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14. システム・マネージャ
ハード・プロセッサ・システム（HPS）のシステム・マネージャはシステム・レベル

の機能と同様に、HPS 内の他のモジュールをコントロールするために、メモリ・

マップ・コントロールとステータス・レジスタ（CSR）、およびロジックが含まれて

います。

システム・マネージャは、HPS で以下のモジュールに接続します。

■ ウォッチドッグ・タイマ

■ Ethernet Media Access コントローラ（EMAC0 および EMAC1）

■ Direct Memory Access （DMA）コントローラ

■ USB 2.0 On-The-Go （OTG）コントローラ （USB0 および USB1）

■ NAND フラッシュ・ コントローラ

■ Secure Digital/MultiMediaCard （SD/MMC）コントローラ

■ クワッド Serial Peripheral Interface （SPI）フラッシュ・ コントローラ

■ Microprocessor Unit （MPU）サブシステム

システム・マネージャの機能
ソフトウェアは、外部のコントロール信号を必要とする他の HPS モジュール内の

様々な機能を制御および監視するシステム・マネージャに CSR をアクセスします。 
システム・マネージャは、次の機能を実行するために、これらのモジュールに接続

します。

■ MPU のサブシステム内のプロセッサがデバッグ・モードにあるときにウォッチ

ドッグ・タイマをポーズするポーズ信号を送信する。

■ コールド・リセットとシリアル・コンフィギュレーション中にから出力した HPS
の後に I/O ピンをフリーズする。

■ EMAC レベル 3（L3）のマスタ信号のオプションを選択する。

■ SD/MMC コントローラのクロック・オプションおよび L3 マスタ信号のオプション

を選択します。

■ NAND フラッシュ・コントローラ・ブートストラップ・オプションおよび L3 マス

タ信号のオプションを選択する。

■ USB コントローラの L3 マスタ信号のオプションを選択する。

■ DMA のセキュリティ設定の制御を提供したときにリセットから HPS を終了する。

■ ブート・プロセス中に読み込まれるブート・ソースおよびクロック・ソースの情

報を提供する。
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システム・マネージャの機能
■ ECC 保護 RAM を搭載したすべての HPS モジュールにエラー訂正コード（ECC）イ

ネーブル信号を送信する。

■ ECC 保護 RAM を搭載したモジュール内のテスト中にエラーを挿入する機能を提供

する。

■ HPS の多重化 I/O ピンをコントロールする。

■ プロセッサ・コアの数のデバイス固有の HPS のオプションについての情報を提供

する。

■ MPUのサブシステム内のパリティ保護RAMにテスト中にパリティ障害をトリガす

る。

■ HPS はテスト用にスキャン・マネージャを介して FPGA JTAG コントローラにアクセ

スすることが可能。
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第 14 章 : システム・マネージャ 14–3
システム・マネージャのブロック図およびシステム統合
システム・マネージャのブロック図およびシステム統合
システム・マネージャは、レベル 4（L4）のバスに接続するスレーブ・インタフェー

スがあります。 CSR のインタフェースは、FPGA 内の信号に、また他の HPS モジュー

ルに接続します。

図 14–1 に、PCS ファンクションのブロック図を示します。

図14‒1. システム・マネージャのブロック図

図14‒1 の注 :
(1) 次のページのモジュールのリストを参照してください。
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システム・マネージャの機能説明
システム・マネージャは、以下のブロックで構成されます。

