイプライン先読みおよび書き込み

■ コマンドのサポート

■ 各ブロック 32 ページ、64 ページ、128 ページ、256 ページ、384 ページ、または 512
ページのデバイスのサポート

■ マルチプレーン・デバイスのサポート

■ 512 バイト、2 KB、4 KB、または 8 KB のページ・サイズのサポート

■ プログラマブル訂正機能付きのシングル・レベル・セル（SLC）デバイスおよび

マルチ・レベル・セル（MLC）デバイスのサポート

■ 内部のダイレクト・メモリ・アクセス（DMA）の提供

■ プログラマブル・アクセス・タイミングの提供
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10‒2 第 10 章：NAND フラッシュ・コントローラ
NAND フラッシュ・コントローラのブロック図およびシステム統合
NAND フラッシュ・コントローラのブロック図およびシステム統合
図 10–1 に、HPS の NAND フラッシュ・コントローラの統合を示します。フラッ

シュ・コントローラは、コマンドおよびデータのスレーブ・インタフェースを通し

てホストからのコマンドおよびデータを受信します。ホストは、レジスタのスレー

ブ・インタフェースを通してフラッシュ・コントローラのコントロール・レジスタ

およびステータス・レジスタ（CSR）にアクセスします。フラッシュ・コントローラ

は、コマンド・シーケンスおよびフラッシュ・デバイスのやりとりをすべて処理し

ます。ブートストラップ・インタフェースは、NAND フラッシュ・メモリから HPS
をブートする場合、NAND フラッシュ・コントローラのコンフィギュレーションをサ

ポートしています。フラッシュ・コントローラは、HPS HPS Cortex™-A9 MPCore™ プロ

セッサの汎用割り込みコントローラに対して割り込みを生成します。DMA のマス

タ・インタフェースは、フラッシュ・コントローラのビルドイン DMA を通してコン

トローラとの間でアクセスできます。

NANDフラッシュ・コントローラの機能の説明
この項では、NAND フラッシュ・コントローラの機能について説明します。

図10‒1. NAND フラッシュ・コントローラのブロック図
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第 10 章： NAND フラッシュ・コントローラ 10‒3
NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
検出および初期化
NAND フラッシュ・コントローラは、HPS の電源が入ってフラッシュ・デバイスが安

定化した後に、特定の初期化シーケンスを必要とします。初期化中、フラッシュ・

コントローラは、以下のフラッシュ・デバイスのタイプのどちらかに基づいて、フ

ラッシュ・デバイスを照会して自身をコンフィギュレーションします。

■ ONFI 1.0 対応デバイス

■ レガシー（非 ONFI）NAND デバイス

NAND フラッシュ・コントローラは、ONFI 検出プロトコルを使用して、Read 
Electronic Signatureコマンドを送信することによって ONFI 対応接続デバイスを識

別します。このコマンドを認識しないデバイスでは（特に 512 バイトのページ・サ

イズのデバイスでは）、デバイス・タイプを識別する bootstrap_512B_device信号を

アサートするように、リセットがデアサートされる前にソフトウェアがシステム・

マネージャに書き込む必要があります。

ブートおよび初期化をサポートするには、rdy_busy_inピンを接続する必要がありま

す。NAND フラッシュ・コントローラは、接続されているデバイスに resetコマンド

を送信します。

NAND フラッシュ・コントローラは、以下の初期化のステップを実行します。

1. システム・マネージャが bootstrap_inhibit_initをアサートしている場合、フ

ラッシュ・コントローラはステップ 7 に直接進みます。

2. デバイスが準備できていれば、フラッシュ・コントローラはデバイスからの ONFI
シグネチャを読み出す ONFI Read IDコマンドを送信し、ONFI またはレガシー・

デバイスのどちらが接続されているのか認識します。

3. デバイスから返されるデータが ONFI シグネチャの場合、フラッシュ・コント

ローラはデバイス・パラメータ・ページを読み出します。フラッシュ・コント

ローラは、関連するデバイス機能の情報を内部のメモリ・コントロール・レジス

タに保存します。これによってフラッシュ・デバイスの他のレジスタが正しくプ

ログラムされて、ステップ 5 に進みます。

4. データがバリッド ONFI シグネチャではない場合、フラッシュ・コントローラは

レガシー（非 ONFI）デバイスが接続されていると推定します。次にフラッシュ・

コントローラは以下のステップを実行します。

a. デバイスに resetコマンドを送信します。

b. デバイス・シグネチャの情報を読み出します。

c. 関連する値を内部のメモリ・コントローラ・レジスタに保存します。

5. フラッシュ・コントローラがデバイスをリセットします。同時に、メモリ・イン

タフェースの幅を確認します。HPS は 1 個の 8 ビット NAND フラッシュ・デバイ

スをサポートしています。このため、フラッシュ・コントローラは常に 8 ビッ

ト・メモリ・インタフェースを検出します。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria Vデバイス・ハンドブック
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10‒4 第 10 章：NAND フラッシュ・コントローラ
NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
6. フラッシュ・コントローラは、Page Loadコマンドをブロック 0、デバイスの

ページ 0 に送信してダイレクト・リード・アクセスをコンフィギュレーションす

るため、プロセッサはそのページからブートできます。プロセッサは、プリロー

ダ・ソフトウェアの期待される位置であるデバイスの 初のページから読み出し

を開始できます。

1 システム・マネージャは、リセットがデアサートされる前に

bootstrap_inhibit_b0p0_loadをアサートすることによって、このステッ

プをバイパスできます。

7. フラッシュ・コントローラがデバイスに resetコマンドを送信します。

8. フラッシュ・コントローラは、statusグループ内の intr_status0レジスタの

rst_compビットの値を設定します。

ブートストラップ・インタフェース
NAND フラッシュ・コントローラには、ソフトウェアがフラッシュ・コントローラの

デフォルト動作をオーバーライドできるようにするブートストラップ・インタ

フェースがあります。ブートストラップ・インタフェースには、フラッシュ・コン

トローラが初期化フェーズをスキップしてリセット直後にロードし始められるよう

にするための 4 ビットが含まれています。これらのビットは、ソフトウェアによっ

てシステム・マネージャを通して駆動されます。コントローラがリセット状態から

抜け出すと、これらのビットは NAND フラッシュ・コントローラによってサンプリ

ングされます。

f ブートストラップ・インタフェースのコントロール・ビ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 System Manager の章を参照してください。

表 10–1 に、システム・マネージャの nandgrpグループ内の bootstrapレジスタにあ

る関連するブートストラップ設定ビットを示します。この表は、512 バイト・ページ

のデバイスに推奨されるブートストラップ設定です。

表10‒1. 512 バイト・ページのデバイスに推奨されるブートストラップの設定

レジスタ 値
noinit 1 (1)

page512 1

noloadb0p0 1

tworowaddr

■ 1— フラッシュ・デバイスは 2 サイクルのアドレス
指定をサポートします。

■ 0— フラッシュ・デバイスは 3 サイクルのアドレス
指定をサポートします。

表 10–1 の注：

(1) このレジスタが設定されている場合、NAND フラッシュ・コントローラは、関連するデバイス・パ
ラメータ・レジスタがホストによってプログラムされることを前提とします。詳しくは、「ホスト
によるコンフィギュレーション」を参照してください。
Arria Vデバイス・ハンドブック 2012年 11 月 Altera Corporation
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http://www.altera.com/literature/hb/arria-v/av_54014.pdf


第 10 章： NAND フラッシュ・コントローラ 10‒5
NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
ホストによるコンフィギュレーション
システム・マネージャが bootstrap_inhibit_initを 1 に設定する場合、NAND フ

ラッシュ・コントローラは検出および初期化のプロセスを実行しません。この場合、

ホスト・プロセッサはフラッシュ・コントローラをコンフィギュレーションする必

要があります。この場合、ホスト・プロセッサはフラッシュ・コントローラをコン

フィギュレーションする必要があります。

パフォーマンスがデザインの問題ではない場合、タイミング・レジスタをプログラ

ムせずにそのままにできます。

表 10–2 に、シングル・プレーンの 512 バイト / ページのデバイス用の基本的な読み

出し、書き込み、および消去の動作をイネーブルするための、ホスト設定での推奨

されるコンフィギュレーションを示します。

各 NAND ページにはメイン・エリアおよびスペア・エリアがあります。メイン・エ

リアは、データ・ストレージを対象としています。スペア・エリアは、ウェア・レ

ベリング情報などの ECC およびメンテナンス・データを対象としています。各ブ

ロックは、ページのグループから構成されています。

メイン・エリアとスペア・エリアのサイズ、およびページ内のブロック数は、NAND
フラッシュ・コントローラに接続されている特定の NAND デバイスによって異なり

ます。そのため、デバイス依存のレジスタである device_main_area_size、
device_spare_area_size、および pages_per_blockは、デバイスの特性に一致させ

てプログラムされている必要があります。

ソフトウェアが検出および初期化のシーケンスを実行しない場合、ソフトウェアに

はデバイス依存レジスタの正しい値を決定する代替手法が必要になります。HPS の

ブート ROM コードは、デフォルト状態で検出および初期化がイネーブルされていま

す（つまり bootstrap_inhibit_init = 0）。

表10‒2. 512 バイト・ページのデバイス用に推奨されるブートストラップ設定

レジスタ(1) 値
devices_connected 1

device_width 0 は 8 ビット NAND フラッシュ・デバイスを示します。

number_of_planes 1 はシングル・プレーン・デバイスを示します。

device_main_area_size
このレジスタの値は、フラッシュ・デバイスのページ
のメイン・エリア・サイズを反映している必要があり
ます。

device_spare_area_size
このレジスタの値は、フラッシュ・デバイスのページ
のスペア・エリア・サイズを反映している必要があり
ます。

pages_per_block このレジスタの値は、フラッシュ・デバイスのブロッ
クごとのページ数を反映している必要があります。

表 10–2 の注：

(1) すべてのレジスタは config グループにあります。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria Vデバイス・ハンドブック
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10‒6 第 10 章：NAND フラッシュ・コントローラ
NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
クロック
表 10–3 に、NAND フラッシュ・コントローラのクロック入力を示します。

nand_x_clkの周波数は、nand_clkの周波数の 4 倍です。

f クロック出力について詳しくは、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
NAND フラッシュ・コントローラには 1 つのリセット信号があります。リセット・マ

ネージャは、コールド・リセットまたはウォーム・リセット時にこの信号を NAND
フラッシュ・コントローラに駆動します。

NAND フラッシュ・コントローラがリセット状態から回復する前に、フラッシュ外部

インタフェース用のピン・マルチプレクサはコンフィギュレーションされている必

要があります。

f リセット・マネージャについて詳しくは、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。

表10‒3. NAND フラッシュ・コントローラへのクロック入力

クロック信
号 説明

nand_x_clk マスタ・インタフェース、スレーブ・インタフェース、および ECC セク
タ・バッファ用のクロック

nand_clk NAND フラッシュ・コントローラ用のクロック
Arria Vデバイス・ハンドブック 2012年 11 月 Altera Corporation
Volume 3：ハード・プロセッサ・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
インデックスされたアドレス指定
NAND フラッシュ・コントローラは、フラッシュ・コントローラで消費されるアドレ

