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1. 概要

新しい Nios II Classic プロセッサー機能の開発は、Quartus Prime 14.0 のリリースをもって終了し
ました。新しい Nios II プロセッサーの機能は Nios II Gen 2 プロセッサー・コアのみを実装していま
す。Classic プロセッサーは継続してサポートされますが、今後の設計において Gen2 コアを使用する
ことをお勧めいたします。

このハンドブックは、Nios® II Gen2 プロセッサーについて、高度な概念の説明から実装の低レベルの
詳細までを説明しています。このハンドブックの章では、Nios II プロセッサーのアーキテクチャー、プロ
グラミング・モデル、および命令セットについて説明します。Nios II Gen2 プロセッサーは、Quartus
Prime 14.1 リリース以降でのみ使用できます。

このハンドブックは、組み込みプロセッサーの概念に精通していることを前提としています。特定のアル
テラ・テクノロジーやアルテラの開発ツールの知識に精通している必要はありません。このハンドブック
では、プロセッサー・システムのハードウェア実装の詳細について説明します。Nios II プロセッサーは、
アルテラ® FPGA デバイス用に設計されているため、このハンドブックでは FPGA 実装の概念につい
て説明しています。FPGA テクノロジーに精通しているので、Nios II プロセッサーの設計および実装に
関連するエンジニアリングのトレードオフを深く理解することができます。

この章では、アルテラの Nios II エンベデッド・プロセッサー・ファミリーについて紹介し、Nios II プロ
セッサーと従来のエンベデッド・プロセッサーとの類似点と相違点について説明します。

関連情報
Literature: Nios II プロセッサー

このハンドブックは、Nios II エンベデッド・プロセッサー・ファミリーの主要な参考資料であり、Nios
II プロセッサーをカバーする膨大な資料の一部であり、アルテラ・ウェブサイトの「Nios II プロセッ
サー・ページ」にあります。

1.1. Nios II プロセッサー・システムの基礎知識

Nios II プロセッサーは、以下の特長を備えた汎用 RISC プロセッサー・コアです。

• 完全な 32 ビット命令セット、データパス、およびアドレス空間

• 32 個の汎用レジスター

• シャドー・レジスター・セットのオプション

• 32 個の割り込みソース

• 更なる割り込みソースの外部割り込みコントローラー・インターフェイス

• 32 ビットの演算結果を生成する単一命令の 32 × 32 乗算および除算

• 乗算の 64 ビットおよび 128 ビット積を計算するための専用命令

• 単精度浮動小数点演算のためのオプションの浮動小数点命令

• 単一命令バレルシフター
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• 各種オンチップ・ペリフェラルへのアクセス、オフチップメモリーおよびペリフェラルへのインターフ
ェイス

• Nios II ソフトウェア開発ツールの制御のもとで、プロセッサーの起動、停止、ステップ、およびトレ
ースを可能にするハードウェア支援デバッグモジュール

• MMU を必要とするオペレーティング・システムをサポートするオプションのメモリー管理ユニット
(MMU)

• オプションのメモリー保護ユニット (MPU)

• GNU C/C++ ツールチェーンおよび Eclipse 用の Nios II ソフトウェア・ビルド・ツール (SBT)
に基づくソフトウェア開発環境

• アルテラの SignalTap® II エンベデッド・ロジック・アナライザーとの統合による、FPGA デザイン
の他の信号と併せた命令およびデータのリアルタイム解析の有効化

• すべての Nios II プロセッサー・システム間で互換性のある命令セット・アーキテクチャー (ISA)

• 大 250 DMIPS の性能

• すべての Nios II プロセッサーの内部 RAM ブロックをサポートするエラー訂正コード (ECC)

Nios II プロセッサー・システムは、プロセッサーと 1 つのチップ上にペリフェラルとメモリーの組み合
わせを含んだ、マイクロコントローラーまたは「チップ上のコンピューター」と同等です。Nios II プロセ
ッサー・システムは、Nios II プロセッサー・コア、オンチップ・ペリフェラルのセット、オンチップ・メモリ
ー、およびオフチップ・メモリーへのインターフェイスから構成されており、すべて 1 つのアルテラのデバ
イスに実装されています。マイクロコントローラー・ファミリーと同様に、すべての Nios II プロセッサ
ー・システムは一貫した命令セットとプログラミング・モデルを使用します。