■ CSR— 次の機能を提供しています。

■ 以下 HPS のモジュール用の信号をコントロールするために、メモリ・マップさ

れたアクセスを提供する。

■ EMAC

■ デバッグ・コア

■ リセット・マネージャ

■ SD/MMC コントローラ

■ NAND コントローラ

■ SPI マスタ

■ クワッド SPI コントローラ

■ USB コントローラ

■ DMA コントローラ

■ オンチップ RAM

■ MPU に ECC やパリティ割り込みをルートする。

■ 他の HPS のモジュールから受信したステータス情報を格納する。

■  FPGA の JTAG ピンとスキャン・マネージャ間でマルチプレキシングをコント

ロールする。

■ レジスタ・スレーブ・インタフェース — システム・マネージャでの CSR への接続

されるマスタ・アクセスを提供します。

■ ウォッチドッグ・デバッグ・ポーズ —MPU のサブシステムからのデバッグ・モー

ドのステータスを受け入れて、L4 ウォッチドッグ・タイマをポーズします。

■ フリーズ・コントローラ — ソフトウエアで構成できるように、安全な状態に、

HPS I/O ピンを配置することに関与します。

システム・マネージャの機能説明
この項では、システム・マネージャの機能について説明します。 システム・マネー

ジャは、次の目的を果たします。

■ コンフィギュレーションおよびシステム情報を起動するソフトウェアへのアクセ

スを提供します。

■ 他の HPS のモジュール内の制御およびステータス信号へのソフトウェアのアクセ

スを提供します。

■ HPS のモジュールでイネーブルし、ECC やパリティをコントロールします。

■ コンフィギュレーション時にHPS-構成可能 I/Oピンにフリーズ信号を提供します。

■ HPS のインタフェースをイネーブルとディセーブルします。

■ I/O ピンの多重化をコントロールします。

■ ソフトウェアはブート段階の間で情報を渡すために使用できる 8 つのレジスタを

提供します。
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システム・マネージャの機能説明
ブート・コンフィギュレーションおよびシステム情報
システム・マネージャは、bootinfoレジスタを介してブート・コンフィギュレー

ション情報を提供しています。 以下の情報は、ソフトウェアに提供されています。

■ HPS boot select（BSEL） ピンのサンプリングされた値

■ HPS clock select（CSEL） ピンのサンプリングされた値

ブート・コンフィギュレーション情報は HPS BSEL と CSELピンから送られます。 BSEL
信号はブートされたフラッシュ・デバイス CPU0 からソフトウェアに通知します。 
CSEL信号は 、クロック周波数がフラッシュ・コントローラ（NAND、SD/MMC、ク

ワッド SPI）のために使用されるソフトウェアに通知します。

f ブートとクロック・ソースの値について詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック
Volume 3 の「 Booting and Configuration」の付録を参照してください。

システム・マネージャは、HPS 情報レジスタ（hpsinfo）によって、システム・オ

ン・チップチップ（SoC）FPGA に利用可能な HPS 変形タイプに関する情報を提供し

ます。したがって、ソフトウェアは、プロセッサ・コアがどれだけ存在するか、ま

た CAN コントローラが HPS に存在しているかどうかを決定することができます。

追加のモジュール・コントロール
HPS の各モジュールは、モジュールの内部状態へのアクセスを提供する独自の CSR
があります。 他のモジュールと同様に、FPGA ファブリック内のロジックは、HPS の

モジュール内の関数を制御および監視するために、これらの CSR を使用することが

できます。 システム・マネージャの CSR は、追加の制御と監視をイネーブルし、追

加のモジュール状態情報へのアクセスを提供します。 したがって、完全に各モジュー

ルをコントロールするために、モジュールの独自の CSR は、システム・マネージャ

で CSR の両方を操作する必要があります。 この項では、各モジュールのシステム・

マネージャ CSR の使用方法について説明します。

スキャン・マネージャ
FPGA JTAG ピンまたはスキャン・マネージャのいずれかは、FPGA への JTAG 信号をド

ライブすることができます。 システム・マネージャのレジスタは、FPGA への JTAG 信

号を駆動するソースを決定するマルチプレクサを制御します。 この選択をコントロー

ルするために scan manager group（scanmgrgrp）内のコントロール・レジスタ

（ctrl）の FPGA JTAG enable ビット（fpgajtagen）を設定します 。

1 HPS の上で動作するソフトウェアは、FPGA の JTAG ピンと FPGA コントロール・ブロッ

クへのスキャン・マネージャの接続が FPGA に JTAG 信号を駆動するソースを変更す

る前に非アクティブであることを確認する必要があります。

f スキャン・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

「 Scan Manager」の章を参照してください。

DMAコントローラ
DMA コントローラのセキュリティ・ステートを dmagrpグループ内のすべての ctrl
レジスタの manager thread security（mgrnonsecure）と interrupt security

