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19. SPI コントローラ
ハード・プロセッサ・システム（HPS）は、2 つのシリアル・ペリフェラル・インタ

フェース（SPI）マスタと 2 つの SPI スレーブを提供しています。 SPI マスタとスレー

ブは、Synopsys® DesignWare® 同期シリアル・インタフェース（SSI）コントローラ

（DW_apb_ssi）のインスタンスです。

SPI コントローラの機能
SPI コントローラには、次のような機能があります。†

■ シリアル・マスタおよびシリアル・スレーブのコントローラ – シリアル・マスタ

またはシリアル・スレーブのペリフェラル・デバイスとのシリアル通信をイネー

ブルする。†

■ シリアル・インタフェース動作 – 以下のプロトコルのプログラムが可能です：

■ Motorola SPI プロトコル

■ Texas Instruments 同期シリアル・プロトコル 

■ National Semiconductor Microwire

■ HPS DMA コントローラと統合された DMA コントローラ・インタフェースである。

■ SPI マスタは、rxdサンプル遅延をサポートする。

■ 送信および受信 FIFO バッファの深さは 256 ワードである。

■ SPI マスタは、 大 4 つのスレーブ選択をサポートする。

■ プログラマブル・マスタ・シリアル・ビット・レートである。

■ 4 ～ 16 ビット・サイズのプログラマブル・データ・アイテムである。

SPI のブロック図とシステム統合
SPI は、32 ビットのデータ・バス幅をサポートします。†
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19–2 第 19 章 : SPI コントローラ
SPI のブロック図とシステム統合
SPI のブロック図
図 19–1 は、SPI のブロックに対するメイン・インタフェースの機能グループを示し

ています。†

図19‒1. SPI のブロック図
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第 19 章 : SPI コントローラ 19–3
SPI コントローラの機能の説明
SPI のブロックへのメイン・インタフェースの機能グループは、次のとおりです。†

■ システム・バス・インタフェース 

■ DMA ペリフェラル・リクエスト・インタフェース

■ 割り込みインタフェース

■ SPI インタフェース

SPI コントローラの機能の説明 

プロトコルの詳細および規格への準拠
この章では、SPI コントローラの機能動作を説明します。†

ホスト・プロセッサは、システム・バス・インタフェースを介して SPI コントロー

ラに関するデータ、コントロール、およびステータス情報にアクセスします。また、

SPI は、DMA コントローラとのインタフェースを持っています。†

HPS には、2 つの汎用 SPI マスタ・コントローラおよび 2 つの汎用 SPI スレーブ・コ

ントローラが含まれています。 

SPI コントローラは、次のプロトコルのいずれかを使用して他の SPI デバイスに接続

することができます。

■ Motorola SPI プロトコル †

■ Texas Instruments 同期シリアル・プロトコル †

■ National Semiconductor Microwire Protocol
2012 年 11 月 Altera Corporation Cyclone 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



19–4 第 19 章 : SPI コントローラ
SPI コントローラの機能の説明
SPI コントローラの概要 
SPI コントローラがリアル・マスタまたはシリアル・スレーブのペリフェラル・デバ

イスに接続するために、ペリフェラルには、次のインタフェースのいずれかが必要

です。†

■ Motorola SPI プロトコル – Motorola からの 4 線式、全二重シリアルのプロトコルで

す。スレーブ・セレクト・ラインは、SPI コントローラがアイドル状態またはデ

セーブル状態の場合、High に保持されます。詳細は、 19–15 ページの「Motorola 
SPI プロトコル」 を参照してください。†

■ Texas Instruments 同期シリアル・プロトコル（SSP） – 4 線式、全二重シリアルのプ

ロトコルです。 SPI および MICROWIRE プロトコルに使用されるスレーブ・セレク

ト・ラインは、SSP プロトコルのフレーム・インジケータを兼ねています。詳細

は、  19–17 ページの「Texas Instruments の同期シリアル・プロトコル（SSP）」 を参

照してください。†

■ National Semiconductor Microwire – シリアル・マスタからターゲットのシリアル・

スレーブに送信される制御ワードを使用して、半二重シリアルのプロトコルで

す。詳細は、 19–18 ページの「National Semiconductor Microwire プロトコル」 を参照

してください。 使用されているプロトコルを選択するために、コントロール・レ

ジスタ 0（CTRLR0）に FRF（フレーム形式）ビット・フィールドをプログラムす

ることができます。†

SPI コントローラによってサポートされているシリアル・プロトコルは、ハードウェ

アを使用してシリアル・スレーブが選択されているか、またはアドレスされている

かを可能にします。シリアル・スレーブは、専用ハードウェアのセレクト・ライン

の制御下で選択されています。シリアル・マスタから生成されたセレクト・ライン

の数は、バス上のシリアル・スレーブの数に等しくなります。データ転送が開始す

る前に、シリアル・マスタ・デバイスは、ターゲットのシリアル・スレーブのセレ

クト・ラインをアサートします。このアーキテクチャは、図 19–2 のパート A に示さ

れています。†

ソフトウェアで実装された場合、すべてのシリアル・スレーブ・デバイスの入力セ

レクト・ラインは、シリアル・マスタ上の単一のスレーブ・セレクト出力から発信

する必要があります。このモードでは、シリアルマスタが単一のスレーブ・セレク

ト出力を持っていることを前提としています。システム内に複数のシリアル・マス

タが存在する場合、すべてのマスタからのスレーブ・セレクト出力は、すべてのシ

リアル・スレーブ・デバイスに対して単一のスレーブ・セレクト入力を生成するた

めに、論理的に AND されていることになります。†
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SPI コントローラの機能の説明
ソフトウェアのドメイン内のメイン・プログラムは、ターゲットのスレーブ・デバ

イスの選択を制御します。このアーキテクチャは、図 19–2 のパート B に示されてい

ます。ソフトウェアは、マスタ・デバイスからシリアル転送リクエストに応答する

スレーブを制御します。

シリアルのビット・レート・クロック

SPI マスタのビット・レート・クロック
SPI マスタ・ビット・レート・クロック（sclk_out）の 大周波数は、SPI マスタ・

クロック（spi_m_clk）の半分の周波数です。これによって、図 19–3 に示すように、

シフト・コントロール・ロジックは、sclk_outの 1 クロック・エッジでデータを

キャプチャして、反対側のエッジでデータを伝達することができます。 sclk_outラ

インは、アクティブな転送が進行中であるときのみ切り替わります。他のすべての

時点で、sclk_outラインは、動作するシリアル・プロトコルによって定義されるよ

うに、非アクティブな状態で保持されています。†

sclk_outの周波数は、式 19–1 から導出することができます。ここで、<SPI clock> は、

マスタ SPI モジュール用で spi_m_clkになり、スレーブ SPI モジュール用では

l4_main_clk になります。†

図19‒2. ハードウェアまたはソフトウェアのスレーブ選択†
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SPI コントローラの機能の説明
SCKDV は、2 ～ 65,534 の範囲内に任意の偶数値を保持する、レジスタ BAUDRのビッ

ト・フィールドです。 SCKDV が 0 の場合、sclk_outはディセーブルです。†

式 19–2 は、ビット・レート・クロック sclk_outと SPI マスタ・ペリフェラル・ク

ロック間の周波数比の制限について説明しています。 SPI マスタ・ペリフェラル・ク

ロックは、少なくともオフチップ・マスタ・クロックの 2 倍である必要がありま

す。†

SPI のスレーブ・ビット・レート・クロック 
l4_main_clkの 小周波数は、スレーブ・ペリフェラルの動作に依存します。スレー

ブ・デバイスが受信のみの場合、l4_main_clkの 小周波数は、マスタ・デバイス

（sclk_in）からのビット・レート・クロックの 6 倍の 大予想周波数となります。 
sclk_in信号は、l4_main_clkドメインに二重同期化され、そして、エッジ検出され

ます。この同期化は、3 つの l4_main_clk期間を必要とします。†

スレーブ・デバイスが送受信の場合、l4_main_clkの 小周波数は、マスタ・デバイ

ス（sclk_in）からのビット・レート・クロックの 8 倍の 大予想周波数となりま

す。これによって、マスタ・シフト・コントロール・ロジックがデータをキャプ

チャする前に、マスタ rxdラインでそのデータが安定であることを保証します。 †

ビット・レート・クロック sclk_inと SPI スレーブ・ペリフェラル・クロックの周

波数比の制限は、次のとおりです。†

■ スレーブ（受信のみ）: Fl4_main_clk >= 6 x （ 大 Fsclk_in）†

■ スレーブ : Fl4_main_clk >= 8 x（ 大 Fsclk_in）†

送信および受信の FIFO バッファ
256 の深さを持つ 2 つの 16 ビット FIFO バッファ、送信 FIFO バッファおよび受信

FIFO バッファがあります。16 ビット以下のサイズのデータ・フレームが送信 FIFO
バッファに書き込まれる場合は、右揃えにする必要があります。シフト・コント