ス・スパンを低減するために、インデックスされたアドレス指定を使用します。

表 10–4 に示すように、間接アドレス指定は、nanddataマップのコマンドおよびデー

タのスレーブ・インタフェースを通してアクセスされて 2 つのレジスタによって制

御されます。

ホストは、以下のようにしてインデックスされたアドレス指定を使用します。

1. データ / コマンドのスレーブ・ポートのオフセット 0x0 で 32 ビットのインデック

ス・アドレス・フィールドを Controlレジスタ内にプログラムします。この動作

により、フラッシュ・アドレス・パラメータが NAND フラッシュ・コントローラ

に提供されます。

2. データ / コマンドのスレーブ・ポートのオフセット 0x10 の Data レジスタ内で 32
ビットの読み出しまたは書き込みを実行します。

3. それらの読み出しおよび書き込みがフラッシュ・メモリの同じページおよびブ

ロックにある場合、追加の 32 ビットの読み出しおよび書き込みを実行します。

データ転送のグループが同じページおよびブロックのアドレスをターゲットとして

いる場合、すべてのデータ転送においてコントロール・レジスタに書き込む必要は

ありません。例えば、ブロックおよびページのアドレスがあるページの開始部分で

コントロール・レジスタを書き込み、そして、Dataレジスタへの連続トランザク

ションを指示することによってページ全体の読み出しまたは書き込みができます。

コマンド・マッピング
NAND フラッシュ・コントローラは、ＮＡＮＤ フラッシュ・デバイスをプログラム

するためのアブストラクション・レベルを提供する、フラッシュ・コントローラに

特別ないくつかの MAP コマンドをサポートしています。MAP コマンドを使用するこ

とで、デバイスに特別なコマンドの直接的なプログラミングを回避できます。この

アブストラクション・レイヤを使用するとパフォーマンスを向上させることができ

ます。コマンドはオフチップを送信するために複数のサイクルを必要とします。コ

マンドは MAP コマンドによって開始され、フラッシュ・コントローラで NAND デバ

イスにオフ・チップでシーケンスされます。

表10‒4. インデックスされたアドレス指定のためのレジスタ・マップ

レジスタ名 オフセット・ア
ドレス 使用方法

Control 0x0

ソフトウェアは、MAP コマンド・タイプ、ブロッ
ク、およびページ・アドレスによって構成されて
いる 32 ビットの制御情報を書き込みます。上位 4
ビットは 0 に設定されている必要があります。
Controlレジスタの特別な使用方法について詳しく
は、表 10–5 ～表 10–8 を参照してください。

Data 0x10

Data レジスタは、NAND フラッシュ内へのページ・
サイズのウィンドウです。このオフセットが開始
される位置での読み出しまたは書き込みによって、
ソフトウェアは Control レジスタによって指定さ
れている NAND フラッシュ・メモリのページおよ
びブロックに対して、直接読み出しおよび書き込
みを行います。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria Vデバイス・ハンドブック
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
NAND フラッシュ・コントローラは、フラッシュ・コントローラに特別な以下の MAP
コマンドサポートしています。

■ MAP00 コマンド — リード・モディファイ・ライト動作中のブート・リードまたは

バッファのリード / ライト

■ MAP01 コマンド — メモリ・アレイのリード / ライト

■ MAP10 コマンド —NAND フラッシュ・コントローラ・コマンド

■ MAP11 コマンド —Low レベルのダイレクト・アクセス

MAP00 コマンド
MAP00 コマンドは、NAND フラッシュ・デバイスのページ・バッファにアクセスしま

す。アドレス指定は常に 0x0 で開始して、configグループの

device_main_area_sizeレジスタおよび device_spare_area_sizeレジスタによって

指定されているページ・サイズまで拡張します。ブート・リードを実行する上でこ

のコマンドを使用できます。リード・モディファイ・ライト（RMW）動作中に

MPA00 コマンドを使用して、バッファ内の任意のワードを読み出しまたは書き込み

をします。MAP00 コマンドによって、デバイスのページ・バッファへのダイレク

ト・データ・パスが可能になります。

NAND フラッシュ・コントローラ上で他の MAP01 や MAP10 がアクティブでない場合

のみ、ホストは MAP00 コマンドを使用することでページ・バッファに直接アクセス

できます。

表 10–5 に、MAP00 コマンドで NAND フラッシュ・コントローラによって解釈される

アドレス・ビットを示します。

通常動作におけるこのコマンドの使用は、以下の状況に制約されています。

■ デバイスから XIP（Execute-in-Place）ブートを実行するために使用します。つま

り、デバイスから直接ブートしている間にページ・バッファから直接読み出す場

合に使用します。

■ MAP00 コマンドは RMW 動作を実行するために使用されて、MAP00書き込みはデバ

イス・ページ・バッファのリード・ページを変更するために使用されます。その

ような動作中に NAND フラッシュ・コントローラは ECC 訂正を実行しないため、

この方法は MLC デバイスでは推奨されていません。

表10‒5. MAP00 のアドレス・マッピング

アドレス・
ビット 名称 説明

31:28 （予約） 0 に設定

27:26 CMD_MAP 0 に設定

25:13 （予約） 0 に設定

12:2 BUFF_ADDR
メモリ・デバイス上でデータ幅でアラインメントされ
たバッファ・アドレスです。 大のページ・アクセス
は 8 KB です。

1:0 （予約） 0 に設定
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
■ MAP11 コマンドに関連して、MAP00 コマンドは、MAP01 コマンドおよび MAP10 コ

マンドを使用して、NAND フラッシュ・コントローラによって提供されるハード

ウェア・アブストラクションをバイパスしてホストが直接デバイスにアクセスす

る方法を提供します。また、この方法はデバッグでも使用されます。またはフ

ラッシュ・コントローラが MAP01 や MAP10 コマンドを使用してサポートしてい

ない可能性のある動作を発行するためにも使用されます。

制約：

■ MAP00 コマンドは、ページの部分を読み出すために MAP01 コマンドと共に使用で

きません。MAP01 コマンドを使用するアクセスでは、全ページの転送を実行する

必要があります。

■ MAP00 データ・アクセス中には ECC は実行されません。

■ MAP00 動作の実行中には、DMA がディセーブルされる必要があります（dmaグ

ループの dma_enableレジスタの flagビットを 0 に設定する必要があります）。

MAP01 コマンド
MAP01 コマンドは、ホスト・メモリと NAND フラッシュ・デバイスの特定のページ

の間で全ページを転送します。NAND フラッシュ・コントローラはページ・アドレス

のみをサポートしているため、1 回でページ全体が読み出しまたは書き込みされる必

要があります。実際に必要なコマンド数はデータ転送のサイズによって異なります。

複数のコマンドが必要な場合でも、ページ全体が転送されるまで同じアドレスを使

用する必要があります。

NAND フラッシュ・コントローラがリード・コマンドを受信する場合、デバイス上に

ロード動作を発行し、ロードが完了するまで待機して、その後リード・データを返

します。リード・データは、ページの 初から 後まで読み出される必要がありま

す。ライト・データは、ページの 初から 後まで書き込まれる必要があります。

NAND フラッシュ・コントローラが転送の確認を受信する場合、デバイス内へのデー

タをプログラムするためのコマンドを発行します。フラッシュ・コントローラは、

リード・コマンドおよびライト・コマンドのバイト・イネーブルを無視してデータ

幅全体を転送します。
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
表 10–6 に、MAP01 コマンドで NAND フラッシュ・コントローラによって解釈される

アドレス・ビットを示します。

NAND フラッシュ・コントローラは、フラッシュ・コントローラからのデータ出力を

転送する前にデバイスからのデータ・リードを内部で訂正する、ECC オン・ザ・フ

ライ訂正を内蔵しています。ECC セクタ・バッファは、ECC エンジンがエラー位置を

計算している間データを保存します。

以下のように MAP01 コマンドを使用します。

■ MAP01 コマンドを使用して完全なページが読み出しまたは書き込みされる必要が

あります。そのような転送の 中は、ホストからのすべてのトランザクションは

同じブロックおよびページ・アドレスを持っている必要があります。NAND フ

ラッシュ・コントローラは、読み出しまたは書き込みのデータの量を内部的に記

録します。

■ ページの読み出しまたは書き込みでの MAP01 コマンドの使用で、MAP00 コマンド

は使用できません。

■ ホストが MAP01 動作を直接動作している間、DMA はディセーブルされる必要があ

ります（dmaグループの dma_enableレジスタの flagビットを 0 に設定する必要

があります）。DMA がイネーブルされているときにホストが NAND フラッシュ・

コントローラに MAP01 コマンドを発行する場合、コントローラはリクエストを

破棄して unsup_cmd割り込みを生成します。

MAP10 コマンド
MAP10 コマンドは、NAND フラッシュ・コントローラのコントロール・プレーンへの

インタフェースを備えています。MAP10 コマンドは、消去、ロック、ロック解除、

コピー・バック、およびページ・スペア・エリア・アクセスなどのフラッシュ・デ

バイスの特別な機能を制御します。このコマンド経路を通過するデータは、フラッ

シュ・デバイスではなく NAND フラッシュ・コントローラをターゲットとします。

他のコマンド・タイプと異なり、これらのトランザクションに関連するデータ（入

力 / 出力）はフラッシュ・デバイスの内容に影響を与えません。その代わり、この

データはフラッシュ・コントローラの正確なコマンドを指定して実行します。Data
レジスタの下位 16 ビットのみに関連情報が含まれています。

表10‒6. MAP01 のアドレス・マッピング

アドレス・
ビット 名称 説明

31:28 （予約） 0 に設定

27:26 CMD_MAP 1 に設定

25:24 （予約） 0 に設定

23:<M> (1) BLK_ADDR デバイスのブロック・アドレス

(<M>-1):0 (1) PAGE_ADDR デバイスのページ・アドレス

表 10–6 の注：

(1) <M> は、デバイスのブロックあたりのページ数によって異なります。<M> = ceil （ log2（<device 
pages per block> ））。そのため、以下の値を使用します。
ブロックあたり 32 ページの場合：<M>=5
ブロックあたり 64 ページの場合：<M>=6
ブロックあたり 128 ページの場合：<M>=7
ブロックあたり 256 ページの場合：<M>=8
ブロックあたり 384 ページの場合：<M>=9
ブロックあたり 512 ページの場合：<M>=9
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
表 10–7 に、MAP10 コマンドで NAND フラッシュ・コントローラによって解釈される

アドレス・ビットを示します。

表 10–8 に、MAP10 コマンドによって定義される特別な機能を示します。

表10‒7. MAP10 のアドレス・マッピング

アドレス・
ビット 名称 説明

31:28 （予約） 0 に設定

27:26 CMD_MAP 2 に設定

25:24 （予約） 0 に設定

23:<M> (1) BLK_ADDR デバイスのブロック・アドレス

(<M>-1):0 (1) PAGE_ADDR デバイスのページ・アドレス

表 10–7 の注：

(1) <M> はデバイスのブロックごとのページ数によって異なります。<M> = ceil（ log2（<device pages per 
block> ））。そのため、以下の値を使用します。
ブロックあたり 32 ページの場合：<M>=5
ブロックあたり 64 ページの場合：<M>=6
ブロックあたり 128 ページの場合：<M>=7
ブロックあたり 256 ページの場合：<M>=8
ブロックあたり 384 ページの場合：<M>=9
ブロックあたり 512 ページの場合：<M>=9