（irqnonsecure）ビットによって制御されます。
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システム・マネージャの機能説明
各 DMA ペリフェラル・リクエスト・インタフェースのセキュリティ状態は、dmagrp
グループにおける peripheral security レジスタ（persecurity）peripheral nonsecure
ビット（nonsecure[31:0]）によって制御されます。 DMA コントローラはこれらのレ

ジスタ・ビットがリセット状態から引き出されているときにサンプルします。

1 レジスタ・ビットは、DMA マスタ・インタフェースが非アクティブな状態になるこ

とが保証されている場合にのみアクセスする必要があります。

f DMA コントローラについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の「 
DMA Controller」章を参照してください。

NANDフラッシュ・コントローラ
ソフトウェアは、リセット後の NAND フラッシュ・コントローラのデフォルトの動

作を変更するために、NAND flash controller group（nandgrp）に bootstrap control レジ

スタ（bootstrap） を使用しています。 NAND フラッシュ・コントローラは、レジス

タ・ビットがリセット状態からもたらされるときにサンプルします。

次の bootstrap は、NAND フラッシュ・コントローラのレジスタ・ビット・コント

ロール・コンフィギュレーションをレジスタじます。

■ Bootstrap inhibit initialization bit（noinit）—NAND フラッシュ・コントローラにリ

セットから出て来る場合に初期化を実行することをさせないようにし、ソフト

ウェアがページ・サイズと幅のようなデバイス・パラメータに関係するレジスタ

をすべてプログラムすることを阻害します。

■ Bootstrap 512 byte device bit （page512）—512 バイトのページ・サイズの NAND フ

ラッシュ・デバイスがシステムに接続されると NAND フラッシュ・コントロー

ラーに通知します。

■ Bootstrap inhibit load block 0 page 0 bit （noloadb0p0）—NAND フラッシュ・コント

ローラに初期化のプロシージャの一部として NAND フラッシュ・デバイスのブ

ロック 0 の 0 ページをロードすることを阻害します。

■ Bootstrap two row address cycles bit （tworowaddr）— デフォルト 3 ロー・アドレス・

サイクルの代わりに 2 つの ROW アドレス・サイクルだけが必要であると NAND
フラッシュ・コントローラーに通知します。

システム・マネージャでのレジスタは L3 マスタ ARCACHEと AWCACHE信号をコント

ロールします。 nandgrpグループ内の NAND L3 マスタ AxCACHE レジスタ（l3master）
の NAND arcache ＝（arcache[0]）および NAND awcache （awcache[0]）ビットは、こ

れらの選択をコントロールするために設定します。 これらのビットは、NAND コント

ローラに DMA エンジンのマスタ・トランザクション用のキャッシュ属性を定義しま

す。

1 レジスタ・ビットは、マスタ・インタフェースが非アクティブな状態になることが

保証されている場合にのみアクセスする必要があります。

f NAND フラッシュ・コントローラについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック
Volume 3 の「 NAND Flash Controller 」章を参照してください。
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システム・マネージャの機能説明
EMAC
システム・マネージャは、ソフトウェアが各 EMAC のための IEEE 1588 の基準クロッ

クのソースとして osc1_clk または fpga_ptp_ref_clkのいずれかを選択することが

できます。 EMAC グループ（emacgrp）内の ctrlレジスタの PTP clock select
（ptpclksel[0]）および（ptpclksel[1]）ビットは、この選択をコントロールするた

