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27. HPS コンポーネント・インタ
フェース
この章では、ハード・プロセッサ・システム（HPS）コンポーネントによって実装さ

れる、クロックおよびリセットを含めたインタフェースについて説明します。

リセットのほとんどは個別にイネーブルできます。例外は h2f_resetインタフェー

スで、これは常にイネーブルされています。

タイミングの目的で各 HPS-to-FPGA クロックのクロック周波数を決定する必要があ

ります。ペリフェラルから使用可能なクロックを含む各クロックには、クロック周

波数を表示するためのそれ自身のパラメータがあります。HPS-to-FPGA クロックのク

ロック周波数を決定することで、PLL およびペリフェラルをコンフィギュレーショ

ンして、システム・タイミングを正確に見積もるための TimeQuest をイネーブルする

方法を指定することになります。これは PLL 設定に影響しません。

f HPS コンポーネントのインスタンス化について詳しくは、Arria® V デバイス・ハンド
ブック Volume 3 の Instantiating the HPS Component の章を参照してください。Avalon™
プロトコルのタイミングについては、 Avalon Interface Specifications を参照してくださ

い。Advanced Microcontroller Bus Architecture（AMBA®）Advanced eXtensible Interface
（AXI™）プロトコルのタイミングについては、ARM のウェブサイト

（infocenter.arm.com）からダウンロード可能な AMBA AXI Protocol Specification v1.0 を参

照してください。

Memory-Mapped インタフェース

FPGA-to-HPS ブリッジ

FPGA-to-HPS インタフェースはコンフィギュレーション可能なデータ幅の AXI スレー

ブで、FPGA マスタが HPS にトランザクションを発行できるようにします。このイン

タフェースによって、FPGA ファブリックはほとんどの HPS スレーブにアクセスでき

るようになります。また、このインタフェースはコヒーレント・メモリ・インタ

フェースも提供します。

FPGA-to-HPS インタフェースは、次の機能を備えた AXI-3 対応インタフェースです。

■ コンフィギュレーション可能なデータ幅：32 ビット、64 ビット、または 128 ビッ

ト

表27‒1. FPGA-to-HPS ブリッジおよびクロック

インタフェース名 説明 関連するクロック・インタフェース(1)

f2h_axi_slave FPGA-to-HPS AXI スレーブ・
インタフェース

f2h_axi_clock

表 27–1 の注：

(1) クロック・インタフェースについて詳しくは、27–4 ページの「クロック」を参照してください。
A, CYCLONE, HARDCOPY, MAX, MEGACORE, NIOS, QUARTUS and STRATIX words and logos 
. Patent and Trademark Office and in other countries. All other words and logos identified as 
e holders as described at www.altera.com/common/legal.html. Altera warrants performance of its 
 with Altera's standard warranty, but reserves the right to make changes to any products and 
ibility or liability arising out of the application or use of any information, product, or service 
tera. Altera customers are advised to obtain the latest version of device specifications before relying 
oducts or services.

クニカル・リファレンス・マニュアル

Subscribe

ISO 
9001:2008 
Registered

http://www.altera.com/common/legal.html
http://www.altera.com/support/devices/reliability/certifications/rel-certifications.html
http://www.altera.com/support/devices/reliability/certifications/rel-certifications.html
http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_54027.pdf
www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
http://infocenter.arm.com/
https://www.altera.com/servlets/subscriptions/alert?id=cv_54001


27‒2 第 27 章： HPS コンポーネント・インタフェース
Memory-Mappedインタフェース
■ アクセラレータ・コヒーレンシ・ポート（ACP）側波帯信号

■ クロック・クロッシング、バッファ、およびデータ幅の変換を管理する HPS 側の

AXI ブリッジ

Avalon® Memory-Mapped（Avalon-MM）インタフェースへの接続など FPGA ファブリッ

クの他のインタフェース規格は、ソフト・ロジック・アダプタを使用することでサ

ポートできます。Qsys システム統合ツールは、AXI を Avalon-MM に接続するアダプ

タ・ロジックを自動的に生成します。

このインタフェースには 32 ビットのアドレス幅があります。既存の Avalon-MM/AXI
マスタにアクセスするために、Altera® Address Span Extender を使用できます。

f FPGA-to-HPS ブリッジについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
HPS-FPGA AXI Bridges の章を参照してください。アドレス・スパン・エクステンダに