表10‒8. MAP10 の動作

コマンド 機能
0x01 消去用のブロック・アドレスの設定、および動作の開始

0x10 開始アドレスのロック解除の設定

0x11 終了アドレスのロック解除の設定およびロック解除の開始

0x21 すべてのブロックのロックの開始

0x31 すべてのブロックのロック・タイトの開始

0x41 スペア・エリア・アクセスの設定

0x42 デフォルト・エリア・アクセスの設定

0x43 メイン＋スペア・エリア・アクセスの設定

0x60 RMW 動作のバッファに対するページのロード

0x61 RMW 動作のページ・バッファのデスティネーション・アドレスの設定

0x62 RMW 動作用のページ・バッファの書き込み

0x1000 コピー・ソース・アドレスの設定

0x11<PP> コピー・デスティネーション・アドレスの設定、および <PP> ページの
コピーの開始

0x20<PP> <PP> ページのパイプライン先読みの設定

0x21<PP> <PP> ページのパイプライン書き込みの設定
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
以下のように MAP10 コマンドを使用します。

■ MAP10 コマンドは、消去、コピー・バック、ロック、またはロック解除など、デ

バイスにコマンドを発行するために使用されます。

■ また、MAP10 パイプライン・コマンドは、デバイス・ブロック境界内部のフラッ

シュ・デバイスから連続した複数のページを読み出すためまたは書き込むために

使用されます。ホストは MAP10 パイプライン・リード・コマンドまたはライト・

コマンドを 初に発行する必要があり、その後、実際のデータ転送を実行するた

めに MAP01 コマンドを発行します。フラッシュ・コントローラには読み出され

る複数の連続したページの知識があるため、MAP10 パイプライン・リード・コマ

ンドまたはライト・コマンドは、NAND フラッシュ・コントローラがキャッシュ

またはマルチプレーンなどの高性能コマンドを使用するように指示します。ペー

ジはブロック境界をまたいではいけません。ブロック境界をまたぐ場合、フラッ

シュ・コントローラはサポートされていないコマンド（unsup_cmd）割り込みを

生成してしまい、コマンドをドロップします。

■ 大 4 つのパイプライン・リード・コマンドまたはライト・コマンドを NAND フ

ラッシュ・コントローラに発行することができます。

■ NAND フラッシュ・コントローラが MAP10 パイプライン・リード・コマンドまたは

ライト・コマンドを実行している 中は、DMA はディセーブルされている必要が

あります（dmaグループの dma_enableレジスタの flagビットは 0 に設定されて

いる必要があります）。DMA がディセーブルされている必要がある理由は、ホス

トがフラッシュ・コントローラを通してフラッシュ・デバイスとの間で直接デー

タを転送するからです。

MAP11 コマンド
MAP11 コマンドは、NAND フラッシュ・コントローラのアドレスとコントロール・サ

イクルへのダイレクト・アクセスを提供します。これにより、ソフトウェアは、

Commandレジスタおよび Dataレジスタを使用して、コマンドをフラッシュ・デバイス

に直接発行できるようになります。標準フラッシュ・コマンドによってサポートさ

れていないデバイス特有のコマンドがフラッシュ・デバイスによってサポートされ

ている場合、MAP11 コマンドは便利です。このコマンドは Low レベルのデバッグで

も便利です。

MAP11 コマンドは、フラッシュ・デバイスへのダイレクト・コントロール・パスを

提供します。これらのコマンドは、NAND デバイス・インタフェースにコマンド、ア

ドレス、データ・リード / ライト・サイクルを直接実行します。コマンド、アドレ

ス、およびライト・データの値は、Dataレジスタにあります。読み出し中には、返

されるデータも Dataレジスタに表示されます。間接的なアドレス・レジスタではコ

ントロール動作タイプをエンコードします。デバイスへのコマンドおよびアドレス・

サイクルは、ホスト・バス上ではライト・トランザクションである必要があります。

データ・サイクルについては、ホスト・バス上でのトランザクションのタイプがデ

バイス・インタフェース上でのデータ・サイクル・タイプを決定します。MAP11 コ

マンドを使用しているときは、データ・スレーブ・ポートに対してシングル・ビー

ト・アクセスのみ発行することができます。
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
表 10–9 に、MAP11 コマンドで NAND フラッシュ・コントローラによって解釈される

アドレス・ビットを示します。

以下のように MAP11 コマンドを使用します。

■ デバッグのため、または NAND フラッシュ・コントローラではサポートされてい

ないデバイス特有のコマンドを送信するため、といった特別なケースでのみ

MAP11 コマンドを使用します。

■ DMA は、MAP11 動作を使用する前にディセーブルされている必要があります。

■ MAP11 コマンドを使用するとき、ホストはシングル・ビート・アクセス転送のみ

使用することができます。

1 MAP11 コマンドは、ダイレクトであり構造的でない NAND フラッシュ・デバイスに対

するアクセスを提供します。誤った使い方をすると、予期せぬ動作を引き起こして

しまう可能性があります。

データ DMA
DMA は、ホストにほとんど負担をかけずにデータを転送します。ソフトウェアは、

MAP10 コマンドを使用してデータ DMA を開始します。

dmaグループのdma_enableレジスタのflagビットは、データDMA機能をイネーブルし

ます。待機しているアクティブなトランザクションが NAND フラッシュ・コント

ローラに全くない場合のみ、この機能がイネーブルまたはディセーブルされます。

DMA がイネーブルされると、フラッシュ・コントローラは DMA マスタ・インタ

フェース上で MAP10 コマンド毎に 1 つの DMA 転送を開始します。DMA がディセー

ブルされると、フラッシュ・コントローラを使用するすべての動作がデータ / コマン

ド・スレーブ・インタフェースを通して実行されます。

NAND フラッシュ・コントローラは、 大 4 つの未処理 DMA コマンドをサポートし

ており、それを超えると超過分の DMA コマンドは無視されます。ソフトウェアが 4
つよりも多くの DMA コマンドを発行すると、フラッシュ・コントローラは

unsup_cmd割り込みを発行します。DMA コマンドを受け取り次第、フラッシュ・コン

トローラはコマンド・シーケンスを実行して DMA コマンドで要求されたページ数を

転送します。DMA マスタは、プログラムされたバースト長単位でシステム・メモリ

からのページ・データを読み出しまたは書き込みます。DMA コマンドの完了後、フ

ラッシュ・コントローラは割り込みを発行し、次のキューの DMA コマンドの処理を

開始します。

パイプラインによって、同じタイプのバック・ツー・バック・コマンドの実行中に

NAND フラッシュ・コントローラがそのパフォーマンスを 適化できます。

表10‒9. MAP11 のアドレス・マッピング

アドレス・ビット 名称 説明
31:28 （予約） 0 に設定

27:26 CMD_MAP 3 に設定

25:2 （予約） 0 に設定

1:0 TYPE

コントロール・タイプを以下のように設定します。

■ 0 = コマンド・サイクル

■ 1 = アドレス・サイクル

■ 2 = データ・リード / ライト・サイクル
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
特定の制約によって、フラッシュ・コントローラによる DMA トランザクションの処

理中に、非 DMA MAP10 コマンドが NAND フラッシュ・コントローラに発行されるこ

とがあります。DMA モードがイネーブルされている場合、フラッシュ・コントロー

ラは非常に密結合した高性能のデータ転送モードで処理しているため、MAP00、
MAP01、および MAP11 のコマンドは発行されません。誤ったコマンド（MAP00、
MAP01 または MAP11）の受け取り次第、フラッシュ・コントローラは、ホストに違

反コマンドがあることを知らせるために unsup_cmd割り込みを発行します。

ホストがデータ DMA コマンドを発行するとき、データ DMA がイネーブルされてい

る（dmaグループの dma_enableレジスタの flagビットが 0 に設定されている）場

合は、NAND フラッシュ・コントローラはフラッシュ・デバイスおよびホスト・メモ

リの間でデータを転送します。転送の完了時に、フラッシュ・コントローラは割り

込みをアサートすることでホストにそのことを通知します。

■ データ DMA コマンドは MAP10 コマンドのタイプです。このコマンドは、データ

DMA エンジンによって解釈されますが、フラッシュ・コントローラ・コアには解

釈されません。

■ DMA がイネーブルされている場合、MAP01、MAP00、MAP11 コマンドは使用でき

ません。

■ フラッシュ・コントローラがデータ DMA コマンドを受け入れられるようになる前

に、dmaグループの dma_enableレジスタの flagビットを設定することで、DMA
がイネーブルされている必要があります。

■ DMA がイネーブルされて DMA エンジンがデータ転送を開始すると、データ転送と

同時に必要に応じたデータ訂正をするために ECC をイネーブルできます。

■ MAP10 コマンドは、MAP01 コマンドと同じようにデータ転送と組み合わせて使用

されます。

■ データ DMA コマンドおよび MAP10 パイプラインのリード・コマンドとライト・コ

マンドを除いて、消去、ロック、ロック解除やコピー・バックなどの他のすべて

の MAP10 コマンドはフラッシュ・コントローラに転送されます。

■ どの時点においても、 大 4 つの未処理データ DMA コマンドをフラッシュ・コン

トローラで処理することができます。複数ページの動作中、DMA 転送はフラッ

シュ・ブロック境界をまたいではいけません。ブロック境界をまたいでしまう

と、フラッシュ・コントローラはサポートされていないコマンド（unsup_cmd）
割り込みを生成してしまい、コマンドをドロップします。

■ データ DMA コマンドは、通常、ホスト・メモリのポインタと関連付けられている

複数ページのリード・コマンドおよびライト・コマンドです。複数ページのデー

タは、ホスト・メモリとの間でホスト・メモリ・ポインタから転送されます。

■ データ DMA は、インタコネクトに駆動するバースト長の値を決定するために dma
グループの flash_burst_lengthレジスタを使用します。データ DMA ハードウェ

アは、インタコネクトの境界を越えることの制約を考慮しません。DMA マスタ・

バーストが 4 GB 境界を超えないようにするため、ホストは開始ホスト・アドレ

スを初期化する必要があります。

DMA トランザクションを開始するには、マルチ・トランザクション DMA コマンド、

およびバースト DMA コマンドの 2 つの方法があります。
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
マルチ・トランザクションDMAコマンド
マルチ・トランザクション DMA コマンドを使用して DMA を開始するには、表 10–10
～表 10–13 に示すように、NAND フラッシュ・コントローラのデータおよびコント

ロール・スレーブ・ポートにコマンド・データ・ペアを送信します。

NAND フラッシュ・コントローラは、4 つすべてのコマンド・データ・ペアを順番に

受信したときのみマルチ・トランザクション DMA コマンドを処理します。フラッ

シュ・コントローラは、unsup_cmd割り込みと共に順不同でコマンドを返信します。

また、フラッシュ・コントローラは、シーケンスされているコマンドがフラッシュ・

コントローラの他の MAP コマンドと共にインタリーブされる場合、unsup_cmd割り

込みも一緒に返します。

表 10–10 ～表 10–13 に、各コマンド・データ・ペアのフォーマットを示します。

表10‒10. コマンド・データ・ペア 1 

31:28 27:26 25:24 23:<M> (1) (<M> ‒ 1):0 (1)