めに設定します。

f 基準クロックについて詳しくは、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。

システム・マネージャでのレジスタは L3 マスタ ARCACHEと AWCACHE信号をコント

ロールします。 emacgrpグループ内の EMAC L3 マスタ AxCACHE レジスタ（l3master）
の arcache[0]、arcache[1、awcache[0]、および awcache[1]ビットは、これらの選

択をコントロールするために設定します。 これらのビットは、EMAC コントローラに

DMA エンジンのマスタ・トランザクション用のキャッシュ属性を定義します。

1 レジスタ・ビットは、マスタインタフェースが非アクティブな状態になることが保

証されている場合にのみアクセスする必要があります。

f EMAC について詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の「 Ethernet Media 
Access Controller」の章を参照してください。 

USB 2.0 OTG コントローラ
システム・マネージャでのレジスタは、USB 2.0 OTG コントローラの L3 マスターが

データまたはオペコード・アクセスに使用されているかどうかをコントロールしま

す。 各 USB コントローラへのアクセスを指定するために、USB controller group
（usbgrp）に USB L3 マスタ HPROT レジスタ（l3master）の USB HPROT data/opcode 
ビット（hprotdata[0]および hprotdata[1]）を設定します。

また、システム・マネージャを使用して各 USB コントローラに usbgrpグループ内の

l3master レジスタの USB HPROT 特権（hprotpriv[0]と hprotdata[1]）、USB HPROT
バッファ可能（hprotbuff[0] と hprotbuff[1]）、および USB HPROT キャッシュ可能

（hprotcache[0] と hprotcache[1]）ビットを設定することにより、USB コントロー

ラ L3 マスタ・アクセスが特権を持ち、バッファ可能、キャッシュ可能のどれかを指

定することができます。

1 レジスタ・ビットは、マスタインタフェースが非アクティブな状態になることが保

証されている場合にのみアクセスする必要があります。

f USB 2.0 OTG コントローラについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3
の「 USB 2.0 OTG Controller」の章を参照してください。

SD/MMCコントローラ
システム・マネージャでのレジスタは、SD/MMC コントローラの L3 マスタがデータ

またはオペコード・アクセスに使用されていることをコントロールします。 SD/MMC
コントローラ・グループでの SD/MMC l3master レジスタの SD/MMC hprotdata[0]
ビット（sdmmcgrp）は 、アクセス・モードを指定するために設定します。
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システム・マネージャの機能説明
SD/MMC コントローラ L3 マスタ・アクセスが特権を与えられてバッファ可能なこ

と、またはキャッシュ可能なことを指定するために、sdmmcgrp グループ内の

l3master レジスタのD/MMC hprotpriv[0], hprotbuff[0], および hprotcache[0]ビッ

トを設定することにより、システム・マネージャを使用します。

1 レジスタ・ビットは、マスタ・インタフェースが非アクティブな状態になることが

保証されている場合にのみアクセスする必要があります。

システム・マネージャは、cclk_in_drvと cclk_in_sampleのクロックの位相シフト

を選択するために、ソフトウェアが sdmmcgrpグループ内の CTRL レジスタの drive 
clock phase shift select（drvsel）と sample clock phase shift select（smplsel）ビットを

設定することができます。 また、cclk_in_sampleクロックとして使用するときに

feedback clock （fb_clk）を選択することができます。 この選択をコントロールするた

めに ctrl レジスタの feedback clock select（fbclksel）ビットを設定します。

f SD/MMC コントローラについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume3 の「 
SD/MMC Controller」の章を参照してください。

ウォッチドッグ・タイマ
システム・マネージャは、CPU がデバッグ・モードになるとウォッチドッグ・タイ

マの動作を制御します。 システム・マネージャは、L4 ウォッチドッグ・デバッグレ

ジスタ（wddbg）のビットのデバッグ・モード（mode[0] および mode[1]）の設定に

応じて、ウォッチドッグ・タイマにポーズ・信号が送信されます。 関連付けられてい

る CPU がデバッグ・モードに入ったときに MPU のサブシステムに組み込まれている

各ウォッチドッグ・タイマは自動的にポーズしています。

f ウォッチドッグ・タイマについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3
の「 Watchdog Timer」の章を参照してください。