ロール・ロジックは、受信 FIFO バッファ内の受信データを自動的に右揃えにしま

す。†

FIFO バッファ内の各データ・エントリには、単一のデータ・フレームが含まれてい

ます。単一の FIFO バッファの位置に複数のデータ・フレームを保存することは不可

能です。例えば、ユーザーは、単一の FIFO バッファの位置に 2 つの 8 ビット・デー

タ・フレームを保存することはできません。 8 ビット・データ・フレームが必要な場

合、シリアル・シフタがデータを送信するときに、FIFO バッファ・エントリの上位 8
ビットは、無視されるか未使用になります。†

1 SPI コントローラがディセーブル（SSIENR=0）またはリセットされる場合、送信およ

び受信 FIFO バッファはクリアされます。リセット信号について詳しくは、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。

送信 FIFO バッファは、SPI データ・レジスタ（DR）にライト・コマンドによって

ロードされています。データは、コントロール・ロジックによって送信シフト・レ

ジスタにシフト送信 FIFO バッファからポップ（削除）されます。送信 FIFO バッファ

は、FIFO バッファ内のエントリ数が FIFO バッファのスレッショルド値以下の場合、

送信 FIFO 空割り込みリクエストを生成します。レジスタ TXFTLRを通じて設定され

式19‒2. SPI のマスタ・ペリフェラル・クロック

Fspi_m_clk >= 2 x (maximum Fsclk_out) †
Cyclone Vデバイス・ハンドブック 2012 年 11 月 Altera Corporation
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SPI コントローラの機能の説明
たスレッショルド値は、割り込みが生成された FIFO バッファ・エントリのレベルを

決定します。スレッショルド値によって、送信 FIFO バッファが空に近い状態である

ことを知らせるプロセッサへの早期の指示を提供することができます。既にフル送

信 FIFO バッファにデータを書き込もうとする場合、送信 FIFO オーバーフロー割り込

みが生成されます。 †

データは、リード・コマンドによって SPI データ・レジスタ（DR）に受信 FIFO バッ

ファからポップされます。受信 FIFO バッファは、シフト・コントロール・ロジック

によって受信シフト・レジスタからロードされます。受信 FIFO バッファは、FIFO
バッファ内のエントリ数が FIFO バッファのスレッショルド値に 1 を加えたもの以上

の場合、受信 FIFO フル割り込みリクエストを生成します。レジスタ RXFTLRを通じ

て設定されたスレッショルド値は、割り込みが生成された FIFO バッファ・エントリ

のレベルを決定します。†

スレッショルド値によって、受信 FIFO バッファがフルに近い状態であることを知ら

せるプロセッサへの早期の指示を提供することができます。受信シフト・ロジック

が完全にフル状態の受信 FIFO バッファにデータをロードしようと試みると、受信

FIFO オーバーラン割り込みが生成されます。しかし、新たに受信したデータは失わ

れます。空の受信 FIFO バッファから読み出そうとすると、受信 FIFO アンダーフロー

割り込みが生成されます。これは、読み出されたデータが無効であることをプロ

セッサに警告します。†
2012 年 11 月 Altera Corporation Cyclone Vデバイス・ハンドブック
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SPI コントローラの機能の説明
SPI の割り込み
SPI コントローラは、マスク可能な組み合わせた割り込みリクエストをサポートして

います。組み合わせた割り込みリクエストは、マスク後で、他のすべての SPI 割り

込みの OR 結果です。すべての SPI 割り込みは、アクティブ high の極性レベルがあ

ります。 SPI 割り込みは、次のように説明されています。†

■ 送信 FIFO 空割り込み – 送信 FIFO バッファがそのスレッショルド値と等しいまたは

以下の場合、およびアンダーランを防ぐためにサービスを必要とする場合に設定

されます 。ソフトウェア・プログラマブル・レジスタを介して設定されたスレッ

ショルド値は、割り込みが生成された送信 FIFO バッファ・エントリのレベルを決

定します。データがスレッショルド・レベルを超えるようなデータが送信 FIFO
バッファに書き込まれる場合、この割り込みはハードウェアによってクリアされ

ます。 †

■ 送信 FIFO オーバーフロー割り込み – マスタが完全にフィルされた後、マスタは送

信 FIFO バッファにデータを書き込もうとする場合に設定されます。設定すると、

新しいデータ・ライトが破棄されます。送信 FIFO オーバーフロー割り込みクリ

ア・レジスタ（TXOICR）を読み出すまで、この割り込みはセットされたままで

す。 †

■ 受信FIFOフル割り込み–受信FIFOバッファがそのスレッショルド値に1を加えたも

の以上の場合、およびオーバーフローを防ぐためにサービスを必要とする場合に

設定されます。ソフトウェア・プログラマブル・レジスタを介して設定されたス

レッショルド値は、割り込みが生成される受信 FIFO バッファ・エントリのレベル

を決定します。スレッショルド・レベルを下回るデータが受信 FIFO バッファから

読み出される場合、この割り込みはハードウェアによってクリアされます。†

■ 受信 FIFO オーバーフロー割り込み – 受信ロジックが完全にフィルされた後、受信

FIFO バッファにデータを配置しようとするときに設定されます。設定した場合、

新しい受信したデータは破棄されます。受信 FIFO オーバーフロー割り込みクリ

ア・レジスタ（RXOICR）を読み出すまで、この割り込みはセットされたままで

す。†

■ 受信 FIFO アンダーフロー割り込み – システム・バス・アクセスは、それが空であ

るときに、受信 FIFO バッファから読み出そうとしたときに設定されます。設定し

た場合、ゼロが受信 FIFO バッファからリードバックされます。受信 FIFO アン

ダーフロー割り込みクリア・レジスタ（RXUICR）を読み出すまで、この割り込み

はセットされたままです。†

■ 組み合わせた割り込みリクエスト – マスキング後で、上記のすべての割り込みリ

クエストの OR 結果です。この割り込み信号をマスクするために、他のすべての

SPI 割り込みリクエストをマスクする必要があります。†

送信 FIFO オーバーフロー、送信 FIFO 空、受信 FIFO フル、受信 FIFO アンダーフロー、

および受信 FIFO オーバーフローの割り込みは、割り込みマスク・レジスタ（IMR）
を使用して、独立してマスクすることができます。†

転送モード
シリアル・バス上でデータを転送するとき、SPI コントローラは、この項で説明する

モードで動作します。

転送モード（TMOD）は、コントロール・レジスタ 0（CTRLR0）に書き込むことで設

定されます。†
Cyclone Vデバイス・ハンドブック 2012 年 11 月 Altera Corporation
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SPI コントローラの機能の説明
1 転送モードの設定は、シリアル転送のデュープレックスには影響を与えません。 
TMOD は、MWCR レジスタによって制御された Microwire 転送の場合は無視されます。 
†

Transmit and Receive
TMOD = 0 のとき、送信ロジックと受信ロジックの両方が有効です。データ転送には、

選択したフレーム・フォーマット（シリアル・プロトコル）によって通常どおりに

行われます。送信データは送信 FIFO バッファからポップされ、rxdライン上のデー

タで応答し、ターゲット・デバイスへの txdラインを介して送信されます。ター

ゲット・デバイスからの受信データは、各データ・フレームの 後に受信シフト・

レジスタから受信 FIFO バッファに移動されます。†

Transmit Only
TMOD = 1 のとき、すべての受信データは無視されます。データ転送には、選択した

フレーム・フォーマット（シリアル・プロトコル）によって通常どおりに行われま

す。送信データは送信 FIFO バッファからポップされ、rxdライン上のデータで応答

し、ターゲット・デバイスへの txdラインを介して送信されます。データ・フレー

ムの 後に、受信シフト・レジスタは、受信 FIFO バッファに、新たに受信したデー

タをロードしません。受信シフト・レジスタ内のデータは、次の転送で上書きされ

ます。このモードに入ったときに、受信ロジックから発信の割り込みをマスクする

必要があります。†

Receive Only
TMOD = 2 のとき、送信データが無効です。 SPI スレーブの場合には、送信 FIFO バッ

ファは Receive Only モードでポップされることはありません。txd 出力は、送信中に

一定のロジック・レベルのままです。データ転送には、選択したフレーム・フォー

マット（シリアル・プロトコル）によって通常どおりに行われます。ターゲット・

デバイスからの受信データは、各データ・フレームの 後に受信シフト・レジスタ

から受信 FIFO バッファに移動されます。このモードに入ったときに、送信ロジック

からの割り込みをマスクする必要があります。†

EEPROM Read

1 この転送モードは、シリアル・マスタにのみ有効です。 †

TMOD = 3 のとき、送信データは、EEPROM デバイスにオペコードおよび / またはアド

レスを送信するために使用されます。通常、これは、3 つのデータ・フレームを（8
ビットの上位アドレスと 8 ビットの下位アドレスに続く、8 ビットのオペコード）を