コマンド 0x0 0x2 0x0 ブロック・アドレス ページ・アドレス

31:16 15:12 11:8 7:0

データ 0x0 0x2
0x0 = リード

0x1 = ライト
<PP>= ページ数

Note to 表 10–10:
(1) <M> はデバイスのブロックごとのページ数によって異なります。<M> = ceil （ log2（<device pages per block> ））。そのため、以

下の値を使用します。
ブロックあたり 32 ページの場合：<M>=5
ブロックあたり 64 ページの場合：<M>=6
ブロックあたり 128 ページの場合：<M>=7
ブロックあたり 256 ページの場合：<M>=8
ブロックあたり 384 ページの場合：<M>=9
ブロックあたり 512 ページの場合：<M>=9

表10‒11. コマンド・データ・ペア 2

31:28 27:26 25:24 23:8 7:0

コマンド 0x0 0x2 0x0 メモリ・アドレス High (1) 0x0

31:16 15:12 11:8 7:0

データ 0x0 0x2 0x2 0x0

表 10–11 の注：

(1) 32 ビットにアラインメントされる必要があるホスト・メモリのバッファ・アドレスです。
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
詳しくは、10–7 ページの「インデックスされたアドレス指定」を参照してください。

NAND フラッシュ・コントローラ DMA にキャッシュ可能なアクセスを実行させる場

合、システム・マネージャの nandgrpグループの l3masterレジスタに書き込むこと

によってキャッシュ・ビットをコンフィギュレーションする必要があります。シス

テム・マネージャを使用してキャッシュ機能を変更する前に、NAND フラッシュ・コ

ントローラ DMA はアイドル状態になっている必要があります。

f システム・マネージャについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
System Manager の章を参照してください。

NAND フラッシュ・コントローラが DMA モードになっている間、非 DMA の MAP10
コマンドを発行することができます。例えば、ウェア・レベリングするために、

DMA コマンド間のホスト開始ページの転送をトリガすることがあります。しかし、

コマンド・データ・ペア間で非 DMA の MAP10 コマンドをマルチ・トランザクショ

ン DMA コマンドのセットとしてインタリーブしてはいけません。他のコマンドを送

信する前に、表 10–10 ～表 10–13 に示した 4 つすべてのコマンド・データ・ペアを

発行する必要があります。

DMA がイネーブル状態の間、MAP00、MAP01 または MAP11 コマンドを発行してはい

けません。

マルチ・トランザクション・フォーマットの MAP10 コマンドは、インクリメント 4
（INCR4）フォーマット（「バースト DMA コマンド」に示されています）の MAP10 コ

マンドと同じように、nanddataのオフセット 0x10 で Dataレジスタに書き込まれま

す。

表10‒12. コマンド・データ・ペア 3 
31:28 27:26 25:24 23:8 7:0

コマンド 0x0 0x2 0x0 メモリ・アドレス Low (1) 0x0

31:16 15:12 11:8 7:0

データ 0x0 0x2 0x3 0x0

表 10–12 の注：

(1) 32 ビットにアラインメントされる必要があるホスト・メモリのバッファ・アドレスです。

表10‒13. コマンド・データ・ペア 4 

31:28 27:26 25:24 23:17 1
6 15:8 7:0

コマンド 0x0 0x2 0x0 0x0

IN
T

(1
)

バースト長 0x0

31:16 15:12 11:8 7:0

データ 0x0 0x2 0x4 0x0

表 10–13 の注：

(1) INT は、DMA 転送が完了する 後にホスト割り込みが生成されるように指定します。INT は DMA 転送の 後に statusグルー
プの intr_status0レジスタの dma_cmd_compd ビットの値を制御します。INT は以下のいずれかの値をとることができます。
0— ホストに割り込みません。dma_cmd_compビットが 0 に設定されます。
1— ホストに割り込みます。dma_cmd_comp ビットが 0 に設定されます。
Arria Vデバイス・ハンドブック 2012年 11 月 Altera Corporation
Volume 3：ハード・プロセッサ・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル

http://www.altera.com/literature/hb/arria-v/av_54014.pdf


第 10 章： NAND フラッシュ・コントローラ 10‒17
NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
バーストDMAコマンド
コマンドを 4 つの 16 ビット・アクセスのバースト・トランザクションとして NAND
フラッシュ・コントローラに送信することで、DMA 転送を開始することができます。

DMA コマンドのこの形式は、FPGA ファブリックのカスタム IP からの DMA 転送を開

始する上で便利であることがあります。ほとんどのプロセッサ・コアはバーストの

幅を制御できないため、そうしたプロセッサ・コアではこの DMA コマンドの形式を

使用できません。

DMA がイネーブルされると、NAND フラッシュ・コントローラは MAP10 パイプライ

ン DMA コマンドを INCR4 コマンドとして、表 10–14 に示されているフォーマットで

識別します。MAP10 パイプライン DMA コマンドのアドレス・デコーディングは、

10–11 ページの 表 10–7 に示されているように変更されません。表 10–14 に、MAP10
バースト DMA コマンド構成を示します。バースト DMA コマンドは、マルチ・トラ

ンザクション DMA コマンド・データ・ペアと同じ情報を伝送しますが、非常に異な

るフォーマットで伝送します。

INCR4 フォーマットの MAP10 コマンドは、マルチ・トランザクション・フォーマッ

ト（「マルチ・トランザクション DMA コマンド」に示されています）の MAP10 コマ

ンドと同じように、nanddataのオフセット 0x10 で Dataレジスタに書き込まれます。

NAND フラッシュ・コントローラに対して、表 10–14 の 16 ビット・フィールドを 4
つの独立した長さ 1 のバーストとしてシーケンスの順序で送信することができます。

アルテラは、この方法を推奨しています。

NAND フラッシュ・コントローラ DMA にキャッシュ可能なアクセスを実行させる場

合、システム・マネージャの nandgrpグループの l3masterレジスタに書き込むこと

によってキャッシュ・ビットをコンフィギュレーションする必要があります。シス

テム・マネージャを使用してキャッシュ機能を変更する前に、NAND フラッシュ・コ

ントローラ DMA はアイドル状態になっている必要があります。

f システム・マネージャについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
System Manager の章を参照してください。

表10‒14. MAP10 バースト DMA（INCR4）コマンド構成

データ・
ビート 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ビート 0 0x2 0x0：リード、0x1：ライト <PP>= ページ数

ビート 1 (1) メモリ・アドレス High

ビート 2 (1) メモリ・アドレス Low

ビート 3 0x0
INT

(2)

バースト長

表 10–14 の注：

(1) 32 ビットにアラインメントされる必要があるホスト・メモリのバッファ・アドレスです。

(2) INT は、DMA 転送が完了する 後にホスト割り込みが生成されるように指定します。INT は DMA 転送の 後に statusグルー
プの intr_status0レジスタの dma_cmd_comp ビットの値を制御します。INT は以下のいずれかの値をとることができます。
0— ホストに割り込みません。dma_cmd_compビットが 0 に設定されます。
1— ホストに割り込みます。dma_cmd_comp ビットが 0 に設定されます。
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
ECC
NAND フラッシュ・コントローラは、ビット・エラーを計算して訂正するための ECC
ロジックを内蔵しています。フラッシュ・コントローラは、ページ内の複数のエ

ラーを検出するために Bose-Chaudhuri-Hocquenghem（BCH）アルゴリズムを使用しま

す。

NAND フラッシュ・コントローラは、512 バイトおよび 1024 バイトの ECC エラーを

サポートしています。フラッシュ・コントローラは、選択されているセクタ・サイ

ズに応じて、512 バイトまたは 1024 バイトのデータごとに ECC チェック・ビットを

挿入します。512 バイトまたは 1024 バイトの後、フラッシュ・コントローラは ECC
チェック・ビット情報をデバイス・ページに書き込みます。

ECC 情報は、ページをまたいでデータの 512 バイトまたは 1024 バイト間でストライ

プされます。NAND フラッシュ・コントローラは、同じパターンで ECC 情報を読み出

して、データ・リードの 512 バイトまたは 1024 バイトに基づいてエラーの存在を計

算します。

表 10–15 に、いくつかの訂正機能、セクタ・サイズ、およびスペア領域に書き込ま

れる必要なチェック・ビット・サイズの関係を示します。

NAND フラッシュ・コントローラは、ソフトウェアがページの形式を設定するために

使用する、以下の ECC プログラミング・モードを提供しています。

■ メイン領域転送モード

■ スペア領域転送モード

■ メイン＋スペア領域転送モード

メイン領域転送モード
メイン領域転送モードでは、ECC がイネーブルされると、NAND フラッシュ・コント

ローラは書き込みでは ECC チェック・ビットをデータ・ストリームに挿入して、読

み出しでは ECC チェック・ビットをストリップします。ページの書き込み中は、ソ

フトウェアは ECC セクタを管理する必要がありません。ECC チェックはフラッシュ・

コントローラによって実行されるため、ソフトウェアは単純にデータを転送するだ

けです。

ECC がオフのとき、NAND フラッシュ・コントローラは ECC チェック・ビットの読み

出し / 書き込みをしません。図 10–2 に、メイン領域転送モードのプログラミング・

モデルを示します。

表10‒15. 訂正機能、セクタ・サイズ、およびチェック・ビット・サイズ

訂正 セクタ・サイズ（バイト） チェック・ビット・サイズ（バイト）
4 512 8

8 512 14

16 512 26

24 1024 46

図10‒2. メイン領域転送モードでの ECC のプログラミング・モデル

Sector 0 Sector 1 Sector 2 Sector 3
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
スペア領域転送モード
スペア領域転送モードでは、NAND フラッシュ・コントローラは ECC チェック・ビッ

トを導入または処理せず、データ転送の通過として機能します。図 10–3 に、スペア

領域転送モードのプログラミング・モデルを示します。

メイン＋スペア領域転送モード
メイン + スペア領域転送モードでは、NAND フラッシュ・コントローラは、ソフト

ウェアがページの形式を図 10–4 のように設定するものと見なします。書き込み動作

の 中に ECC がイネーブルされると、フラッシュ・コントローラ先生の ECC チェッ

ク・ビットはソフトウェアによる ECC チェック・ビット・データと置き換わります。

読み出し動作の 中に、フラッシュ・コントローラはデバイスからホストに ECC
チェック・ビットを転送します。ECC がディセーブルされると、ソフトウェアから

のページ・データはデバイスに書き込まれて、デバイスから受信したリード・デー

タがホストに転送されます。

不良ブロック・マーカの保持
製造の時点でフラッシュ・デバイスの製造業者がデバイスをテストするとき、発見

された不良デバイス・ブロックにマークを付けます。それぞれの不良ブロックは、

特別な既知のオフセットで、通常はスペア領域のベースでマークされます。不良ブ

ロック・マーカは、0xFF 以外の任意のバイト値です（消去されたフラッシュの通常

状態）。

ECC がイネーブルされている場合、不良ブロック・マーカは、ページの 終セクタ・

データによって上書きできます。これは、NAND フラッシュ・コントローラもページ

のメイン領域に ECC 情報を保存しているために起きます。これは、スペア領域に波

及する 終セクタを発生させることになります。システムは、フラッシュ・デバイ

ス内の不良ブロックを正確に把握するために、データの書き込みより前に不良ブ

ロック情報を保持している必要があります。

スペア領域に対してページの 終セクタを書き込む場合、特定のバイト数をスキッ

プして NAND フラッシュ・コントローラをコンフィギュレーションできます。この

オプションによって、フラッシュ・コントローラは不良ブロック・マーカを保持す

るようになります。このオプションを使用するには、configグループの

spare_area_skip_bytesレジスタに対して目的のオフセットを書き込みます。例え

ば、デバイスのページ・サイズが 2 KB で、デバイスの製造業者がスペア領域の 初

の 2 バイトに不良ブロック・マーカを保存している場合、spare_area_skip_bytes
レジスタを 2 に設定します。フラッシュ・コントローラがスペア領域とオーバー