ブートROMコード
システム・マネージャでのレジスタは、ブート ROM コードは、ウォーム・リセット

後のブート・ピンのピンの多重化を実行するかどうかを制御します。 このコントロー

ルをイネーブルまたはディセーブルするには、ブート ROM コード・レジスタ・グ

ループ（romcodegrp）で ctrlレジスタのブート・ピン・ビット

（warmrstcfgpinmux）のウォーム・リセットの構成ピン・マルチプレックスを設定し

ます。

1 ブート ROM コードは常に、コールド・リセット後にブート・ピンのピンの多重化を

設定します。

システム・マネージャ内のレジスタには、ブート ROM コードウォーム・リセット後

のブート・プロセスの間に使用される I/O ピンを設定することをコントロールしま

す。 このコントロールをイネーブルまたはディセーブルするには、romcodegrp グ
ループ内の ctrlレジスタのブート・ピン・ビットのウォーム・リセットのコンフィ

ギュレーション IO（warmrstcfgioのブート・ピン用）を設定します。 デフォルトで

は、ブート ROM コードは常にコールド・リセット後のブートで使用する I/O ピンを

設定します。
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CPU1 がリセットから解除され、ブート ROM コードは CPU1 のリセット例外アドレス

（一般的なケース）に配置されている場合、ブート ROM のリセット・ハンドラの

コードは CPU1 の開始アドレス・レジスタ（cpu1startaddr）に格納されたアドレス

を読み出して、そのアドレスにコントロールをパスするためにソフトウェアにジャ

ンプします。

Preloader state レジスタ（initswstate）はプリローダーによって書き込まれたマジッ

ク・ナンバーの 0x49535756 を格納して、オンチップ RAM の有効なプリローダー・

ソフトウェア・イメージがあるかを示します。

フラッシュ・メモリに格納された最大 4 つのプリローダーのイメージを持つことが

できます。 プリローダーの last image loaded レジスタ（initswlastld）には、オン

チップ RAM 内のロードしたプリローダー・イメージのインデックスが含まれていま

す。

Boot ROM software state レジスタ（bootromswstate）はブート ROM のために予約

される 32 ビットの汎用レジスタです。

romcodegrp グループ内のオンチップ RAM グループ（warmramgrp）からのウォーム・

ブートのレジスタは、ウォーム・リセットのオンチップ RAM からのブートをサポー

トするブート ROM コードによって使用されます。表 14–1 には、レジスタとその機

能を示しています。

表 14–1 でのすべてのレジスタで発生されるウォーム・リセットの前に、ソフトウェ

アによって書き込まれる必要があります。

ブート ROM のリード動作に適用されるウェイト・ステート数は、romhwgrpグループ

内の ctrlレジスタの wait state ビット（waitstate）によって決定されます。 ブー

ト・プロセスの終了後、ソフトウェアはブート ROM 内のコードを読み出す必要があ

る場合があります。 ソフトウェアがリセットの後に l3_main_clkのクロック周波数

を変更している場合、ブート ROM にアクセスするのに追加のウェイト・ステートが

表14‒1. warmramgrp レジスタ

レジスタ レジスタ名 機能

enable Enable
ブート ROM がウォーム・リセットでオン・チップ
RAM の内容から起動しようとするかどうかをコント
ロールします。

datastart Data start

オン・チップ RAM にウォーム・ブート CRC 検証地
域のバイト・オフセットが含まれています。 オフ
セットは、整数の 4 倍にワードを揃える必要があり
ます。

length Length
ウォーム・ブート CRC 検証のために使用可能なオ
ン・チップ RAM 領域の長さをバイト単位で格納され
ています。

execution Execution offset
CRC の検証が成功した場合にジャンプするブート・
コードのオン・チップ RAM へのバイト・オフセット
が含まれています。

crc Expected CRC オン・チップ RAM に地域の予想される CRC が含ま
れています。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria V デバイス・ハンドブック
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必要です。 ブート ROM のリード・アクセスに追加のウェイト・ステートを追加する

romhwgrpグループ内の ctrlレジスタのウェイト・ステート・ビットを設定します。 
ctrlレジスタの enable safe mode warm reset update ビット（ensfmdwru）は、ウェイ