使用します。オペコードとアドレスの送信中に、データが受信ロジックによって

キャプチャされません（SPI マスタは、その txdライン上でデータを送信する限り、

RXD ライン上のデータは無視されます）。 SPI マスタは、送信 FIFO バッファが空にな

るまでデータを送信し続けます。したがって、オペコードとアドレスを EEPROM に

供給するために、送信 FIFO バッファに十分なデータ・フレームのみが必要です。送

信 FIFO バッファに必要とされるよりも複数のデータ・フレームがある場合、リー

ド・データが失われる可能性があります。†
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SPI コントローラの機能の説明
送信 FIFO バッファが空になった場合（すべてのコントロール情報が送信されてい

る）、受信ライン（rxd）上のデータが有効であり、受信 FIFO バッファに格納されま

す。txd出力は、一定のロジック・レベルに保持されています。 SPI マスタで受信し

たデータ・フレームの数が CTRLR1レジスタに 1 を加えた NDF フィールド値と一致す

るまで、シリアル転送は継続されます。†

1 SPI コントローラが SSP モードになるように構成されている場合、EEPROM read モード

はサポートされません。 †

SPI マスタ
SPI マスタは、シリアル・スレーブ・ペリフェラル・デバイスとのすべてのシリアル

転送を開始し、制御します。  19–2 ページの図 19–1 は、SPI マスタを示しています。†

SPI コントローラによって生成、制御されるシリアル・ビット・レート・クロック

は、sclk_outライン上に出力されます。 SPI コントローラがディセーブルの場合、シ

リアル転送が発生不可能で、sclk_outは、それが動作するシリアル・プロトコルで

定義されているように、「inactive」状態に保持されます。†

RXD のサンプル遅延 
SPI マスタ・デバイスは、シリアル・バス上で達成可能な 大周波数を増加させるた

めに、rxd信号のデフォルトのサンプル時間を遅らせることが可能です。

マスタからの sclk_out信号とスレーブからの rxd 信号上のラウンド・トリップの

ルーティング遅延は、マスタで確認できるように、rxd信号のタイミングが通常のサ

ンプリング時間ではなくなったことを意味します。

RXD サンプル遅延なしの場合、rxd信号のセットアップ時間が範囲内であることを確

認にするために、転送用のボー・レートを増加させる必要があります。これにより、

シリアル・インタフェースの周波数が減少します。

追加ロジックは、rxd信号のデフォルトのサンプル時間を遅らせるために SPI マスタ

に含まれています。この追加ロジックによって、シリアル・バス上で達成可能な

大周波数を増加させることができます。 †

RX サンプル遅延レジスタ（rx_sample_dly）の rsdフィールドに書き込むことで、

rxdサンプルに適用される遅延の追加量を 大 64 サイクルまで、spi_m_clkクロック・

サイクル数で指定します。 rsdフィールドが 64 を超えた値でプログラムされている

場合、ゼロ遅延が rxd サンプルに適用されます。
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SPI コントローラの機能の説明
マスタからの sclk_out信号とスレーブからの rxd 信号上のラウンド・トリップの

ルーティング遅延は、マスタで確認できるように、rxd信号のタイミングが通常のサ

ンプリング時間ではなくなったことを意味します。図 19–4 は、この状況を示してい

ます。赤い矢印は、マスタおよびスレーブ・デバイス間のルーティング遅延を示し

ています。青い矢印は、受信 sclk_in から txdを運転するためのスレーブ内にサン

プリング遅延を示しています。†

データ転送
次の条件がすべて満たされたときに、SPI マスタは、データ転送を開始します。

■ SPI マスタがイネーブルされている

■ 送信 FIFO バッファ内に少なくとも 1 つの有効なエントリがある 

■ スレーブ・デバイスが選択されている

アクティブにデータを転送する場合、ステータス・レジスタ（SR）のビジー・フラ

グ（BUSY）が設定されています。新しいシリアル転送を試行する前にビジー・フラ

グがクリアされるまで待機する必要があります。†

1 データが送信 FIFO バッファに書き込まれる場合は、BUSYステータスが設定されていま

せん。このビットは、ターゲット・スレーブが選択され、転送が進行中の場合にの

み設定されます。 送信 FIFO バッファにデータを書き込んだ後、シフト・ロジックは、

sclk_out信号のポジティブ・エッジが存在するまでシリアル転送を開始しません。

このポジティブ・エッジを待機している遅延は、シリアル転送のボー・レートに依

存します。BUSY ステータスをポーリングする前に、まず、送信 FIFO 空（TFE）のス

テータス（1 待ち）をポーリングする、または（BAUDR * SPI クロック）のクロック・

サイクルを待機する必要があります。 †

図19‒4. sclk_out 信号にラウンド・トリップ のルーティング遅延の効果
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SPI コントローラの機能の説明
マスタ SPI および SSPシリアル転送 
 19–15 ページの「Motorola SPI プロトコル」  および  19–17 ページの「Texas Instruments
の同期シリアル・プロトコル（SSP）」  は、それぞれ、SPI および SSP のシリアル・

プロトコルについて説明しています。†

転送モードが 「transmit and receive」または「transmit only」（それぞれ TMOD= 0 また

は TMOD= 1）の場合、転送は、送信 FIFO バッファが空になると、シフト・コント

ロール・ロジックによって終了されます。連続データ転送では、すべてのデータが

送信される前に、送信 FIFO バッファが空になっていないことを確認する必要があり

ます。送信 FIFO スレッショルド・レベル（TXFTLR）は、送信 FIFO バッファが空に近

い状態であることを示すプロセッサへの早期割り込み（送信 FIFO 空割り込み）に使

用できます。†

DMA が SPI マスタと組み合わせて使用される場合、送信データ・レベル（DMATDLR）
は、送信 FIFO バッファが空に近い状態であることを示すために、DMA コントローラ

の早期リクエストに使用できます。 その後、FIFO バッファは、シリアル転送を継続す

るためにデータを補充することができます。また、ユーザーは、シリアル・スレー

ブをイネーブルする前に、送信 FIFO バッファにデータのブロック（少なくとも 2 つ

の FIFO バッファ・エントリ）を書き込むことができます。これは、連続転送を構成

するデータ・フレームの数が送信 FIFO バッファに存在するまで、そのシリアル伝送

が開始されないことを保証します。†

転送モードが「receive only」（TMOD= 2）の場合、シリアル・スレーブが選択されて

いるとき、シリアル転送は、送信 FIFO バッファに 1 つの 「ダミー」のデータ・ワー

ドを書き込むことによって開始されます。 SPI コントローラからの txd出力は、シリ

アル転送の持続時間で一定のロジック・レベルに保持されます。送信 FIFO バッファ

は、 初に一度だけポップされ、シリアル転送の持続時間で空のままになることが

あります。シリアル転送の終了は、コントロール・レジスタ 1（CTRLR1）の 「デー

タ・フレームの数」（NDF）のフィールドによって制御されます。†

例えば、シリアル・スレーブ・ペリフェラルから 24 個のデータ・フレームを受信す

る場合は、NDF のフィールドに値 23 をプログラムする必要があります。受信ロジッ

クは、受信したフレームの数が NDF の値に 1 を加えたものと等しいときにシリアル

転送を終了します。この転送モードでは、送信 FIFO バッファは転送中にサービスを

受ける必要がありませんので、システム・バスの帯域幅が増加します。受信 FIFO
バッファがオーバーフローするのを防ぐために、FIFO フル割り込みリクエストを生

成するたびに読み出す必要があります。†

転送モードが「eeprom_read」（TMOD= 3）の場合、シリアル・スレーブ（EEPROM）

が選択されているとき、シリアル転送は、送信 FIFO バッファにオペコードおよび /
またはアドレスを書き込むことによって開始されます。オペコードおよびアドレス

は、どのリード・データが EEPROM デバイスから受信され、受信 FIFO バッファに格

納された後、EEPROM デバイスに送信されます。シリアル転送の終了は、コント

ロール・レジスタ 1（CTRLR1）の NDF のフィールドによって制御されます。†

1 SPI コントローラが SSP モードになるように構成されているときには、EEPROM リー

ド・モードはサポートされません。 †

受信 FIFO スレッショルド・レベル（RXFTLR）は、受信 FIFO バッファがフルに近い状

態であることを早期に指示を与えるために使用できます。 DMA が使用される場合、

受信データ・レベル （DMARDLR）は、受信 FIFO バッファがフルに近い状態であるこ

とを示すために、DMA コントローラを早期リクエストするのに使用できます。†
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SPI コントローラの機能の説明
マスタMicrowire シリアル転送 
 19–18 ページの「National Semiconductor Microwire プロトコル」 では Microwire シリア