ラップしているページの 終セクタを書き込む場合、オフセット 0 で不良ブロック・

マーカをスキップして、スペア領域のオフセット 2 から開始します。0 の値（デフォ

ルト）は、スキップするバイトがないということ指定します。

spare_area_skip_bytesの値は偶数である必要があります。例えば、不良ブロック・

マーカがシングル・バイトの場合、spare_area_skip_bytesを 2 に設定します。

図10‒3. スペア領域転送モードでの ECC のプログラミング・モデル

Sector 3 ECC3 Flags

図10‒4. メイン +スペア領域転送モードでの ECC のプログラミング・モデル

Sector 0 ECC0 Sector 1 ECC1 Sector 2 ECC2 Sector 3 ECC3 Flags
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NAND フラッシュ・コントローラの機能の説明
メイン領域転送モードでは、NAND フラッシュ・コントローラは不良ブロック・マー

カをスキップしません。その代わり、configグループの spare_area_markerレジス

タでプログラムされた値を持っている不良ブロック・マーカをオーバーライドしま

す。この 8 ビット・レジスタは、configグループの spare_area_skip_bytesレジス

タと共に使用されて、ページのスペア領域ののどのバイトが新規のマーカ値で書き

込まれる必要があるか決定します。例えば、spare_area_markerレジスタを 0xFF に

設定して spare_area_skip_bytesレジスタをマーカが書き込まれるべきバイト数に

設定してもよいものとしてスペア領域のベースからブロックをマークします。

スペア領域転送モードでは、NAND フラッシュ・コントローラは

spare_area_skip_bytesレジスタおよび spare_area_markerレジスタを無視します。

フラッシュ・コントローラは、ホスト・またはデバイスから受信したものとして

データを転送します。

メイン + スペア領域転送モードでは、spare_area_skip_bytesレジスタで指定され

ているオフセットから、NAND フラッシュ・コントローラがページの 終セクタをス

ペア領域に書き込み始めます。しかし、不良ブロック識別子の情報が含まれている

領域は、ホストがページに書き込むデータによって上書きされます。ホストはデー

タ・セクタおよび不良ブロック・マーカの両方を書き込みます。フラッシュ・コン

トローラは、ホスト・ソフトウェアによってデータ書き込みの前に不良ブロック・

マーカを適切に設定します。

このデータのフォーマットについて詳しくは、10–19 ページの 図 10–4 を参照してく

ださい。

図 10–5 に、NAND フラッシュ・コントローラがどのように不良ブロック・マーカを

スキップするのか例を示します。この例では、フラッシュ・デバイスは 64 バイトの

スペア領域がある 2 KB ページを持っているものとします。セクタ訂正毎に 8 バイト

である 14 バイトのセクタ ECC が示されています。

f デフォルトでの NAND フラッシュ・コントローラのコンフィギュレーションについて

詳しくは、10–28 ページの「転送モードの動作」を参照してください。

誤り訂正ステータス
eccグループの ECC 誤り訂正情報（ECCCorInfo_b01）レジスタには、NAND フラッ

シュ・コントローラが実行する読み出し / 書き込みごとの誤り訂正情報が含まれてい

ます。ECCCorInfo_b01レジスタには、max_errors_b0フィールドおよび

uncor_err_b0フィールドの ECC 誤り訂正情報が含まれています。

図10‒5. 不良ブロック・マーカ

Sector 0 ECC 0 Sector 1 ECC 1 Sector 2 ECC 2 Sector 3 Sector 3 ECC 3 Other Flags

64-Byte Spare Area2-KByte Main Area

512 Bytes 14 Bytes 512 Bytes 14 Bytes 512 Bytes 14 Bytes 470 Bytes 2 Bytes
(Skip)

42 Bytes 14 Bytes 6 Bytes

Bad Block Marker
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処理中のトランザクションのデータ訂正の 後で、ECCCorInfo_b01はトランザク

ションの ECC セクタに適用される訂正数の 大値を維持します。更に、このレジス

タはトランザクションが全体として訂正可能なエラーか、訂正不可能なエラーか、

あるいはエラーが全くないかどうかを表示します。トランザクションの ECC セクタ

のどこにもエラーがない場合、トランザクションにはエラーがありません。訂正不

可能なセクタが 1 つでもある場合は、トランザクションは訂正不可能であるとマー

クされます。訂正可能なエラーが 1 つでもセクタにあるか訂正不可能なエラーが 1
つもない場合、トランザクションは訂正可能であるとマークされます。

各トランザクションの 後に、ホストはこのレジスタを読み出す必要があります。

このレジスタの値は、ブロックについてのホストへのデータを提供します。検出さ

れる訂正可能なエラー数が特定のスレッショルド値に達すると、ホストは是正措置

を講じることができます。

インタフェース信号
表 10–16 に、NAND フラッシュ・インタフェース信号用の I/O ピンの使用について示

します。

HPS の I/O ピンは、シングルの x8 デバイスをサポートしています。

NANDフラッシュ・コントローラのプログラミング・モデル
この項では、マイクロプロセッサ・ユニット（MPU）で実行しているソフトウェア

によって NAND フラッシュ・コントローラがどのようにプログラミングされるか説

明します。

1 コンフィギュレーション・レジスタを書き込んで、そのコンフィギュレーション・

レジスタの値に依存するデータ動作でそれを追跡する場合、アルテラは、データ動

作を実行する前にレジスタの値を読み出すことを推奨しています。この読み出し動

作によって、データ動作が NAND フラッシュ・コントローラに発行される前に、レ

ジスタのポストされた書き込みが完了して有効になります。

基本的なフラッシュ・プログラミング
この項では、NAND フラッシュ・コントローラにアクセスして制御するソフトウェア

で実行が必要なステップについて説明します。

表10‒16. NAND フラッシュ・インタフェース信号

信号 幅 I/O 説明

ad 8 入力 / 出力
フラッシュ・デバイス用のコマンド、アドレスお
よびデータです。

ale 1 出力 アドレス・ラッチ・イネーブルです。

ce_n 1 出力 出力アクティブ Low のチップ・イネーブルです。

cle 1 出力 コマンド・ラッチ・イネーブルです。

re_n 1 出力 アクティブ Low のリード・イネーブル信号です。

rb 1 入力 レディ / ビジー信号です。

we_n 1 出力 アクティブ Low ライト・イネーブル信号です。

wp_n 1 出力 アクティブ Low ライト保護信号です。
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NANDフラッシュ・コントローラの最適化シーケンス
ソフトウェアは、configグループの rb_pin_enabledレジスタの bank0ビットを使

用して、割り込み用のフラッシュ・デバイスまたはポーリング・モードをコンフィ

ギュレーションする必要があります。デバイスがポーリング・モードの場合、ソフ

トウェアは、ポーリングの時間と周波数を選択するために追加レジスタもプログラ

ムする必要があります。configグループの以下のレジスタをプログラムします。

■ rb_pin_enabledレジスタを各フラッシュ・デバイスの動作の目的のモードに設定

します。

■ ポーリング・モードでは、NAND フラッシュ・コントローラの動作の速度および

目的の待機時間に応じて、load_wait_cntレジスタを適切な値に設定します。

■ ポーリング・モードでは、NAND フラッシュ・コントローラの動作の速度および

目的の待機時間に応じて、ソフトウェアによって program_wait_cntレジスタを

適切な値に設定します。

■ ポーリング・モードでは、NAND フラッシュ・コントローラの動作の速度および

目的の待機時間に応じて、ソフトウェアによって erase_wait_cntレジスタを適

切な値に設定します。

■ ポーリング・モードでは、NAND フラッシュ・コントローラの動作の速度および

目的の待機時間に応じて、ソフトウェアによって int_mon_cyccntレジスタを適

切な値に設定します。

ソフトウェアは、rb_pin_enabledレジスタの bank0ビットを使用して、任意のフ

ラッシュ・デバイスを割り込みモードからポーリング・モードへ、あるいはその逆

に変更することができます。

ソフトウェアは、特定のフラッシュ・デバイスの動作のモードを変更する前に、そ

の特定のフラッシュ・デバイスに未処理のトランザクションがないことを確認する

必要があります。

デバイスの初期化シーケンス
初期化に際して、ホスト・ソフトウェアは configグループの以下のレジスタをプロ

グラムする必要があります。

■ devices_connectedレジスタを 1 に設定します。

■ device_widthレジスタを 8 に設定します。

■ device_main_area_sizeレジスタを適切な値に設定します。

■ device_spare_area_sizeレジスタを適切な値に設定します。

■ フラッシュ・デバイスのパラメータに応じて pages_per_blockレジスタを設定し

ます。

■ フラッシュ・デバイスのパラメータに応じて number_of_planesレジスタを設定し

ます。
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■ デバイスが 2 つの ROW アドレス・サイクルを可能にする場合、

two_row_addr_cyclesレジスタの flagビットは 1 に設定されている必要がありま

す。ホスト・プログラムは、以下の方法のうちいずれかによってこの状況を確認

することができます。

■ フラッシュ・コントローラがビットを自動的に初期化するため、NAND フラッ

シュ・コントローラのリセット初期化シーケンスよりも前に

bootstrap_two_row_addr_cyclesレジスタの flagビットを 1 に設定します。

■ two_row_addr_cyclesレジスタの flagビットを直接 1 に設定します。

■ configグループの chip_enable_dont_careレジスタを 0 にクリアします。

NAND フラッシュ・コントローラは、10–3 ページの「検出および初期化」に示され

ているように、フラッシュ・デバイスの機能を識別できて、デバイスと正しく接続

するようにフラッシュ・コントローラ・レジスタを初期化できるようにします。

しかしいくつかの NAND デバイスは、普遍的に受け入れられている ID プロトコルに

従っていません。そのようなデバイスに接続されている場合、NAND フラッシュ・コ

ントローラはそれを正しく識別できません。そのようなデバイスを使用している場

合、ソフトウェアは他の方法を使用して初期化レジスタが正しく設定されているこ

とを確認することになります。

デバイスの動作コントロール
この項では、デバイス上でのマルチ・プレーン動作またはキャッシュ動作の使用を

選択しているときにプログラムする必要のあるレジスタを示します。デバイスがマ

ルチ・プレーン動作またはキャッシュ動作をサポートしていない場合、NAND フラッ

シュ・コントローラの機能に何の影響も与えずに、これらのレジスタをパワー・オ

ン・リセット値にしておくことができます。デバイスがこれらのシーケンスをサ

ポートしている場合でも、ソフトウェアはこれらのシーケンスを使用しない可能性

があり、これらのレジスタをパワー・オン・リセット値にしておくことができます。

使用しているデバイスのパフォーマンスを 良にするために、configグループの以

下のレジスタをプログラムします。

■ NAND フラッシュ・コントローラに接続されているフラッシュ・デバイス上の

データにアクセスするためにデバイスがマルチ・プレーン動作をサポートしてい

る場合、configグループの multiplane_operationレジスタの flagビットを 1
に設定します。フラッシュ・コントローラがマルチ・プレーン動作用に設定され