ト・ステート・ビットがウォーム・リセット中に更新されているかどうかをコント

ロールします。

フリーズ・コントローラ
フリーズ・コントローラは、I/O エレメントを設定 HPS にフリーズ信号を提供しま

す。 これらのフリーズ信号は、I/O ピンが上の FPGA の電源投入時に構成されるまで

安全な状態にあることを確認します。

フリーズ・コントローラーは 4 つのグループに HPS 設定可能な I/O ピンを分割しま

す。 各グループには、フリーズ・コントローラによって駆動され、フリーズ・チャネ

ルと呼ばれるフリーズ信号の独立したセットがあります。 異なるフリーズ・チャネル

により、I/O ピンの各グループは独立にフリーズ、構成、およびアンフリーズするこ

とができます。 

HPS I/O ピンは 6 つのバンクに分割されます。 各 I/O バンクは、いずれかのダイ上の位

置に基づいて垂直（VIO）または水平（HIO）の I/O です。 表 14–2 には、I/O バンクお

よびフリーズ・チャネルが制御するバンク・タイプをリストます。

I/O エレメントがフリーズされている場合、I/O エレメント内のコンフィギュレー

ション・レジスタはリセット状態に配置されません。その代わりに、 コンフィギュ

レーション・レジスタの出力は、HPS の上で動作するソフトウェアが I/O エレメント

をアンフリーズするまで、フリーズ信号によってゲートオフになっています。 スキャ

ン・マネージャは、ソフトウェアのアンフリーズの前に、各グループ内の I/O エレメ

ントをコンフィギュレーションする必要があります。

フリーズのとき、HPS I/O ピンは以下のステートになります。

■ I/O バッファはトライ・ステート・モードになる

■ ウィーク・プルアップがイネーブルされる

■ コンフィギュレーション・レジスタの出力はゲートされる

■ 内部レジスタはそれらの初期状態にリセットされる

■ バス・ホールドはトライ・ステート・モードになる

■ オンチップ終端（OCT）の内部タイマはリセットされる

ソフトウェアは、freeze control グループ（frzctrl）内の VIO control （vioctrl）と

HIO control （hioctrl）レジスタを設定することにより、HPS I/O フリーズ信号を生成

することができます。 システム・マネージャは、次のオプションが HPS VIO および 
HIO バンクに設定することができます。

■ I/O ピンの設定のイネーブルまたはディセーブル

表14‒2. フリーズ・チャネルおよび HPS I/O バンク

フリーズ・チャネル バンク・タイプ HPS I/O バンク

0 VIO I/O バンク 7D およびバンク 7E

1 VIO I/O バンク 7B およびバンク 7C

2 VIO I/O バンク 7A

3 HIO I/O バンク 6
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■ バス・ホールド回路をコントロールする I/O ピンの設定が可能

■ I/O ピンの設定は、I/O トライ・ステートをコントロールすることが可能

■ ウィーク・プルアップ抵抗をコントロールする I/O ピンの設定が可能

■ I/O ピンの設定は、スルーレートをコントロールすることが可能

■ 遅延ロック・ループ（DLL）内のレジスタのリセット

■ OCT のレジスタのリセット

■ I/O エレメント内のレジスタおよびデータ・ストローブ（DQS）のリセット

■ OCT キャリブレーション・ブロックの I/O ピンの設定のディセーブル、または OCT
キャリブレーション・ブロックの OCT キャリブレーション・ステート・マシンお

よび I/O ピン・コンフィギュレーションの起動が可能

ソフトウェアは、システム・マネージャでメモリ・マップド・コントロール・レジ

スタ・フィールドのセットを介して各フリーズ・チャネルをコントロールします。 
VIO のためのチャネル 1 のフリーズ信号は、ソフトウェア・ステート・マシンによっ