ついて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の Instantiating the HPS 
Component の章の「Using the Address Span Extender Component」を参照してください。

ACP側波帯信号
マイクロプロセッサ・ユニット（MPU）サブシステム上での ACP との通信では、ト

ランザクションの内部のキャッシュ可能な属性を表示するために AXI 側波帯信号が

使用されます。

f ACP 側波帯信号について詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の 
Cortex-A9 Microprocessor Unit Subsystem の章を参照してください。

HPS-to-FPGA ブリッジおよび軽量 HPS-to-FPGA ブリッジ

HPS-to-FPGA インタフェースはコンフィギュレーション可能なデータ幅の AXI マスタ

（32 ビット、64 ビット、または 128 ビット）で、HPS マスタが FPGA ファブリックに

トランザクションを発行できるようにします。

軽量 HPS-to-FPGA インタフェースは 32 ビットの AXI マスタで、HPS マスタが FPGA
ファブリックにトランザクションを発行できるようにします。

どちらの HPS-to-FPGA インタフェースも AXI-3 に対応しています。HPS 側の AXI ブ
リッジは、クロック・クロッシング、バッファ、およびデータ幅の変換を必要に応

じて管理します。

Avalon-MM インタフェースへの接続など FPGA ファブリックの他のインタフェース規

格は、ソフト・ロジック・アダプタの使用を通してサポートできます。Qsys システ

ム統合ツールは、AXI を Avalon-MM に接続するアダプタ・ロジックを自動的に生成し

ます。

表27‒2. HPS-to-FPGA ブリッジおよび軽量 HPS-to-FPGA ブリッジとクロック

インタフェース名 説明 関連するクロック・インタフェース(1)

h2f_axi_master HPS-to-FPGA AXI マスタ・
インタフェース

h2f_axi_clock 

h2f_lw_axi_master HPS-to-FPGA 軽量 AXI マス
タ・インタフェース

h2f_lw_axi_clock 

表 27–2 の注：

(1) クロック・インタフェースについて詳しくは、27–4 ページの「クロック」を参照してください。
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Memory-Mapped インタフェース
各 AXI ブリッジは、FPGA ファブリックからのクロック入力を受け入れて、内部での

クロック・ドメイン・クロッシングを実行します。開いている AXI インタフェース

は、FPGA ファブリックで与えられているクロックと同じクロック・ドメイン上で動

作します。

f 詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の HPS-FPGA AXI Bridges の章を参照

してください。

FPGA-to-HPS SDRAMインタフェース
FPGA-to-HPS SDRAM インタフェースは、FPGA ファブリックと HPS SDRAM コント

ローラを直接接続しています。このインタフェースは高度にコンフィギュレーショ

ン可能で、ポート数およびポート幅の混合を可能にします。このインタフェースは、

AXI-3 および Avalon-MM のプロトコルを両方サポートしています。

FPGA-to-HPS SDRAM インタフェースは、マルチ・ポート SDRAM コントローラへのコ

ンフィギュレーション可能なインタフェースです。

すべてのインタフェースの合計データ幅は、リード方向で 大 256 ビット、ライト

方向で 大 256 ビットに制限されています。このインタフェースは 64 ビットの 4 個

のリード・ポートおよび 64 ビットの 4 個のライト・ポートとして実装されていま

す。その結果、インタフェースの数やタイプにかかわらず、インタフェースで使用

される 小のデータ幅は 64 ビットとなります。

このインタフェースを次の方法でコンフィギュレーションできます。

■ AXI-3 または Avalon-MM のプロトコル

■ インタフェース数

■ インタフェースのデータ幅

FPGA-to-HPS SDRAM インタフェースは 6 個のコマンド・ポートをサポートしており、

大 6 本の Avalon-MM インタフェースまたは 3 本の双方向 AXI インタフェースを可

能にします。

表27‒3. HPGA-to-HPS SDRAMインタフェースおよびクロック

インタフェース名 説明 関連するクロック・インタ
フェース(1)