ている場合、アクセスされるページ数は常にデバイスのプレーン数の倍数になり

ます。

■ NAND フラッシュ・コントローラがマルチ・プレーン動作用にコンフィギュレー

ションされている場合、また、デバイスがマルチ・プレーンのリード・コマン

ド・シーケンスをサポートしている場合、configグループの

multiplane_read_enableレジスタを設定します。

■ デバイスがマルチ・プレーン・アドレス制約を実装している場合、

multiplane_addr_restrictレジスタの flagビットを 1 に設定します。

■ デバイス毎の要件通りにdie_maskレジスタおよびfirst_block_of_next_planeレ
ジスタを初期化します。

■ デバイスがキャッシュ・コマンド・シーケンスをサポートしている場合、config
グループの cache_write_enableレジスタおよび cache_read_enableレジスタを

イネーブルします。
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■ デバイスがコピーバック・コマンド・シーケンスをサポートしていない場合、

configグループのcopyback_disableレジスタのflagビットを 0に設定します。レ

ジスタは、イネーブルされている状態にデフォルトします。

■ マルチ・プレーンまたはキャッシュに関連した NAND フラッシュ・コントローラ

の設定および製造 ID の組み合わせに基づいて NAND フラッシュ・コントローラが

正しいシーケンスを使用できるため、configグループの read_modeレジスタ、

write_modeレジスタおよび copyback_modeレジスタは、この時点ではソフトウェ

アによって書き込まれる必要はありません。今後の使用においてこれらの設定が

変更される場合、その変更に合わせてレジスタをプログラムします。

ECC のイネーブル
フラッシュ・デバイスでデータ動作を開始する前に、ECC をイネーブルするかディ

セーブルするかを決定する必要があります。ECC をイネーブルする必要がある場合、

デバイスで使用可能なページ・サイズおよびスペア領域に応じた適切な訂正レベル

を設定します。

configグループのecc_enableレジスタのflagビットを1に設定してECCをイネーブル

します。イネーブルされると、configグループの以下のレジスタは適切にプログラ

ムされる必要があり、そうでないと無視される可能性があります。

■ ecc_correctionレジスタを適切な訂正レベルに初期化します。

■ ソフトウェアが不良ブロック・マーカを保持する必要がある場合、configグルー

プの spare_area_skip_bytesレジスタおよび spare_area_markerレジスタをプ

ログラムします。

ECC について詳しくは、10–18 ページの「ECC」を参照してください。

NANDフラッシュ・コントローラのパフォーマンス・レジスタ
これらのレジスタは、NAND フラッシュ・コントローラのパフォーマンス全体を 大

化するデバイス・インタフェースでのバーストのサイズを指定します。

ページの転送に必要なバースト数を 小化することで、dmaグループの

flash_burst_lengthレジスタをデバイス・インタフェースのパフォーマンスを 大

化する値に初期化します。

割り込みおよびDMAのイネーブル
NAND フラッシュ・コントローラでのデータ動作の開始前に、ソフトウェアは適切な

割り込みステータス・レジスタ・ビットを設定する必要があります。ソフトウェア

がフラッシュ・コントローラの DMA ロジックの使用を選択する場合、適切な DMA
をイネーブルしてレジスタ空間の割り込みビットを設定する必要があります。

■ configグループの global_int_enableレジスタの flagビットを 1 に設定して、グ

ローバル割り込みをイネーブルします。

■ フラッシュ・コントローラが割り込みモードの場合、動作を送信する前に status
グループの intr_en0レジスタの関連するビットを 1 に設定します。

■ アプリケーションが DMA モードを必要とする場合は DMA をイネーブルします。

dmaグループのdma_enableレジスタのflagビットを送信することによってDMAを
イネーブルします。アルテラは、ソフトウェアがこのレジスタを読み戻すこと

で、DMA コマンドがフラッシュ・コントローラに送信される前にモードの変更を

確認することを推奨しています。
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■ DMA がイネーブルされている場合、dmaグループの dma_intr_enレジスタの適切な

ビットを設定します。

割り込みステータス・ビットのアサートのオーダ
statusグループの intr_status0レジスタにあるいかの割り込みステータス・ビット

は、割り込みビット設定のオーダで示されています。

1. time_out— ウォッチドッグ time_outビットがアサートされる場合、他のすべて

の割り込みビットは 0 に設定します。

2. dma_cmd_comp— この割り込みステータス・ビットは、データを転送する DMA 動

作中に 後にアサートされるビットです。このビットは、データ転送シーケンス

の完了を意味します。

3. pipe_cpybck_cmd_comp— コピーバック・コマンドまたはパイプライン・コマン

ドの 終ページが完了すると、このビットがアサートされます。

4. locked_blk— プログラム（または消去）がロックされたブロックで実行される

場合、このビットがアサートされます。

5. INT_act— 他の割り込みステータス・ビットと何の関係もありません。フラッ

シュ・デバイスの ready_busyピンの値が 0 から 1 に遷移することを表していま

す。

6. rst_comp— 他の割り込みステータス・ビットと何の関係もありません。リセッ

ト・コマンドが完了した後に発生します。

7. 消去コマンド用：

a. erase_fail（失敗した場合）

b. erase_comp

8. プログラム・コマンド用：

a. locked_blk（ロックされたブロックで処理された場合）

b. pipe_cmd_err（パイプライン・シーケンスが MAP01 コマンドによって破壊さ

れた場合）

c. page_xfer_inc（データ転送の各ページの 後）

d. program_fail（失敗した場合）

e. pipe_cpybck_cmd_comp

f. program_comp

g. dma_cmd_comp（DMA がイネーブルされた場合）

9. リード・コマンド用：

a. pipe_cmd_err（パイプライン・シーケンスが MAP01 コマンドによって破壊さ

れた場合）

b. page_xfer_inc（データ転送の各ページの 後）

c. pipe_cpybck_cmd_comp

d. load_comp

e. ecc_uncor_error（失敗した場合）

f. dma_cmd_comp（DMA がイネーブルされた場合）
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タイミング・レジスタ
フラッシュ・デバイスのスピード・グレードおよびクロック周波数に合わせて以下

のレジスタを 適化する必要があります。NAND フラッシュ・コントローラは、パ

ワー・オン・リセット値を使用して正しく動作します。しかし、パワー・オン・リ

セット値の演算はルーズ・タイミング（信号に広いマージン）となる非 適化モー

ドです。

configグループの以下のレジスタを設定して、接続されているデバイスのスピー

ド・グレードおよびフラッシュ・コントローラの動作の周波数にとって NAND フ

ラッシュ・コントローラを 適化します。

■ twhr2_and_we_2_re

■ tcwaw_and_addr_2_data

■ re_2_we

■ acc_clks

■ rdwr_en_lo_cnt

■ rdwr_en_hi_cnt

■ max_rd_delay

■ cs_setup_cnt

■ re_2_re

無視するレジスタ
configグループの以下のレジスタは、初期化する必要がありません。

■ transfer_spare_regレジスタ。データ転送モードは MAP10 コマンドを使用して初

期化できます。

■ ライト保護機能をテストしていない限り、write_protectレジスタは初期化する

必要がありません。

フラッシュ関連の特別な機能の動作
この項では、フラッシュ・メモリで実行できる特別な機能について説明します。こ

れらの機能は、MAP10 によって 10–7 ページの「コマンド・マッピング」に示されて

いるように定義されます。

消去動作
フラッシュにデータが書き込み可能になる前に、サイクルを消去する必要がありま

す。NAND フラッシュ・メモリ・コントローラは、シングル・ブロックの消去および

マルチ・プレーンの消去をサポートしています。コントローラは、10–11 ページ

の 表 10–7 に示している間接的なアドレッシングからブロック・アドレスをデコード

します。

シングル・ブロック消去
以下に示すように、シングル・ブロック消去を完了する上でシングル・コマンドが

必要です。
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1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを目的の消去ブロックに設定

し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x01 を書き込みます。

シングル・ブロック消去では、configグループの multiplane_operationレジスタ

をリセットする必要があります。

デバイスが消去動作を完了すると、コントローラが erase_comp割り込みを生成しま

す。消去動作が失敗すると、erase_fail割り込みが発行されます。失敗したブロッ

クのアドレスは、statusグループの err_block_addr0レジスタで更新されます。

マルチ・プレーン消去
マルチ・プレーン消去では、configグループの number_of_planesレジスタはフ

ラッシュ・デバイスのプレーン数を保持し、指定されているブロック・アドレスが

デバイスのプレーン数にアラインメントされる必要があります。NAND フラッシュ・

コントローラは、使用可能なプレーン数を 大数として、メモリの各ブロックを連

続的に消去します。以下のようにしてこのコマンドを発行します。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを目的の消去ブロックに設定

し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x01 を書き込みます。

マルチ・プレーン消去では、configグループの multiplane_operationレジスタが

設定されている必要があります。

デバイスがすべてのプレーン上で消去動作を完了すると、NAND フラッシュ・コント

ローラが erase_comp割り込みを生成します。マルチ・プレーンの消去コマンドのど

こかのブロックで消去動作が失敗すると、erase_fail割り込みが発行されます。失

敗したブロックのアドレスは、statusグループの err_block_addr0レジスタで更新

されます。

ロック動作
NAND フラッシュ・コントローラは、以下の機能をサポートしています。

■ フラッシュのロック —NAND フラッシュ・コントローラはすべてのフラッシュの

ロック動作をサポートしています。

フラッシュ・デバイスそれ自身に、その機能への限定されたサポートがあること

があります。デバイスがロック機能をサポートしていない場合、フラッシュ・コ

ントローラはそれらのコマンドを無視します。

■ ロック・タイト — ロック・タイト機能を使用すると、NAND フラッシュ・コント

ローラは変更時からロック・ステータスを保存できます。メモリがロック・タイ

トされた後、任意のフラッシュ領域がロックまたはロック解除できるようになる

前にフラッシュ・コントローラをリセットする必要があります。

メモリ・ブロックのスパンのロック解除
メモリのいくつかのブロックをロック解除するには、以下のステップを実行します。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをロック解除するエリアの開始

アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x10 を書き込みます。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria Vデバイス・ハンドブック
Volume 3：ハード・プロセッサ・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル



10‒28 第 10 章：NAND フラッシュ・コントローラ
NAND フラッシュ・コントローラのプログラミング・モデル
3. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをロック解除するエリアの終了

アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

4. Dataレジスタに 0x11 を書き込みます。

幅広いブロックをロック解除する場合、開始ブロック・アドレスは終了ブロック・

アドレスよりも小さい必要があります。そうでない場合、NAND フラッシュ・コント

ローラは予期せぬ動作を引き起こしてしまいます。

すべてのメモリ・ブロックのロック
メモリ全体をロックするには次のようにします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを任意のメモリ・アドレスに設

定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x21 を書き込みます。

すべてのメモリ・ブロックのロック・タイトの設定
ロック・タイトが適用された後、ロック解除されている領域をロックすることはで

きず、ロックされている領域をロック解除することはできません。

メモリ全体をロック・タイトするには以下のようにします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを任意のメモリ・アドレスに設

定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x31 を書き込みます。

ロック・タイトをディセーブルするには、メモリ・コントローラをリセットします。

転送モードの動作
データ転送に関する以下のモードのうち 1 つで NAND フラッシュ・コントローラを

コンフィギュレーションすることができます。

■ デフォルト領域転送モード

■ スペア領域転送モード

■ メイン + スペア領域転送モード

NAND フラッシュ・コントローラは、configグループの transfer_spare_regレジス

タの設定からデフォルト転送モードを決定します。転送モードを現在のモードから

次のモードにダイナミックに変更するには、MAP10 コマンドを使用します。以降の

すべてのコマンドは新しい転送モードでのコマンドです。ユーザーは、ロジカル・

データ転送境界で転送モードが変更されるか検討する必要があります。例：

■ シングル・ページの読み出しまたは書き込みでの開始ページまたは 終ページ

■ 完全な複数ページのパイプライン読み出し/書き込みコマンドの開始時または終了

時
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MAP10 コマンドについて詳しくは、10–10 ページの「MAP10 コマンド」を参照して

ください。表 10–17 に、MAP10 転送モードのコマンドの機能、および configグルー

プの transfer_spare_regレジスタに対するマッピングを示します。

デフォルト領域アクセスのコンフィギュレーション
以前、転送モードがスペア領域またはメイン + スペア領域に変更されている場合、

デフォルト領域アクセスのみコンフィギュレーションする必要があります。以下の

ようにしてデフォルト領域アクセスをコンフィギュレーションします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを任意のブロックに設定し、コ

マンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x42 を書き込みます。

NAND フラッシュ・コントローラは、configグループの transfer_spare_regレジス

タの設定からデフォルト領域転送モードを決定します。1 に設定されている場合、転

送モードはメイン + スペア領域になります。それ以外の場合はメイン領域です。

スペア領域アクセスのコンフィギュレーション
フラッシュ・デバイスのスペア領域のみにアクセスするには、MAP10 コマンドを使

用して NAND フラッシュ・コントローラがデバイスのスペア領域のみを読み出すま

たは書き込むように設定します。フラッシュ・コントローラを設定した後、MAP01
リード / ライト・コマンドを使用して、適切なブロックおよびページ・アドレスのス

ペア領域にアクセスします。NAND フラッシュ・コントローラをコンフィギュレー

ションしてスペア領域のみにアクセスするには、以下のステップを実行します。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをターゲット・ブロックに設定

し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x41 を書き込みます。

メイン +スペア領域アクセスのコンフィギュレーション
メイン + スペア領域にアクセスするために NAND フラッシュ・コントローラをコン

フィギュレーションするには、以下のようにします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをターゲット・ブロックに設定

し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x43 を書き込みます。

表10‒17. transfer_spare_reg およびMAP10 転送モード・コマンド

transfer_spare_reg MAP10 転送モード・コマンド NAND フラッシュ・コント
ローラ・モードの結果

0 0x42 メイン (1)

0 0x41 スペア

0 0x43 メイン + スペア

1 0x42 メイン + スペア (1)

1 0x41 スペア

1 0x43 メイン + スペア

表 10–17 の注：

(1) デフォルト・アクセス・モード（0x42）は、transfer_spare_regの値に応じて、メイン（のみ）
またはメイン + スペア・モードのどちらか一方にマップします。
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リード・モディファイ・ライト動作
特別なページを読み出すまたはページ内のいくつかのワード、バイトまたはビット

を変更するには、RMW 動作を使用します。リード・コマンドは、フラッシュ・メモ

リからページ・バッファに対して目的のデータをコピーします。そして、MAP00
バッファ・リード・コマンドおよびライト・コマンドを使用してバッファ内の情報

を変更できます。また、メモリに情報を返すように書き込むための他のコマンドを

発行します。

リード・モディファイ・ライト・コマンドはページ全体で動作します。このコマン

ドは、ページのほとんどが新規の位置に保存されるようなコピー・タイプの動作に

便利です。このようなタイプの動作では、NAND フラッシュ・コントローラはまず

データを読み出して、ページ内で指定のワード数を変更し、そして変更したページ

を新規の位置に書き込みます。

1 データがフラッシュ・デバイスのページ・バッファ内部で変更されているため、

NAND フラッシュ・コントローラの ECC ハードウェアは RMW 動作では使用されませ

ん。ソフトウェアは RMW 動作中に ECC を更新する必要があります。

1 リード・モディファイ・ライト・コマンドをハードウェア ECC と共に使用する場合に

は、RMW 機能に依存することなく、ページ全体がシステム・メモリに読み出され

て、変更され、そしてフラッシュに書き戻される必要があります。

リード・モディファイ・ライト動作のフロー
1. メモリからのページの読み出しによってフローが開始します。

■ CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを目的のブロックの開始アド

レスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

■ Dataレジスタに 0x60 を書き込みます。

このステップによって、フラッシュ・デバイスのページ・バッファで使用可能な

ページになります。

2. 次はデスティネーション・ページ・アドレスです。

■ CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを目的のブロックのデスティ

ネーション・アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

■ Dataレジスタに 0x61 を書き込みます。

このステップはページ・プログラムを開始してデスティネーション・アドレスを

デバイスに与えます。

3. MAP00 ページ・バッファのリード・コマンドおよびライト・コマンドを使用し

て、ページ・バッファのデータを変更します。

4. ページ・バッファのデータをメモリに書き戻します。

■ CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを同じデスティネーション・

アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

■ Dataレジスタを 0x62 に書き込みます。

このステップによって書き込みを実行します。

デバイスがロード動作を完了した後、NAND フラッシュ・コントローラは load_comp
割り込みを発行します。ホストがライト・コマンドを発行してデバイスがプログラ

ム動作を完了すると、program_comp割り込みが発行されます。
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ページ・プログラム動作（RMW 動作の一部としての動作）がデバイスでプログラム

を失敗すると、program_fail割り込みが発行されます。失敗したページのブロック

およびページ・アドレスは、statusグループの err_block_addr0レジスタおよび

err_page_addr0レジスタで更新されます。

コピー・バック動作
NAND フラッシュ・コントローラはコピー・バック動作をサポートしています。しか

し、フラッシュ・デバイスではこの機能に対するサポートが制約されている可能性

があります。コピー・バックをサポートしていないデバイス上でコピー・バック動

作の実行を試みる場合、NAND フラッシュ・コントローラは割り込みをトリガしま

す。また、デスティネーション・ブロックが指定される前にソース・ブロックが指

定されていない場合、またはソース・ブロック仕様に続く次のコマンドでデスティ

ネーション・ブロックが指定されていない場合も、割り込みがトリガされます。

NAND フラッシュ・コントローラは、コピー・バック・コマンドでは ECC 検証を実行

できません。フラッシュ・コントローラは ECC データをコピーしますが、コピー動

作中にそれをチェックしません。アルテラは、フラッシュ・コントローラに実装さ

れている ECC が十分な強度を持っていて次のアクセスが蓄積されているエラーを訂

正できる場合のみ、コピー・バックを使用することを推奨しています。

8 ビットの値 <PP> はコピー・バックのページ数を指定します。この機能を使用する

と、NAND フラッシュ・コントローラはシングル・コマンドによって複数の連続した

ページをコピーできます。コピー・バック・コマンドを発行する場合、フラッシュ・

コントローラはバックグラウンドで動作を実行します。現在のコピー・バックが完

了するまで、フラッシュ・コントローラは他のコマンドを保留します。

マルチ・プレーン・デバイスでは、configグループの multiplane_operationレジ

スタの flagビットが 1 に設定されている場合、マルチ・プレーン・コピー・バック

はオプションとして使用可能です。この場合、指定されているブロック・アドレス

はプレーン・アラインメントされている必要があり、値 <PP> はプレーン数の倍数と

してコピーするページ数の合計を指定する必要があります。ブロック・アドレスは、

ページ・アドレスをインクリメントする前にデバイスのプレーン数の合計のインク

リメントを継続して固定のページ・アドレスを保持します。

フラッシュ・コントローラがすべての <PP> ページのコピー・バック動作を完了する

と pipe_cpyback_cmd_comp割り込みが生成されます。ページ・プログラム動作（コ

ピー・バック動作の一部としての動作）がデバイス内でプログラムを失敗すると、

program_fail割り込みが発行されます。失敗したページのブロックおよびページ・

アドレスは、statusグループの err_block_addr0レジスタおよび err_page_addr0
レジスタで更新されます。

メモリ領域のコピー（シングル・プレーン）
メモリ位置から他の位置に <PP> ページをコピーするには、以下のようにします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをコピー対象の領域の開始アド

レスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x1000 を書き込みます。

3. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを書き込み対象の新しい領域の

開始アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

4. Dataレジスタに 0x11<PP> を書き込みます。ここで <PP> はコピーするページ数

です。
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メモリ領域のコピー（マルチ・プレーン）
メモリ位置から他の位置に <PP> ページをコピーするには、以下のようにします。

1. configグループの multiplane_operationレジスタの flagビットを 1 に設定し

ます。

2. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドをコピー対象の領域の開始アド

レスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。アドレスはプレーン・アラ

インメントされている必要があります。

3. Dataレジスタに 0x1000 を書き込みます。

4. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを書き込み対象の新しい領域の

開始アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。このアドレスもプ

レーン・アラインメントされている必要があります。

5. Dataレジスタに 0x11<PP> を書き込みます。ここで <PP> はコピーするページ数

です。

パラメータの <PP> は、デバイスのプレーン数の倍数である必要があります。

パイプラインの先行読み出しおよび先行書き込みの動作
NAND フラッシュ・コントローラは、パイプラインの先行読み出しおよび先行書き込

みの動作をサポートしています。しかし、フラッシュ・デバイスではこの機能に対

してサポートが制約されている可能性があります。デバイスがパイプラインの先行

読み出しまたは先行書き込みをサポートしていない場合、フラッシュ・コントロー

ラがこれらのコマンドを通常の読み出しまたは書き込みとして処理します。

NAND フラッシュ・コントローラは、コマンドを受信した順序でキューされている

大 4 つのパイプライン・コマンドを処理することができます。フラッシュ・コント

ローラは、パイプライン・コマンドに関連している全ページが実行されるまで、

キューの先頭にあるパイプライン・コマンドで動作します。そしてフラッシュ・コ

ントローラはキューの先頭にあるパイプライン・コマンドをポップし、キューの次

のパイプライン・コマンドの処理に進みます。

パイプラインの先行読み出し機能によって、フラッシュ・メモリの連続的な読み出

しが可能になります。パイプラインのリード・コマンドを受信すると、フラッシュ・

コントローラはデバイスに対してすぐにロード・コマンドを発行します。連続また

はマルチ・プレーンのアドレス・パターンで MAP01 コマンドを使用してデータが読

み出されている間、フラッシュ・コントローラは、フラッシュ・デバイスからの

データの連続的なストリームのための追加キャッシュまたはマルチ・プレーンの

リード・コマンド・シーケンスを維持します。

パイプラインの先行書き込み機能によって、フラッシュ・メモリの連続的な書き込

みが可能になります。連続またはマルチ・プレーンのアドレス・パターンで MAP01
コマンドを使用してデータが書き込まれている間、NAND フラッシュ・コントローラ