ル・プロトコルについて説明します。 †

SPI シリアル・マスタからの Microwire シリアル転送は、Microwire コントロール・レ

ジスタ（MWCR）によって制御されます。 MHS のビット・フィールドは、Microwire ハ
ンドシェイク・インタフェスをイネーブルおよびディセーブルにします。 MDD の

ビット・フィールドは、データ・フレームの方向を制御します（コントロール・フ

レームは、常にマスタによって送信され、スレーブによって受信される）。 MWMOD
のビット・フィールドは、転送がシーケンシャルまたはノンシーケンシャルかどう

かを定義します。†

送信 FIFO バッファ内に少なくとも 1 つのコントロール・ワードがある場合、および

スレーブがイネーブルの場合、すべての Microwire 転送は、SPI シリアル・マスタに

よって開始されます。 SPI マスタがデータ・フレーム（MDD= 1）を送信する場合、送

信 FIFO バッファが空になるとシフト・ロジックによって転送が終了します。 SPI マス

タがデータ・フレーム（MDD = 1）を受信する場合、転送の終了は MWMOD ビット・

フィールドの設定によって異なります。転送がノンシーケンシャル（MWMOD= 0）
の場合、スレーブからのデータ・フレームのシフト後に送信 FIFO バッファが空にな

ると転送を終了します。転送がシーケンシャル（MWMOD = 1）の場合、受信された

データ・フレームの数が CTRLR1レジスタに 1 を加えた値と等しくなると、シフト・

ロジックによって転送が終了します。†

SPI マスタ上のハンドシェイク・インタフェースがイネーブルの場合（MHS= 1）、
ターゲット・スレーブの状態は、送信後にポーリングされます。スレーブが「ready 
status」を報告した場合にのみ、SPI マスタは転送を完了し、その BUSYステータスを

クリアします。転送が連続している場合、スレーブ・デバイスが「ready status」をリ

ターンするまで、次のコントロール / データ・フレームは送信されません。†

SPI スレーブ 
SPI スレーブは、シリアル・マスタ・ペリフェラル・デバイスによって転送が開始さ

れ、制御されたシリアル通信を処理します。

図 19–5 は、次の信号を含む、シングル・マスタ・バス・システムの SPI スレーブの

例を示しています。†

■ sclk_in—SPI スレーブへのシリアル・クロック †

■ ss_in_n— SPI スレーブへのスレーブ・セレクト入力 †

■ ss_oe_n—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の出力イネーブル †

■ txd—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の送信データ・ライン †

■ rxd—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の受信データ・ライン †

SPI シリアル・スレーブが選択されている場合、シリアル・バス上にその txdデータ

をイネーブルします。シリアル・スレーブへのデータ転送、またはシリアル・ス

レーブからのデータ転送はすべて、SPI マスタ・デバイスからドライブされたシリア

ル・クロック・ライン（sclk_in）に規制されています。データは、シリアル・ク

ロック・ラインの 1 つのエッジでシリアル・スレーブから伝播され、反対側のエッ

ジでサンプリングされます。†
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SPI コントローラの機能の説明
SPI シリアル・スレーブが選択されていない場合、シリアル・マスタおよび他のシリ

アル・スレーブ・デバイス間のデータ転送に干渉しないようにする必要があります。

シリアル・スレーブが選択されていない場合、その txd出力は、バッファされ、そ

の結果 SPI マスタの rxdライン上にハイ・インピーダンスでドライブします。

図 19–5 に示すバッファは、SPI コントローラの外部です。spi_oe_nは、SPI スレーブ

出力イネーブルの信号です。†

データ転送を規制するシリアル・クロックは、シリアル・マスタ・デバイスと

sclk_in上の SPI スレーブへの入力によって生成されます。バス・マスタによって選

択されるまで、スレーブはアイドル状態のままになります。積極的にデータを送信

していない場合、他のスレーブ・デバイスへのシリアル転送との干渉を回避するた

めに、スレーブはその txd ラインをハイ・インピーダンス状態に保持する必要があ

ります。SPI スレーブ出力イネーブル（ss_oe_n）の信号は、txd 出力バッファを制

御するために使用可能です。スレーブは、それが選択されている限り、マスタ・デ

バイスとの間でデータを転送し続けます。マスタがすべてのシリアル・スレーブに

送信する場合、SPI コントロール・レジスタ 0（CTRLR0）のコントロール・ビット

（SLV_OE）は、その txd ラインからのデータで応答する必要があるときに、スレーブ

に通知するようにプログラムできます。†

スレーブ SPI および SSPのシリアル転送†
 19–15 ページの「Motorola SPI プロトコル」  および 19–17 ページの「Texas Instruments
の同期シリアル・プロトコル（SSP）」 には、 それぞれ、SPI および SSP のシリアル・

プロトコルの説明が含まれています。†

図19‒5. SPI スレーブ†
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SPI コントローラの機能の説明
SPI スレーブが「receive only」（TMOD= 2）の場合、現在、送信シフト・レジスタ内の

データはスレーブ・デバイスが選択されるたびに再送信されるので、送信 FIFO バッ

ファに有効なデータが含まれている必要はありません。 TMOD=2 のとき、ステータ

ス・レジスタ（SR）の TXE エラー・フラグは設定されません。このモードを使用す

るときは、送信 FIFO 空割り込みをマスクする必要があります。†

SPI スレーブがマスタにデータを送信する場合、転送がシリアル・マスタ・デバイス

によって開始される前に、そのデータが送信 FIFO バッファに存在することを確認す

る必要があります。データが送信 FIFO バッファに存在しないときにマスタが SPI ス
レーブへの転送を開始した場合、エラー・フラグ（TXE）は、SPI ステータス・レジ

スタに設定されており、以前に送信されたデータ・フレームが txdに再送されます。

連続データ転送では、すべてのデータが送信される前に、送信 FIFO バッファが空に

なっていないことを確認する必要があります。送信 FIFO スレッショルド・レベル・

レジスタ（TXFTLR）は、送信 FIFO バッファが空に近い状態であることを示すプロ

セッサへの早期割り込み（送信 FIFO 空割り込みを送信）に使用できます。 DMA コン

トローラが使用されている場合、DMA 送信データ・レベル・レジスタ（DMATDLR）
は、送信 FIFO バッファが空に近い状態であることを示すために、DMA コントローラ

を早期に要求するのに使用可能です。その後、 シリアル転送を継続するために、FIFO
バッファにデータが補充することができます。†

受信 FIFO バッファがオーバーフローするのを防ぐために、FIFO フル割り込みリクエ

ストが生成されるたびに受信 FIFO バッファを読み出す必要があります。受信 FIFO ス

レッショルド・レベル・レジスタ（RXFTLR）は、受信 FIFO バッファがフルに近い状

態であることを早期に示す上で使用可能です。 DMA コントローラが使用されている

場合、DMA 受信データ・レベル・レジスタ（DMARDLR）は、受信 FIFO バッファがフ

ルに近い状態であることを示すために、DMA コントローラを早期に要求するのに使

用可能です。†

シリアル転送
 19–18 ページの「National Semiconductor Microwire プロトコル」  では、タイミング図や

シリアル転送後にデータが送信 FIFO バッファおよび受信 FIFO バッファでどのように

構成されるかという情報を含めて、Microwire シリアル・プロトコルについて詳しく

説明します。 Microwire プロトコルは、SPI プロトコルとほとんど同じように動作しま

す。 SPI スレーブ・デバイスによるコントロール・フレームのデコードはありませ

ん。†

パートナ接続インタフェース
SPI は、次の項で説明するインタフェースのいずれかを使用して、任意のシリアル・

マスタまたはシリアル・スレーブのペリフェラルに接続することができます。†

Motorola SPI プロトコル 
シリアル・クロックの非アクティブな状態が Low になっています。データ・フレー

ムの長さは、4 ～ 16 ビットにできます。†

データ送信は、スレーブ・セレクト信号の立ち下がりエッジで始まります。 初の

データ・ビットは、シリアル・クロックの 初のエッジでマスタとスレーブのペリ

フェラルによって捕捉されるため、バリッド・データは、 初のシリアル・クロッ

ク・エッジの前に txdラインおよび rxdライン上にある必要があります。†
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SPI コントローラの機能の説明
1 スレーブ SPI として使用する場合にのみ、スレーブ・セレクト信号が有効になりま