f2h_sdram0_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 0

f2h_sdram0_clock

f2h_sdram1_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 1 

f2h_sdram1_clock

f2h_sdram2_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 2 

f2h_sdram2_clock

f2h_sdram3_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 3 

f2h_sdram3_clock

f2h_sdram4_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 4 

f2h_sdram4_clock

f2h_sdram5_data SDRAM AXI または Avalon-MM の
ポート 5 

f2h_sdram5_clock

表 27–3 の注：

(1) クロック・インタフェースについて詳しくは、27–4 ページの「クロック」」を参照してください。
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
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クロック
各コマンド・ポートは、AXI のリード / ライト・コマンド・ポートを実装するため、

または Avalon-MM インタフェースの一部を形成するためのどちらか一方に使用可能

です。

使用可能なコマンド / データ・ポート数の範囲内で、Avalon-MM インタフェースおよ

び AXI インタフェースを混在させて使用できます。いくつかの AXI の機能は Avalon-
MM インタフェースにありません。

このインタフェースには 32 ビットのアドレス幅があります。既存の Avalon-MM/AXI
マスタにアクセスするために、Altera アドレス・スパン・エクステンダを使用できま

す。

f インタフェースおよびポートの可能な組み合わせについて詳しくは、Arria V デバイ
ス・ハンドブック Volume 3 の SDRAM Controller Subsystem の章を参照してください。

アドレス・スパン・エクステンダについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブッ
ク Volume 3 の Instantiating the HPS Component の章の「Using the Address Span Extender 
Component」を参照してください。

クロック
HPS-to-FPGA クロック・インタフェースは、FPGA にフィジカル・クロックおよびリ

セットを提供します。これらのクロックおよびリセットは HPS で生成されます。

HPS PLL への代替クロック入力
この項では、HPS PLL に対する代替クロック入力を示します。

■ f2h_periph_ref_clock—FPGA-to-HPSペリフェラルPLL基準クロックです。FPGA側

のクロック・ネットワークによって駆動されるデザインのクロックに対してこの

クロック入力を接続できます。

■ f2h_sdram_ref_clock—FPGA-to-HPS SDRAM PLL 基準クロックです。FPGA 側のク

ロック・ネットワークによって駆動されるデザインのクロックにこのクロック入

力を接続できます。

ユーザー・クロック
ユーザー・クロックは、HPS ではなく FPGA ファブリックに対して接続される PLL 出

力です。FPGA ファブリック内でインスタンス化するロジックにユーザー・クロック

を接続できます。

■ h2f_user0_clock— メイン PLL から駆動される HPS-to-FPGA ユーザー・クロック

■ h2f_user1_clock— ペリフェラル PLL から駆動される HPS-to-FPGA ユーザー・ク

ロック

■ h2f_user2_clock—SDRAM PLL から駆動される HPS-to-FPGA ユーザー・クロック

AXI ブリッジの FPGAインタフェース・クロック
AXI インタフェースには、FPGA-to-HPS ブリッジで非同期クロック・クロッシングが

あります。FPGA-to-HPS インタフェースおよび HPS-to-FPGA インタフェースは、FPGA
ファブリックで生成されるクロックに同期します。これらのインタフェースを互い

に非同期にできます。SDRAM コントローラのマルチポート・フロント・エンド

（MPFE）は、FPGA および HPS のクロック・ドメインの間でデータを転送します。
Arria V デバイス・ハンドブック 2012年 11 月 Altera Corporation
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リセット
■ f2h_axi_clock—FPGAファブリックで生成される FPGA-to-HPSブリッジ用の AXIス
レーブ・クロック