は、フラッシュ・デバイス内のデータの連続的なストリーミングのためのキャッ

シュまたはマルチ・プレーンのコマンド・シーケンスを維持します。

MAP01 コマンドは、NAND フラッシュ・コントローラに対してパイプラインのコマン

ドが発行されたのと同じシーケンスでページを読み出すまたは書き込む必要があり

ます。ホストが複数のパイプライン・コマンドを発行する場合、パイプライン・コ

マンドが発行された順序でページが読み出されるまたは書き込まれる必要がありま

す。 初のパイプライン・コマンドが完了する前に次のパイプライン・コマンドの

ページを読み出すまたは書き込むことは不可能です。パイプライン・シーケンスが
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MAP01 コマンドによって破壊された場合、pipe_cmd_err割り込みが発行されて、フ

ラッシュ・コントローラがパイプライン・コマンドのキューをクリアします。フ

ラッシュ・コントローラは、違反している受信 MAP01 リード・リクエストまたはラ

イト・リクエストを、通常のページのリード・シーケンスまたはライト・シーケン

スで処理します。

マルチ・プレーン・プログラミングをサポートしているマルチ・プレーン・デバイ

スでは、configグループの multiplane_operationレジスタの flagビットを 1 に設

定する必要があります。この場合、データは連続したブロックに対してページ・サ

イズ単位でインタリーブされます。

パイプラインの先行読み出しコマンドは、このインタリーブされた方式でキューか

らデータを読み出すことができます。パラメータの <PP> は、使用可能なプレーン数

の倍数としてのページ合計を示しており、ブロック・アドレスはプレーン・アライ

ンメントされている必要があります。これによってブロック・アドレスがデータの

各ページ・サイズ単位でインクリメントされている間、ページ・アドレスが一定に

保持されます。すべてのプレーンからの読み出しが終わると、NAND フラッシュ・コ

ントローラはページ・アドレスをインクリメントして、ブロック・アドレスを初期

アドレスにリセットします。パイプラインの先行書き込みコマンドもマルチ・プ

レーン・モードで使用できます。書き込み動作は、すべてのプレーンが書き込まれ

るまで、ブロック・アドレスをインクリメントしている間、ページ・アドレスを一

定に保持して、読み出し動作と同じように処理されます。

1 パイプランの先行読み出しコマンドおよび先行書き込みコマンドのアドレスおよび

ページ・カウントをキューするために、同一の 4 エントリ・キューが使用されます。

この共通点によって、次のパイプライン・コマンドが処理できるようになる前に、

パイプラインの先行読み出しコマンドの全ページを読み出すために MAP01 コマンド

の使用が必要になります。同様に、次のパイプライン・コマンドが処理できるよう

になる前に、パイプラインの先行書き込みコマンドの周囲の全ページを読み込む必

要があります。

configグループのmultiplane_operationレジスタのflagビットの値がパイプライン

の先行読み出しまたは先行書き込みの動作を決定するため、パイプライン・レジス

タが空のときのみ変更可能です。

ホストがパイプラインの先行読み出しコマンドを発行してフラッシュ・コントロー

ラがアイドル状態の場合、すぐにロード動作が起きます。

1 先行読み出しコマンドはホストにデータを返しません。また、先行書き込みコマン

ドはフラッシュ・アドレスにデータを書き込みません。NAND フラッシュ・コント

ローラがリード・データをロードします。データを読み出すためにホストが MAP01
コマンドを発行する場合のみ、リード・データがホストに返されます。同様に、

データを書き込むためにホストが MAP01 コマンドを発行する場合のみ、フラッ

シュ・コントローラがライト・データをロードしてフラッシュに書き込みます。

NAND フラッシュ・コントローラがパイプライン・コマンドの処理を完了してコマン

ドがそのキューから破棄されると、pipe_cpyback_cmd_comp割り込みが生成されま

す。この時点で、ホストは他のパイプライン・コマンドを送信できます。フラッ

シュ・コントローラがパイプライン・コマンドの 終ページの処理を開始すると、

パイプライン・コマンドがキューからポップされて、割り込みが発行されます。し

たがって、パイプラインの読み出しコマンドでは 終ページのロード前に、パイプ

ラインの書き込みコマンドではプログラムされる 終ページのデータ転送の開始前

に、それぞれ pipe_cpyback_cmd_comp割り込みが発行されます。
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NAND フラッシュ・コントローラのプログラミング・モデル
パイプラインの書き込みコマンドでは、 終ページのプログラム動作が完了すると、

追加の program_comp割り込みが生成されます。

パイプラインの読み出しコマンドでデバイス・コマンド・セットが NAND フラッ

シュ・コントローラによる 終ページのロード・コマンドの発行を必要とする場合、

終ページのロード動作の完了後に load_comp割り込みが生成されます。

パイプラインの書き込みコマンドでは、デバイス内でページ・プログラムが失敗す

ると、program_fail割り込みが発行されます。失敗したページのブロックおよび

ページ・アドレスは、statusグループの err_block_addr0レジスタおよび

err_page_addr0レジスタで更新されます。

パイプライン・コマンドは、キャッシュやマルチ・プレーンのようにデバイス内で

高度なコマンドをシーケンスします。NAND フラッシュ・コントローラが複数ページ

または書き込みパイプライン・コマンドを受信する場合、configグループの以下の

レジスタの設定に応じて、デバイスに送信されたコマンドをシーケンスします。

■ cache_read_enable

■ cache_write_enable

■ multiplane_operation

キャッシュ・リード・シーケンスをサポートしているデバイスでは、

cache_read_enableレジスタの flagビットは 1 に設定されている必要があります。

NAND フラッシュ・コントローラは、各複数ページのパイプラインの読み出しコマン

ドをキャッシュ・リード・シーケンスとしてシーケンスします。キャッシュ・プロ

グラム・コマンド・シーケンスをサポートしているデバイスでは、

cache_write_enableが設定されている必要があります。フラッシュ・コントローラ

は、各複数ページのパイプラインの書き込みコマンドをキャッシュ・ライト・シー

ケンスとしてシーケンスします。

マルチ・プレーンを持っていてマルチ・プレーン・プログラム・コマンドをサポー

トしているデバイスでは、NAND フラッシュ・コントローラの configグループの

multiplane_operationレジスタが設定されている必要があります。複数ページのパ

イプラインのライト・コマンドの受信時に、フラッシュ・コントローラはマルチ・

プレーン・プログラム・コマンドを持っているデバイスをシーケンスして、奇偶ブ

ロック・インクリメント・アドレッシング・モードでホストがデータをフラッシュ・

コントローラに転送することを前提とします。

パイプラインの先行読み出し用のシングル領域の設定
パイプラインの先行読み出し用の領域を設定するには、以下のステップを実行しま

す。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを事前に読み出すためにブロッ

クの開始アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x20<PP> を書き込みます。ここで 0 はこのコマンドを先行読み

出しとして設定し、<PP> は事前に読み出すページ数です。ページはブロック境

界をまたいではいけません。ブロック境界を越えると、NAND フラッシュ・コン

トローラはサポートされていないコマンド（unsup_cmd）割り込みを生成してし

まい、コマンドをドロップします。

先行読み出しコマンドは、フラッシュ・デバイスがページ・バッファ動作を完了し

次第、次ページのロードをページ・バッファで開始するためのヒントになります。

先行読み出しの設定後、実際にデータを読み出すには MAP01 コマンドを使用しま

す。MAP01 コマンドでは、先行読み出しと同じ開始アドレスを指定します。
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NAND フラッシュ・コントローラのアドレス・マップおよびレジスタの定義
パイプラインの先行読み出しリクエストに続いて受信した読み出しコマンドが事前

に読み出されたページに対するものではない場合、割り込みビットが 1 に設定され

てパイプラインの先行読み出しレジスタまたは先行書き込みレジスタがクリアされ

ます。同じデータを再ロードするために発行が必要な新規のパイプライン先行読み

出しリクエストを発行する必要があります。NAND フラッシュ・コントローラがアイ

ドル状態に戻る前に事前に読み出されるデータすべてを読み出すには、MAP01 コマ

ンドを使用する必要があります。

パイプラインの先行書き込みのためのシングル領域の設定
パイプラインの先行書き込み用の領域を設定するには、以下のようにします。

1. CMD_MAPフィールドを 2 に、BLK_ADDRフィールドを事前に書き込むブロックの開

始アドレスに設定し、コマンド・レジスタに書き込みます。

2. Dataレジスタに 0x21<PP> を書き込みます。ここで値 1 はこのコマンドを先行書

き込みとして設定し、<PP> は先行書き込みのページ数です。ページはブロック

境界をまたいではいけません。ブロック境界を越えてしまうと、NAND フラッ

シュ・コントローラはサポートされていないコマンド（unsup_cmd）割り込みを

生成してしまい、コマンドをドロップします。

先行書き込みの設定後、実際にデータを書き込むには MAP01 コマンドを使用しま

す。MAP01 コマンドでは、先行書き込みと同じ開始アドレスを指定します。

パイプラインの先行書き込みリクエストに続いて受信した書き込みコマンドが事前

に書き込まれたページに対するものではない場合、割り込みビットが 1 に設定され

てパイプラインの先行読み出しレジスタまたは先行書き込みレジスタがクリアされ

ます。書き込みロジックをコンフィギュレーションするために新規のパイプライン

先行書き込みリクエストを発行する必要があります。

NAND フラッシュ・コントローラがアイドル状態に戻る前に事前に書き込まれるデー

タすべてを書き込むには、MAP01 コマンドを使用する必要があります。

NANDフラッシュ・コントローラのアドレス・マップおよびレジ
スタの定義

f アドレス・マップおよびレジスタの定義は、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。

■ nanddata

■ nandregs

そしてレジスタおよびフィールドの説明を見るには、スクロールしてレジスタ名を

クリックします。レジスタのアドレスは、各モジュール・インスタンスのベース・

アドレスに相対的なオフセットです。

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。 
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改訂履歴
改訂履歴
表 10–18 に、本資料の改訂履歴を示します。

表10‒18. 改訂履歴

日付 バー
ジョン 変更内容

2012 年 11 月 1.2
■ 1 つの 8 ビット・デバイスのサポート。

■ サポートされている追加のブロック・サイズの提示。

■ 不良ブロック・マーカの処理。

2012 年 5 月 1.1 プログラミング・モデルの項の追加。

2012 年 1 月 1.0 初版。
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