て、またはフリーズ・コントローラのハードウェア状態マシンのいずれかによって

コントロールされます。 ソフトウェアは frzctrlグループでの source レジスタ

（src）を設定することで 2 フリーズ信号のソースのいずれかを選択します。

システム・マネージャは、ハードウェア・ステート・マシンを介して VIO のチャネ

ル 1 のフリーズまたはアンフリーズ動作を開始します。 フリーズやアンフリーズは、

フリーズの信号系列を生成するために、ハードウェア・ステート・マシンを要求す

ることによって開始されます。 このシーケンスは、frzctrlグループ内の hardware 
control レジスタ（hwctrl）の VIO のチャネル 1 のフリーズ / アンフリーズ要求ビッ

ト（vio1req）を設定することによって、フリーズ / アンフリーズの状態に遷移しま

す。

システム・マネージャは、frzctrlグループ内 hwctrlレジスタの VIO チャネル 1 の

ステート・ビット（vio1state）を読み出すことにより、VIO チャネル 1（フリーズ

またはアンフリーズ）の現在の状態を判断して、またはフリーズ / アンフリーズ要求

が実行されたときにソフトウェアが決定することができます。

FPGA インタフェース・イネーブル
システム・マネージャは、FPGA および HPS との間のインタフェースをイネーブルま

たはディセーブルにできます。 使用していない未定義の動作を回避するためにインタ

フェースをディセーブルする必要があります。

FPGA interface group（fpgaintfgrp）における global disable レジスタ（gbl）の global 
interface ビット（intf）は、FPGA および HPS の間のすべてのインタフェースをディ

セーブルします。

1 FPGA と HPS の間のすべてのインタフェースは、それらをディセーブルする前に非ア

クティブであることを確認します。

個々には、FPGA と HPS の間に、次のインタフェースをディセーブルするために

fpgaintfgrp グループ内の individual disable レジスタ（ indiv ） を設定することができ

ます。

■ リセット・リクエスト・インタフェース

■ JTAG インタフェース・イネーブル
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■ I/O コンフィギュレーション・インタフェース

■ バウンダリ・スキャン JTAG

■ トレース・インタフェース

■ System Trace Macrocell （STM）インタフェース

■ Cross-trigger interface （CTI）

ECC やパリティ制御
システム・マネージャは ECC 保護機能付き RAM を搭載した以下の HPS のモジュール

ごとに ECC をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。

■ MPU L2 キャッシュ・データ RAM

■ オン・チップ RAM

■ USB 2.0 OTG コントローラ（USB0 および USB1）RAM

■ EMAC （EMAC0 および EMAC1）RAM

■ DMA コントローラ RAM

■ CAN コントローラ RAM

■ NAND フラッシュ・コントローラ RAM

■ クワッド SPI フラッシュ・コントローラ RAM

■ SD/MMC コントローラ RAM

L2 キャッシュのデータ RAM を除いて、ECC メモリの各々は、システム・マネージャ

を介してグローバル割り込みコントローラ（GIC）にシングルとダブル・ビットの割

り込みを生成します。 ECC をイネーブルまたはディセーブルするには、ECC 
management register group（eccgrp）内のレジスタを設定します。 L2 キャッシュは直

接 L2 キャッシュのデータ RAM の割り込みを生成します。

システム・マネージャは、テストのためで ECC メモリのそれぞれにシングル・ビッ

ト・エラーまたはダブル・ビット・エラーを挿入することができます。エラーを注

入するために 適切なメモリ・イネーブル・レジスタのビットを設定します。 例えば、

USB0 モジュールにシングル・ビット EEC エラーを注入すると、ECC management 
register group（eccgrp）で USB0 RAM ECC イネーブル・レジスタ（usb0）の injs 
ビットを設定します。