■ h2f_axi_clock—FPGAファブリックで生成されるHPS-to-FPGAブリッジ用の AXIマ
スタ・クロック

■ h2f_lw_axi_clock—FPGA ファブリックで生成される軽量 HPS-to-FPGA ブリッジ用

の AXI マスタ・クロック

SDRAMクロック
HPS コンポーネントは 大 6 個の FPGA-to-HPS SDRAM クロックを使用してコンフィ

ギュレーションできます。

SDRAM コントローラへの各コマンド・チャネルには、FPGA ファブリックからの個別

のクロック・ソースがあります。境界の HPS 側でクロック・クロッシングが発生す

る場合、インタフェース・クロックは常に FPGA ファブリックから提供されます。

FPGA-to-HPS SDRAM クロックは、FPGA ファブリックのソフト・ロジックによって駆

動されます。

■ f2h_sdram0_clock— ポート 0 用の SDRAM クロック

■ f2h_sdram1_clock— ポート 1 用の SDRAM クロック

■ f2h_sdram2_clock— ポート 2 用の SDRAM クロック

■ f2h_sdram3_clock— ポート 3 用の SDRAM クロック

■ f2h_sdram4_clock— ポート 4 用の SDRAM クロック

■ f2h_sdram5_clock— ポート 5 用の SDRAM クロック

リセット
この項では、HPS コンポーネントに対するリセット・インタフェースについて説明

します。

f HPS リセット・シーケンスについて詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック
Volume 3 の Reset Manager の章の「Functional Description of the Reset Manager」を参照し

てください。

HPS-to-FPGA リセット・インタフェース
以下のインタフェースによって、HPS が FPGA ファブリックのソフト・ロジックをリ

セットできるようになります。

■ h2f_reset—HPS-to-FPGA コールド・リセットおよびウォーム・リセット

■ h2f_cold_reset—HPS-to-FPGA コールド・リセット

■ h2f_warm_reset_handshake— ウォーム・リセット・リクエストおよび HPS および

FPGA 間の確認インタフェース
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
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デバッグおよびトレース・インタフェース
HPS 外部リセット・ソース
以下のインタフェースによって、FPGA のソフト・ロジックが HPS をリセットできる

ようになります。

■ f2h_cold_reset_req—FPGA-to-HPS コールド・リセット・リクエスト

■ f2h_warm_reset_req—FPGA-to-HPS ウォーム・リセット・リクエスト

■ f2h_dbg_reset_req—FPGA-to-HPS デバッグ・リセット・リクエスト

デバッグおよびトレース・インタフェース

トレース・ポート・インタフェース・ユニット
TPIU は、オンチップ・トレース・ソースとトレース・ポートの間のブリッジです。

■ h2f_tpiu

■ h2f_tpiu_clock_in

FPGA システムのマクロセル・イベント・インタフェース
システム・トレース・マクロセル（STM）ハードウェア・イベントによって、FPGA
のロジックがトレース・ストリーム内にメッセージを挿入できるようになります。

■ f2h_stm_hw_events

FPGA クロス・トリガ・インタフェース
クロス・トリガ・インタフェース（CTI）によって、トリガのソースおよびシンクが

エンベデッド・クロス・トリガ（ECT）と接続できるようになります。

■ h2f_cti

■ h2f_cti_clock

デバッグ APB インタフェース
デバッグ Advanced Peripheral Bus（APB™）インタフェースによって、FPGA ファブ

リックのデバッグ・コンポーネントが CoreSight™ デバッグ APB のコンポーネントを

デバッグできるようになります。

■ h2f_debug_apb 

■ h2f_debug_apb_sideband 

■ h2f_debug_apb_reset 

■ h2f_debug_apb_clock 
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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ペリフェラル信号インタフェース
ペリフェラル信号インタフェース

DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタフェース
DMA コントローラ・インタフェースによって、FPGA ファブリックのソフト IP が