す。マスタ SPI の場合、データ伝送は、出力イネーブル信号がデアサートされると

すぐに開始します。

図 19–6 に、単一の SPI データ転送のタイミング図を示します。†

次の信号は、この項のタイミング図に示されています。†

■ sclk_out—SPI マスタからのシリアル・クロック †

■ sclk_in—SPI スレーブからのシリアル・クロック †

■ ss_0_n—SPI マスタからのスレーブ・セレクト信号 †

■ ss_oe_n—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の出力イネーブル †

■ txd—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の送信データ・ライン †

■ rxd—SPI マスタまたは SPI スレーブ用の受信データ・ライン †

SPI シリアル・トランザクションを実行するために、SPI コントローラ上の 4 つの転

送モードがあります。 19–8 ページの「転送モード」 を参照してください。「transmit 
and receive transfers」（コントロール・レジスタ 0 = 0 の転送モード・フィールド

（9:8））の場合、SPI コントローラから外部シリアル・デバイスへの送信データは、

送信 FIFO バッファに書き込まれます。 外部シリアル・デバイスから SPI コントロー

ラへの受信データは、受信 FIFO バッファにプッシュされます。†

「transmit only」の転送（コントロール・レジスタ 0 = 1 の転送モード・フィールド

（9:8））の場合、SPI コントローラから外部シリアル・デバイスへの送信データは、

送信 FIFO バッファに書き込まれます。外部シリアル・デバイスからの受信データが

無効とみなされるため、SPI 受信 FIFO バッファには格納されません。†

「receive only 」の転送（コントロール・レジスタ 0 = 2 の送信モード・フィールド

（9:8））の場合、SPI コントローラから外部シリアル・デバイスへの送信データが無

効であるため、シリアル転送を開始するために単一のダミー・ワードが送信 FIFO
バッファに書き込まれます。SPI コントローラの txd出力は、シリアル転送の期間中

は一定のロジック・レベルに保持されます。 外部シリアル・デバイスから SPI コント

ローラへの受信データは、受信 FIFO バッファにプッシュされます。†

図19‒6. SPI のシリアル・フォーマット

 4 - 16 bits 
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SPI コントローラの機能の説明
eeprom_read 転送（コントロール・レジスタ 0 = 3 の転送モード・フィールド [9:8]）
の場合、オペコードおよび / または EEPROM アドレスは、送信 FIFO バッファに書き

込まれます。これらのコントロール・フレームの送信時には、受信データは SPI マ
スタによってキャプチャされません。コントロール・フレームが送信された後、

EEPROM からの受信データは受信 FIFO バッファに格納されます。

Texas Instruments の同期シリアル・プロトコル（SSP）
データ転送には、1 つのシリアル・クロック周期のフレーム・インジケータ・ライン

（ss_0_n）をアサートすることによって開始します。送信されるデータは、後で txd
ラインの 1 つのシリアル・クロック・サイクルに駆動されます。同様に、スレーブ

からのデータは、rxdラインに駆動されます。データは、シリアル・クロック

（sclk_out/sclk_in）の立ち上がりエッジで伝播され、立ち下がりエッジでキャプ

チャされます。データ・フレームの長さは 4 ～ 16 ビットの範囲です。 

1 スレーブ SPI として使用する場合にのみ、スレーブ・セレクトの信号（ss_0_n）が有

効になります。マスタ SPI の場合、データ伝送が出力イネーブル信号がデアサート

されるとすぐに開始します。

図 19–7 に、単一の SSP シリアル転送のタイミング図を示します。†

連続的なデータ・フレームは、単一のデータ・フレームと同様に転送されます。フ

レーム・インジケータは、現在の転送から LSB と同じサイクルの間に 1 クロック周

期の間でアサートされ、別のデータ・フレームが連続されていることを示します。

図 19–8 は、連続した SSP の転送のタイミングを示しています。†

図19‒7. SSP のシリアル・フォーマット 

図 19‒8. SSP シリアル・フォーマットの連続転送
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SPI コントローラの機能の説明
National Semiconductor Microwire プロトコル
マスタ SPI の場合、データ伝送が出力イネーブル信号がデアサートされるとすぐに

開始されます。シリアル・クロック（sclk_out）の半期間の後、コントロールの

初のビットが txdラインに送られます。コントロール・ワードの長さは、1 ～ 16
ビットの範囲にすることができ、CTRLR0のビット・フィールドの CFS（ビット

15:12）を書き込むことで設定されます。コントロール・ワードの残りの部分は、SPI
シリアル・マスタによって送信されます（sclk_outの立ち下がりエッジで伝播）。

この伝送時には、データはシリアル・マスタの rxd ラインに存在していません（ハ

イ・インピーダンス）。†

データ・ワードの方向は、Microwire コントロール・レジスタ（MWCR）の MDD ビット

フィールド（ビット 1）によって制御されます。 MDD=0 の場合、これは、SPI シリア

ル・マスタが外部シリアル・スレーブからデータを受信することを示しています。

コントロール・ワードの LSB が送信されてから 1 クロック・サイクル後、スレー

ブ・ペリフェラルは、長さを 4 ～ 16 ビットにできるデータ・フレームに続く、ダ

ミー・ビット 0 で応答します。データは、シリアル・クロックの立ち下がりエッジ

で伝播され、立ち上がりエッジでキャプチャされます。†

Microwire プロトコルからの連続転送は、シーケンシャルまたはノンシーケンシャル

にすることができ、MWCR で MWMOD ビット・フィールド（ビット 0）によって制

御されます。†

ノンシーケンシャルの連続転送は、現在のデータ・ワードの LSB のすぐ後に続く、

次の転送用のコントロール・ワードで発生します。†

連続ノンシーケンシャル転送を実行するために必要な唯一の変更は、送信 FIFO バッ

ファに複数のコントロール・ワードを書き込むことです。†

シーケンシャル連続転送中には、SPI マスタから 1 つのコントロール・ワードのみが

送信されます。この転送はノンシーケンシャル読み出し動作と同じ方法で開始され

ますが、さらなるデータを読み出すためにサイクルが継続されます。スレーブ・デ

バイスは、自動的に次の位置にアドレス・ポインタをインクリメントして、その位

置からデータを提供し続けます。この方法でいくつでも位置を読み出すことができ

ます。受信したワード数が CTRLR1レジスタに 1 を加えた値に等しいとき、SPI マス

タは転送を終了します。†

MDD = 1 のとき、これは、SPI シリアル・マスタが外部シリアル・スレーブにデータ

を送信することを示します。コントロール・ワードの LSB が送信された直後に、SPI
マスタは、スレーブ・ペリフェラルにデータ・フレームの送信を開始します。†

1 MDD= 1およびMWMOD= 1では、SPIコントローラは連続シーケンシャルMicrowire書き

込みをサポートしません。 †

連続転送は、現在のデータ・ワードの LSB のすぐ後に続く、次の転送用のコント

ロール・ワードが発生します。 

SPI マスタは、外部シリアル・スレーブ・デバイスに動作を書き込むために、

Microwire ハンドシェイク・インタフェースもイネーブルすることができます。ハン

ドシェイク・インタフェースをイネーブルするには、MWCR レジスタ上の MHS ビッ

ト・フィールド（ビット 2）に 1 を書き込む必要があります。 MHS を 1 に設定する

と、SPI シリアル・マスタは、転送を完了するか、連続転送のために次のコントロー

ル・ワードを送信する前にスレーブ・デバイスからのレディ・ステータスをチェッ

クします。†
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SPI コントローラの機能の説明
初のデータ・ワードがシリアル・スレーブ・デバイスに送信された後、SPI マスタ