システム・マネージャは、パリティ障害割り込みハンドラをテストするために、

MPU 内のパリティ保護 RAM にパリティ障害を注入することができます。 パリティ障

害を注入するには parity fail injection レジスタ（parityinj）のビットを設定します。

ピン多重化制御
HPS は、ピンの多くは、最大 4 つのペリフェラルで使用するために用意されていま

す。 システム・マネージャは、ソフトウェアが各兼用ピンへのアクセスを持っている

HPS でのペリフェラルを選択するためのピンの多重化の選択をコントロールするこ

とができます。 また、いくつかのピンはコールド・リセット・イベントのデアサート

時にサンプリングされブート・ソースおよびクロック・ソースの情報を提供します。 
この選択をコントロールするには、pin multiplexing control group（pinmuxgrp）内のレ

ジスタを設定します。
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1 I/O コンフィギュレーション後にピン多重選択レジスタを変更しないでください。

プリローダー・ハンドオフに対する情報
システム・マネージャは、プリローダーとオペレーティング・システム間のハンド

オフの情報を格納するために、8 個の 32 ビット・レジスタが用意されています。 プ
リローダーは、これらのレジスタ内の任意の情報を格納することができます。 これら

のレジスタの内容は、HPS のハードウェアの状態に影響を与えません。 システム・

カーネル・ブーツの起動時に、preloader register group（iswgrp）での OS handoff 
information レジスタ（ handoff ）アレイを読み込むことで情報を取得します。 これら

のレジスタは、コールド・リセットによってのみリセットされます。

クロック
システム・マネージャは、クロック・マネージャによって生成された osc1_clkク
ロックで駆動されます。

f ウォッチドッグ・タイマについて詳しくは、Cyclone 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
システム・マネージャは、マネージャからリセットつのリセット信号を受信します。 
sys_manager_rst_n 信号はコールドまたはウォーム・リセットで駆動され、

sys_manager_cold_rst_n信号はコールド・リセットでのみ駆動されます。 この機能

は、システム・マネージャがいくつかの CSR フィールドをコールドまたはウォー

ム・リセットのいずれかにリセットすることができます（ほかのフィールドはコー

ルドのみにリセットされる）。

コールド・リセットまたはウォーム・リセットによってリセットされているレジス

タとレジスタのグループが表 14–3 に表示されます。

表14‒3. レジスタと対応するリセット信号

レジスタまたはグルー
プ

コールド・リ
セット

ウォーム・リ
セット

fpgaintfgrp v ̶
scanmgrgrp v ̶
frzctrl v ̶
emacgrp v v

dmagrp v v

sdmmcgrp v v

nandgrp v v

usbgrp v v

eccgrp v ̶
pinmuxgrp v ̶
wddbg v ̶
parityinj v v
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f ウォッチドッグ・タイマについて詳しくは、Cyclone 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。

システム・マネージャのアドレス・マップおよびレジスタ定義
f アドレス・マップとレジスタ定義は、このハンドブックのボリュームに付随する 

hps.html ファイルに常駐されます。 ファイルを開くためのリンクをクリックします。

モジュールの説明とベース・アドレスを表示するには、次のモジュール・インスタ

ンスのリンクをスクロールとクリックします。

■ sysmgr

レジスタとフィールドの説明を表示するには、レジスタ名をスクロールとクリック

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・アドレスか

らの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、Cyclone V デバイス・ハンドブック
Volume 3 の Introduction to the Hard Processor System の章に記載されています。

改訂履歴
表 14–4 に、本資料の改訂履歴を示します。

romcodegrp v ̶
romhwgrp v ̶

表14‒3. レジスタと対応するリセット信号

レジスタまたはグルー
プ

コールド・リ
セット

ウォーム・リ
セット

表14‒4. 改訂履歴

日付 バー
ジョン 変更内容

2012 年 11 月 1.2 マイナーな更新。

2012 年 5 月 1.1 機能説明、アドレス・マップとレジスタ定義の項を追加。

2012 年 1 月 1.0 初版。
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