HPS の DMA コントローラと通信できるようになります。 大 8 個の独立したインタ

フェース・チャネルをコンフィギュレーションできます。

■ f2h_dma_req0—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 0

■ f2h_dma_req1—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 1

■ f2h_dma_req2—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 2

■ f2h_dma_req3—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 3

■ f2h_dma_req4—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 4

■ f2h_dma_req5—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 5

■ f2h_dma_req6—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 6

■ f2h_dma_req7—FPGA DMA コントローラのペリフェラル・リクエスト・インタ

フェース 7

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

ださい。
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria V デバイス・ハンドブック
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MPUのスタンバイ・インタフェースおよびイベント・インタフェース
MPU のスタンバイ信号およびイベント信号は、MPU がスタンバイできていることを

知らせる FPGA ファブリックに対する通知信号です。イベント信号は、Cortex-A9 プ

ロセッサを WFE（wait for event）状態からウェイクアップするために使用されます。

スタンバイ信号およびイベント信号は、以下のインタフェースに含まれています。

■ h2f_mpu_events— 以下の信号を含む MPU スタンバイおよびイベント・インタ

フェース

■ h2f_mpu_eventi—FPGA ファブリックのロジックから MPU に対してイベントを

送信します。この FPGA-to-HPS 信号は、プロセッサを WFE 状態からウェイク

アップするために使用されます。この信号のアサートは、Cortex-A9 の SEV命
令を実行するのと同じ効果があります。この信号は、FPGA ファブリックがパ

ワーアップしてコンフィギュレーションされるまでデアサートされている必

要があります。

■ h2f_mpu_evento—MPU から FPGA ファブリックのロジックに対してイベントを

送信します。この HPS-to-FPGA 信号は、SEV命令が Cortex-A9 プロセッサの 1
つによって実行されるときにアサートされます。

■ h2f_mpu_standbywfe[1:0]—各Cortex-A9プロセッサがWFE状態かどうか表示し

ます。

■ h2f_mpu_standbywfi[1:0]— 各 Cortex-A9 プロセッサが WFI（wait for interrupt）状
態かどうか表示します。

■ h2f_mpu_gp— 汎用インタフェース

MPU は、スタンバイ状態のときにそのことを表示する信号を提供します。これらの

信号は FPGA ファブリックのカスタム・ハードウェア・デザインに使用可能です。

f 詳しくは、Arria V デバイス・ハンドブック Volume 3 の Cortex-A9 Microprocessor Unit 
Subsystem の章を参照してください。

FPGA-to-HPS 割り込み
FPGA ファブリックのソフト IP が MPU の汎用割り込みコントローラ（GIC）に対する

割り込みをトリガできるようにするために、64 個の汎用 FPGA-to-HPS 割り込みを提

供するように HPS コンポーネントをコンフィギュレーションできます。割り込みは、

以下の 32 ビットのインタフェースを通して実装されます。

■ f2h_irq0—FPGA-to-HPS 割り込み 0 ～ 31

■ f2h_irq1—FPGA-to-HPS 割り込み 32 ～ 63

FPGA-to-HPS 割り込みは FPGA インタフェースと非同期です。HPS 内部では、割り込

みは MPU の内部ペリフェラル・クロック（periphclk）に同期します。
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
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汎用インタフェース
FPGA マネージャを使用して、以下の汎用信号が含まれている h2f_mpu_gpインタ

フェースを提供できます。

■ 32 個の FPGA-to-HPS 信号

■ 32 個の HPS-to-FPGA 信号

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

ださい。

改訂履歴
表 27–4 に、本資料の改訂履歴を示します。

表27‒4. 改訂履歴

日付 バー
ジョン 変更内容

2012 年 11 月 1.1

■ デバッグ・インタフェースの追加。

■ HPS-to-FPGA リセット・インタフェース名の更新。

■ HPS 外部リセット・ソース・インタフェース名の更新。

■ DMA ペリフェラル・インタフェース・クロックの削除。

■ Altera Address Span Extender の参照。

2012 年 6 月 1.0 初版。

2012 年 5 月 0.1 暫定的な草案。
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

http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_54013.pdf
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