は、スレーブ・デバイスからのレディ・ステータスを待機するために rxd 入力を

ポーリングします。レディ・ステータスを受信すると、SPI マスタは、次のコント

ロール・ワードの送信を開始します。 後のデータ・フレームの送信が完了した後、

SPI マスタは、転送を完了する前に、スレーブ・デバイスのレディ・ステータスをク

リアするためのスタート・ビットを送信します。 †

SPI スレーブでは、データ伝送は、スレーブ・セレクト信号（ss_in_0）の立ち下が

りエッジで始まります。半分シリアル・クロック（sclk_in）の期間後、コントロー

ルの 初のビットは、rxdライン上に存在しています。コントロール・ワードの長さ

は 1 ～ 16 ビットの範囲内とすることができ、CTRLR0レジスタ内のビット・フィール

ド CFS を書き込むことによって設定されます。 CFS のビット・フィールドは、シリア

ル・マスタから予期されるコントロール・ワードのサイズに設定する必要がありま

す。コントロール・ワードの残りの部分は、SPI シリアル・スレーブによって受信さ

れます（sclk_inの立ち上がりエッジでキャプチャされる）。この受信中には、デー

タはシリアル・スレーブの txdライン上に駆動されません（ハイ・インピーダン

ス）。†

データ・ワードの方向は、MDD のビット・フィールド（ビット 1）MWCR レジスタ

によって制御されます。 MDD=0 のとき、SPI シリアル・スレーブは、外部シリアル・

マスタからのデータを受信していることを示します。コントロール・ワードが送信

された直後に、シリアル・マスタは、SPI スレーブの rxdライン上のデータ・フレー

ムを駆動し始めます。データは、シリアル・クロックの立ち下がりエッジで伝播さ

れ、立ち上がりエッジでキャプチャされます。スレーブ・セレクト信号が転送中に

アクティブ Low に保持され、データが転送された後に半クロック・サイクル後にデ

アサートされます。 SPI スレーブの出力イネーブル信号は、転送中に非アクティブに

保持されています。 †

MDD=1 のとき、これは、SPI シリアル・スレーブが外部シリアル・マスタにデータ

を送信することを示しています。コントロール・ワードの LSB が送信された直後に、

SPI スレーブは、txdライン上の 4 ～ 16 ビット・データ・フレームに 続く、ダミー

の 0 ビットを送信します。†

SPI スレーブ用の連続転送は、SPI マスタに指定したものと同じ方法で行われます。

決してビジー・ステータスにはならないため、SPI スレーブはハンドシェイク・イン

タフェースをサポートしていません。†

図 19–9 に、外部シリアル・スレーブから読み出す単一の SPI シリアル・マスタのタ

イミング図を示します。

図19‒9. 単一の SPI シリアル・マスタの Microwire シリアル転送 （MDD=0）

sclk_out

txd

rxd

MSB LSB

MSB LSB

4 - 16 Bits

Control Word

ssi_oe_n
2012 年 11 月 Altera Corporation Cyclone 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



19–20 第 19 章 : SPI コントローラ
SPI コントローラの機能の説明
図 19–10 に、外部シリアル・マスタに書き込む単一の SPI シリアル・スレーブのタ

イミング図を示します。

DMA コントローラ・インタフェース
SPI コントローラは、受信 FIFO バッファが読み出し可能なデータを持っているとき、

または送信 FIFO バッファがデータを必要とするときを示す DMA シグナリングをサ

ポートします。これには、2 つの DMA チャネル（1 つは送信データ用であり、もう 1
つは受信データ用）が必要です。 SPI コントローラは、シングルまたはバースト DMA
転送を発行することができ、DMA から確認バーストを受け付けます。システム・ソ

フトウェアは、スレッショルド・レジスタに適切な値をプログラミングすることに

よって、DMA バースト・モードをトリガできます。スレッショルド・レジスタの値

の一般的な設定ではハーフ・フルです。

SPI コントローラの DMA コントローラ・インタフェースをイネーブルするために、

DMA コントロール・レジスタ（DMACR）を書き込む必要があります。 DMACR レジス

タの TDMAE ビット・フィールドに 1 を書き込むと、SPI 送信ハンドシェイク・イン

タフェースがイネーブルされます。 DMACR レジスタの RDMAE ビット・フィールドに

1 を書き込むと、SPI 送信ハンドシェイク・インタフェースがイネーブルされます。†

スレーブ・インタフェース
ホスト・プロセッサは、スレーブ・インタフェースを介して SPI コントローラに関

するデータ、コントロール、およびステータス情報にアクセスします。 SPI は、32
ビットのデータ・バス幅をサポートします。 SPI ペリフェラルへのアクセスは、以下

のサブセクションで説明されています。†

コントロールおよびステータス・レジスタのアクセス
SPI コントローラ内のコントロール・レジスタとステータス・レジスタは、バイト・

アドレス可能です。 SPI コントローラのコントロール・レジスタとステータス・レジ

スタの 大幅は 16 ビットです。したがって、SPI のコントロール・レジスタとス

テータス・レジスタへのすべてのリード動作とライト動作では、1 回のみアクセスが

必要です。†

図19‒10. 単一の SPI スレーブの Microwire シリアル転送 （MDD=1）
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SPI のプログラミング・モデル
データ・レジスタのアクセス
SPI コントローラ内のデータ・レジスタ（DR）は、 大シリアル転送サイズ（デー

タ・フレーム）との一貫性を維持するために、16 ビット幅です。 DRへのライト動作

は、送信 FIFO バッファにスレーブ・ライト・データ・バスからのデータを移動しま

す。 DRからのリード動作は、スレーブ・リードバック・データ・バス上に受信 FIFO
バッファからのデータを移動します。†

1 SPI コントローラの DRレジスタは、バースト転送を促進するために、メモリ・マップ

の 64 個の 32 ビットの位置を占めています。システム・バス自体にはバースト・ト

ランザクションはありませんが、SPI は、システム・インタコネクト上のバーストを

サポートしています。これらのアドレス位置のいずれかに書き込むことにより、送

信 FIFO バッファにスレーブ・ライト・データ・バスからのデータをプッシュするの

と同じ効果があります。これらの中で任意の位置から読み出すのは、スレーブ・

リードバック・データ・バス上に受信 FIFO バッファからのデータをポップするのと

同じ効果があります。 SPI コントローラの FIFO バッファはアドレス指定が可能ではあ

りません。

クロックおよびリセット
SPI コントローラは、表 19–1 に示すクロック信号とリセット信号を使用します。

SPI のプログラミング・モデル 
この項では、以下のマスタとスレーブの転送に基づいて、SPI コントローラのプログ

ラミング・モデルについて説明します。

■ マスタ SPI および SSP シリアル転送 

■ マスタ Microwire シリアル転送

■ スレーブ SPI および SSP シリアル転送

■ スレーブ Microwire シリアル転送

■ スレーブ選択用のソフトウェア・コントロール

表19‒1. SPI コントローラのクロックとリセット 

マスタ スレーブ

SPI のクロック spi_m_clk l4_main_clk

SPI のビット・レー
ト・クロック

sclk_out sclk_in

リセット spim_rst_n spis_rst_n
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SPI のプログラミング・モデル
マスタ SPI および SSP シリアル転送
図 19–11 に、マスタ SPI または SSP シリアル転送のソフトウェア・フローを示しま

す。

SPI マスタからの SPI または SSP のシリアル転送を完了するには、次の手順に従いま

す。

1. SPI マスタがイネーブルされている場合、SSI イネーブル・レジスタ（SSIENR）
に 0 を書き込むことで、それをディセーブルします。

図19‒11. マスタ SPI または SSP シリアル転送のソフトウェア・フロー 
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2. 転送用の SPI マスタ・コントロール・レジスタを設定します。任意の順序でこれ

らの転送を設定可能です。

■ ライト・コントロール・レジスタ 0（CTRLLR0）です。 SPI 転送の場合、ター

ゲット・スレーブ・デバイスに同一のシリアル・クロック極性とシリアル・

クロックのフェーズ・パラメータを設定する必要があります。

■ 転送モードが「receive only」の場合、転送マイナス 1 のフレーム数とコント

ロール・レジスタ 1（CTRLR1）を書き込みます。例えば、4 つのデータ・フ

レームを受信する場合、このレジスタに 3 を書き込みます。

■ 転送用のボー・レートを設定するためにボー・レート・セレクト・レジスタ

（BAUDR）を書き込みます。

■ FIFO バッファのスレッショルド・レベルを設定するために送信および受信 FIFO
スレッショルド・レベル・レジスタ（TXFTLR および RXFTLR）を書き込みま

す。

■ 割り込みマスクを設定するために IMRレジスタを書き込みます。

■ 選択用のターゲット・スレーブをイネーブルするために、ここで、スレーブ・

イネーブル・レジスタ（SER）のレジスタを書き込みます。スレーブがここで

イネーブルされる場合、転送は、1 つの有効なデータ・エントリが送信 FIFO
バッファに存在し次第すぐに始まります。データ・レジスタ（DR）への書き

込み前にイネーブルされているスレーブが 1 つもない場合、スレーブがイ

ネーブルされるまで転送は開始されません。

3. SSIENRレジスタに 1 を書き込むことで、SPI マスタをイネーブルします。

4. 送信 FIFO バッファ（書き込み DR）にターゲット・スレーブへの送信用のデータ

を書き込みます。この時点で SER レジスタでイネーブルされているスレーブが 1
つもない場合、転送を開始するために今イネーブルします。

5. 転送が完了するのを待機するために BUSYステータスをポーリングします。送信

FIFO 空割り込みリクエストがなされた場合、送信 FIFO バッファ（書き込み DR）
を書き込みます。受信 FIFO フル割り込みリクエストがなされた場合、受信 FIFO
バッファ（読み出し DR）を読み出します。

6. シフト・コントロール・ロジックは、送信 FIFO バッファが空のときに転送を停止

します。転送モードが「receive only」（TMOD = 2’b10）の場合、シフト・コント

ロール・ロジックは、指定した数のフレームが受信されたときに転送を停止しま

す。転送が完了すると、BUSYステータスは 0 にリセットされます。

7. 転送モードが「transmit only」（TMOD != 01）されていない場合、それが空になる

まで受信 FIFO バッファを読み出します。

8. SSIENRに 0 を書き込むことで、SPI マスタをディセーブルします。
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マスタMicrowire シリアル転送 
図 19–12 に、Microwire シリアル転送のソフトウェア・フローを示します。 

SPI マスタから Microwire のシリアル転送を完了するには、次の手順に従います。

1. SPI マスタがイネーブルされている場合、SSIENRに 0 を書き込むことでそれを

ディセーブルします。

図19‒12. Microwire シリアル転送のソフトウェア・フロー 
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2. 転送用の SPI コントロール・レジスタを設定します。任意の順序でこれらの転送

を設定可能です。

■ 転送パラメータを設定するために CTRLLR0を書き込みます。転送がシーケン

シャルであり、SPI マスタがデータを受信する場合、転送のマイナス 1 のフ

レーム数と共に CTRLR1を書き込みます。例えば、4 つのデータ・フレームを

受信したい場合、このレジスタに 3 を書き込みます。

■ 転送用のボー・レートを設定するために BAUDRを書き込みます。

■ FIFO バッファのスレッショルド・レベルを設定するために TXFTLR および 
RXFTLRを書き込みます。

■ 割り込みマスクを設定するために IMRレジスタを書き込みます。 

選択用のターゲット・スレーブをイネーブルするために、SER のレジスタを書き

込みます。この時点でスレーブがイネーブルされている場合、1 つのバリッド・

データエントリが送信 FIFO バッファに存在し次第転送が開始されません。デー

タ・レジスタ（DR）への書き込み前にイネーブルされているスレーブが 1 つもな

い場合、スレーブがイネーブルされるまで転送は開始されません。

3. SSIENRレジスタに 1 を書き込むことで、SPI マスタをイネーブルします。

4. SPI マスタがデータを送信する場合、送信 FIFO バッファ（書き込み DR）にコント

ロール・ワードおよびデータ・ワードを書き込みます。SPI マスタがデータを受

信する場合、送信 FIFO バッファにコントロール・ワードまたはワードを書き込み

ます。この時点で SER レジスタでイネーブルされているスレーブが 1 つもない場

合、転送を開始するために今イネーブルします。

5. 転送が完了するのを待機するために BUSYステータスをポーリングします。送信

FIFO 空割り込みリクエストがなされた場合、送信 FIFO バッファ（書き込み DR）
を書き込みます。受信 FIFO フル割り込みリクエストがなされた場合、受信 FIFO
バッファ（読み出し DR）を読み出します。

6. シフト・コントロール・ロジックは、送信 FIFO バッファが空のときに転送を停止

します。転送モードがシーケンシャルであり、SPI マスタがデータを受信する場

合、シフト・コントロール・ロジックは、指定した数のフレームが受信されたと

きに転送を停止します。転送が完了すると、BUSYステータスは 0 にリセットされ

ます。

7. SPI マスタがデータを受信する場合、受信 FIFO バッファが空になるまで読み出し

ます。

8. SSIENRに 0 を書き込むことで SPI マスタをイネーブルします。
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スレーブ SPI および SSP シリアル転送
図 19–13 に、 スレーブ SPI または SSP シリアル転送のソフトウェア・フローを示しま

す。 

SPI スレーブへのシリアル・マスタからの連続シリアル転送を完了するには、次の手

順に従います。

図19‒13. スレーブ SPI または SSP シリアル転送のソフトウェア・フロー
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1. SPI スレーブがイネーブルされている場合、SSIENRに 0 を書き込むことでそれを

ディセーブルします。

2. 転送用の SPI コントロール・レジスタを設定します。任意の順序でこれらの転送

を設定可能です。

■ CTRLR0を書き込みます（SPI 転送の場合、SCPH と SCPOL をマスタデバイスと同

一に設定）。

■ FIFO バッファのスレッショルド・レベルを設定するために TXFTLR および

RXFTLR を書き込みます。

■ 割り込みマスクを設定するために IMRレジスタを書き込みます。 

3. SSIENRレジスタに 1 を書き込むことで、SPI スレーブをイネーブルします。

4. 転送モードが「transmit and receive」（TMOD=2'b00）または「transmit only」
（TMOD=2'b01）の場合、送信 FIFO バッファ（書き込み DR）にマスタへの送信用の

データを書き込みます。転送モードが 「receive only」（TMOD=2'b10）の場合、送

信 FIFO バッファにデータを書き込む必要はありません。送信シフト・レジスタの

現在の値は再送されます。

5. SPI スレーブは、この時点でシリアル転送の準備ができています。シリアル・マ

スタ・デバイスが SPI スレーブを選択したときに転送が開始されます。

6. 転送の進行中に、転送ステータスを返すために BUSYステータスをポーリングで

きます。送信 FIFO 空割り込みリクエストがなされた場合、送信 FIFO バッファ

（書き込み DR）を書き込みます。受信 FIFO フル割り込みリクエストがなされた場

合、受信 FIFO バッファ（読み出し DR）を読み出します。

7. シリアル・マスタが SPI スレーブへの選択入力を削除したときに転送を終了しま

す。転送が完了すると、BUSYステータスは 0 にリセットされます。

8. 転送モードが「transmit only」ではない（TMOD != 01）場合、空になるまで受信

FIFO バッファを読み出します。

9. SIENRに 0 を書き込むことで、SPI スレーブをディセーブルします。

スレーブ Microwire のシリアル転送
SPI スレーブの場合、Microwire プロトコルは、SPI プロトコルとほとんど同じように

動作します。 SPI スレーブによるコントロール・フレームのデコードはありません。

スレーブ・セレクトのソフトウェア・コントロール
スレーブ・デバイスを選択するためのソフトウェアを使用する場合、シリアル・ス

レーブ・デバイスからの入力のセレクト・ラインは、SPI マスタ上の単一のスレーブ

選択の出力に接続されています。次の例では、スレーブ選択用のソフトウェア・フ

ローを示しています。

■ SPI マスタの場合：

1. SPI マスタがイネーブルされている場合、SSIENRに 0 を書き込むことでそれを

ディセーブルします。

2. 必要な転送に一致するように CTRLR0を書き込みます。

3. 転送が「receive only」の場合、CTRLR1にフレーム数を書き込みます。

4. 転送ボー・レートを設定するために BAUDRを書き込みます。
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5. FIFO バッファ・スレッショルド・レベルを設定するために TXFTLRおよび RXFTLR
を書き込みます。 

6. 割り込みマスクを設定するために IMR レジスタを書き込みます。

7. この例では、スレーブ 1 を選択するために SERレジスタのビット [0] をロジック

「1」に書き込みます。

8. SPI マスタをイネーブルするために SSIENRレジスタのビット [0] をロジック「1」
に書き込みます。

■ SPI スレーブの場合 :

9. SPI スレーブがイネーブルの場合、SSIENRに 0 を書き込むことでそれをディセー

ブルします。

10. 必要な転送に一致するように CTRLR0を書き込みます。

11. FIFO バッファ・スレッショルド・レベルを設定するために TXFTLRおよび RXFTLR
を書き込みます。

12. 割り込みマスクを設定するために IMR レジスタを書き込みます。

13. SPI スレーブをイネーブルするために SSIENRレジスタのビット [0] をロジック

「1」に書き込みます。

14. SPI スレーブがデータを送信する場合、送信 FIFO バッファにデータを書き込みま

す。他のすべての SPI スレーブがディセーブル（SSIENR = 0）になります。した

がって、その ss_in_nポート上にアクティブ・レベルに応答しません。

SPI コントローラの RX および TX バッファの両方の FIFO バッファの深さ

（FIFO_DEPTH）は 256 エントリです。

DMA コントローラの動作
SPI コントローラ上で DMA コントローラのインタフェースをイネーブルするために、

DMA コントロール・レジスタ（DMACR）を書き込む必要があります。 DMACRレジスタ

の TDMAE ビット・フィールドに 1 を書き込むと、SPI コントローラはハンドシェイ

ク・インタフェースを送信可能になります。DMACRレジスタの RDMAE ビット・

フィールドに 1 を書き込むと、SPI コントローラはハンドシェイクを受信可能になり

ます。†

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

DMAの動作 
DMA の動作について詳しくは、 ARM DMA の章を参照してください。

送信 FIFOバッファ・アンダーフロー
SPI シリアル転送中、送信 FIFO バッファ内のエントリ数が DMA 送信データ・レベ

ル・レジスタ（DMATDLR）（ウォーターマーク・レベルとしても知られている）の値

以下になると送信 FIFO バッファ・リクエストが DMA コントローラになされます。 
DMA コントローラは、DMA バースト長として指定された長さのデータのバーストを

送信 FIFO バッファに書き込むことによって応答します。†
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f DMA バースト長のマイクロコードのセットアップについて詳しくは、Cyclone 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。

送信 FIFO バッファが連続的にシリアル転送を実行できるように、十分な頻度で DMA
からデータをフェッチする必要があります。つまり、FIFO バッファが空になり始め

たら、別の DMA リクエストがトリガーされる必要があります。そうしないと、FIFO
バッファはデータが不足に陥ってしまいます（アンダーフロー）。この状態を回避す

るために、ウォーターマーク・レベルを正しく設定する必要があります。†

送信ウォーターマーク・レベル
仮定がなされた例を考えます。†

DMA バースト長 = FIFO_DEPTH - DMATDLR

ここで、DMA バーストで転送されるデータ・アイテムの数は、送信 FIFO バッファの

空スペースに等しいとします。次の 2 種類のウォーターマーク・レベルの設定を考

えます。†

■ ケース 1: DMATDLR = 64：†

■ 送信 FIFO ウォーターマーク・レベル = DMATDLR = 64: †

■ DMA バースト長 = FIFO_DEPTH - DMATDLR = 192: †

■ SPI 送信 FIFO_DEPTH = 256: †

■ ブロック・トランザクションのサイズ = 960: †

図 19–14 に、ウォーターマーク・レベルが 64 に等しいときの送信 FIFO バッファを示

します。

必要なバースト・トランザクションの数は、バーストあたりのデータ・アイテム

数で割ったブロック・サイズに等しくなります。

ブロック・トランザクションのサイズ /DMA バースト長 = 960/192 = 5

DMA ブロック転送のバースト・トランザクションの数は 5 です。しかし、ウォー

ターマーク・レベルの DMATDLRは、非常に低いです。したがって、SPI シリアル

送信ラインがデータを送信する必要がある場合、送信アンダーフローの確率は高

いですが、送信 FIFO バッファに残っているデータはありません。 これが発生する

のは、FIFO バッファが空になる前に、DMA が DMA リクエストを処理する時間が

なかったためです。

図19‒14.  送信 FIFO ウォーターマーク・レベル = 64
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■ ケース 2： DMATDLR = 192†

■ 送信 FIFO ウォーターマーク・レベル = DMATDLR = 192 †

■ DMA バースト長 = FIFO_DEPTH - DMATDLR = 64 †

■ SPI 送信 FIFO_DEPTH = 256 †

■ ブロック・トランザクションのサイズ = 960 †

図 19–15 には、ウォーターマーク・レベルが 192 に等しいときの送信 FIFO バッファ

を示しています。

ブロック内のバースト・トランザクションの数：†

ブロック・トランザクションのサイズ /DMA バースト長 = 960/64 = 15 †

このブロック転送では、DMA ブロック転送の 15 個のデスティネーション・バー

スト・トランザクションがあります。しかし、ウォーターマーク・レベル、

DMATDLRは高いです。したがって、SPI 送信 FIFO バッファが空になる前に、DMA コ

ントローラがデスティネーション・バースト・トランザクション・リクエストを

処理するために十分な時間を持っているので、SPI の送信アンダーフローの確率

は低いです。†

したがって、第 2 のケースは、ブロックあたりのバースト・トランザクションを

犠牲にすることで低い確率のアンダーフローとなっています。このケースでは第

1 のケースに対して、ブロックあたりのバーストは潜在的に多くなり、バス使用

率も悪くなります。 †

したがって、ウォーターマーク・レベルの選択目標は、アンダーフロー状態の確率

を許容レベルに維持しながら、同時にブロックごとのトランザクションの数を 小

限に抑えることです。実際には、この値は、SPI 送信データのレートと、DMA がデ

スティネーション・バースト・リクエストに応答できるレートの、これら 2 つの

レートの比の関数になります。 †

送信 FIFO バッファ・オーバーフロー
デスティネーション・バースト・リクエストを処理するのに十分なスペースが送信

FIFO バッファにない場合、DMA リクエストをトリガするウォーターマーク・レベル

より大きい値に DMA トランザクションのバースト長を設定すると、オーバーフロー

を引き起こす可能性があります。したがって、オーバーフローを防止するために、

次式が満たされている必要があります。 †

DMA バースト長 <= FIFO_DEPTH - DMATDLR

図19‒15.  送信 FIFO ウォーターマーク・レベル = 192

FIFO_DEPTH = 256

DMA
Controller

Transmit FIFO
Watermark Level

Data In

Data Out
DMATDLR = 192

FIFO_DEPTH - DMATDLR = 64

Transmit 
FIFO Buffer

Empty

Full
Cyclone 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



第 19 章 : SPI コントローラ 19–31
SPI のプログラミング・モデル
ケース 2：DMATDLR= 192 では、バースト・リクエストが行われた時の送信 FIFO バッ

ファ内のスペースの量は、DMA バースト長に等しくなります。したがって、バース

ト・トランザクションの完了時に、送信 FIFO バッファがフルである可能性がありま

すが、オーバーフローはしていません。†

したがって、 適な動作のためには、DMA バースト長は、送信 DMA リクエストをト

リガーする FIFO バッファ・レベルに設定される必要があります。つまり、以下のよ

うになります。

DMA バースト長 = FIFO_DEPTH - DMATDLR

この式に従うことにより、ブロック転送に必要な DMA のバースト数を減少させ、バ

スの使用率が向上します。 †

1 SPI コントローラが正常に転送中にシリアル送信ライン上の 1 つ以上のデータ・アイ

テムを送信した場合、送信 FIFO バッファは、DMA バースト転送の終了時にフルには

なりません。 †

受信 FIFOバッファ・オーバーフロー
SPI シリアル転送中、受信 FIFO バッファ内のエントリ数が DMA 受信データ・レベ

ル・レジスタつまり DMATDLR + 1 以上になるときはいつでも受信 FIFO バッファ・リク

エストが行われます。これは、ウォーターマーク・レベルとして知られています。

DMA は、受信 FIFO バッファからデータのバーストをフェッチすることによって応答

します。 †

FIFO バッファが連続的にシリアル転送を受け入れられるように、十分な頻度で DMA
でデータをフェッチする必要があります。つまり、FIFO バッファがフィルを開始す

る場合は、別の DMA 転送が要求されます。そうしないと、FIFO バッファがデータで

いっぱいになってしまいます（オーバーフロー）。この状態を回避するために、

ウォーターマーク・レベルを正しく設定する必要があります。†

受信ウォーターマーク・レベルの選択
送信ウォーターマーク・レベルの選択と同様に、受信ウォーターマーク・レベルで

ある DMATDLR + 1 は、図 8 に示すようにオーバーフローの確率が 小限になるように

設定する必要があります。オーバーフローが発生する確率に対して、ブロックごと

に必要な DMA バースト・トランザクション数がトレードオフの関係になります。 †

受信 FIFOバッファ・アンダーフロー 
ウォーターマーク・レベルより大きいソース・トランザクションのバースト長を設

定すると、ソース・バースト・リクエストを処理するために十分なデータがないた

め、アンダーフローを引き起こす可能性があります。そのため、アンダーフローを

避けるために次式に従う必要があります。 †

DMA バースト長 = DMATDLR + 1

受信 FIFO バッファ内のデータ・アイテムの数がバースト・リクエストが行われた時

のソース・バースト長に等しい場合には、バースト・トランザクションの完了時に、

受信 FIFO バッファが空になる可能性はありますがアンダーフローにはなりません。

適な動作のために、DMA バースト長は、DMATDLR + 1 のウォーターマーク・レベル

に設定する必要があります。 †

この方程式に従うことで、バス使用率を向上させることができ、ブロック転送の

DMA バースト数を減らすことができます。 †
2012 年 11 月 Altera Corporation Cyclone 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



19–32 第 19 章 : SPI コントローラ
SPI コントローラのアドレス・マップおよびレジスタの定義
1 SPI コントローラがバースト中にシリアル受信ライン上で 1 つ以上のデータ・アイテ

ムを正常に受信した場合、受信 FIFO バッファは、ソース・バースト・トランザク

ションの終了時に空にはなりません。 †

図 19–16 に、 受信 FIFO バッファを示します。 

SPI 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・マップとレジスタ定義は、このハンドブックのボリュームに付属の 

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。

モジュールの説明とベース・アドレスを表示するには、以下のモジュールのインス

タンスのいずれかをスクロールして、リンクをクリックします。

■ spis0

■ spis1

■ spim0

■ spim1

次に、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して、

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、サイクロン 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 19–2 に、このドキュメントの改訂履歴を示します。

図19‒16. 受信 FIFO バッファ
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DMA
Controller

Transmit FIFO
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Data In

Data Out
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Receive
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表19‒2. 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 プログラミング・モデル、アドレス・マップおよびレジスタの定義、クロック、
およびリセットの項を追加。

2012 年 1 月 1.0 初版。
Cyclone 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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