1.2. Nios II プロセッサーの使用にあたって

効果的に設計を開始する も簡単な方法は、既製の開発ボードと、Nios II ソフトウェアを書き込むた
めに必要なすべてのソフトウェア開発ツールを含んだ Nios II エンベデッド・デザイン・スーツ (EDS)
を含むアルテラ開発キットを使用することです。

Nios II EDS には、次の 2 つの密接に関連するソフトウェア開発ツールフローが含まれています。

• Nios II SBT

• Eclipse 用 Nios II SBT

両方のツールフローは、GNU C/C ++ コンパイラーに基づいています。Eclipse 用 Nios II SBT ™
は、ソフトウェア開発で使い慣れ、かつ確立された環境を提供します。Eclipse 用 Nios II SBT を使用
すると、Nios II ソフトウェア・アプリケーションの開発とシミュレーションをすぐに開始することができ
ます。

また、Nios II SBT はコマンドライン・インターフェイスも提供します。

アルテラの開発キットに付属の Nios II ハードウェア・リファレンス・デザインを使用すると、カスタム・ハ
ードウェア・プラットフォームを構築する前にボード上で動作するアプリケーションをプロトタイプ作成
できます。

1. 概要
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図 -1: Nios II プロセッサー・システムの例
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アルテラ提供のリファレンス・デザインを使用して、プロトタイプ・システムがデザイン要件を十分に満た
す場合は、そのリファレンス・デザインをコピーして、それを変更せずに 終ハードウェア・プラットフォー
ムでそのまま使用できます。そうでない場合でも、設計者はコストや性能の要求を満たすように、Nios II
プロセッサー・システムをカスタマイズできます。

関連情報
すべての開発キット

使用可能なアルテラ開発キットのリストは、アルテラ・ウェブサイト (www.altera.co.jp) のすべて
の開発キットのページを参照してください。

1.3. Nios II プロセッサー・デザインのカスタマイズ

実際には、ほとんどの FPGA 設計はプロセッサー・システムに加えて余分なロジックが実装されていま
す。アルテラ FPGA は、Nios II プロセッサー・システムの機能を追加し、パフォーマンスを向上させる
柔軟性を提供します。また、不要なプロセッサー機能とペリフェラルを削除して、デザインをより小型で低
コストのデバイスに適合させることも可能です。

1. 概要
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アルテラデバイスのピンおよびロジックリソースは変更可能なため、以下のような多数のカスタマイズ
を実行できます。

• ボードデザインがより簡単になるようにチップのピンを再配置できます。例えば、外部 SDRAM メ
モリー用のアドレスピンとデータピンをチップの任意の側面に移動させ、ボードトレースを短くする
ことができます。

• チップの余分なピンとロジックリソースをプロセッサーに関係のない機能に使用できます。余分な
リソースは、ボードデザイン用のグルーロジックとしてゲートやレジスターに利用するか、システム
全体を実装することも可能です。例えば、Nios II プロセッサー・システムは大規模なアルテラ
FPGA の 5％ しか消費しない場合、残りのチップリソースを利用して他の機能を実装することがで
きます。

• チップの余分なピンとロジックは、Nios II プロセッサー・システム用の追加ペリフェラルの実装に
使用できます。アルテラは、Nios II プロセッサー・システムに容易に接続可能な多数のペリフェラ
ル・ライブラリーを提供しています。

1.4. コンフィグレーション可能なソフト・プロセッサー・コアの概念

このセクションでは、他の個別のマイクロコントローラーとは異なる、または特殊な Nios II の概念を紹
介します。以下で述べる概念は、このハンドブックで説明する他の機能の基礎情報となります。

1.4.1. コンフィグレーション可能なソフト・プロセッサー・コア

Nios II プロセッサーは、固定された既製マイクロコントローラーとは異なり、コンフィグレーション可
能なソフトコア・プロセッサーです。性能目標または価格目標を満たすために、システム単位で機能を追
加または削除することができます。ソフトとは、シリコンに固定されておらず、どのアルテラ FPGA ファ
ミリーでもターゲットにできるプロセッサー・コアであることを意味します。

新しいデザインごとに新たな Nios II プロセッサー・コンフィグレーションを作成する必要はありませ
ん。アルテラは、ユーザーがそのまま使用できる既成の Nios II システムデザインを提供しています。こ
れらのデザインがシステム要求を満たす場合は、デザインをそれ以上構成する必要はありません。また、
終的なハードウェア・コンフィグレーションが確定する前に、Nios II 命令セット・シミュレーターを使

用して、Nios II アプリケーションの記述とデバッグを開始することができます。

1.4.2. 柔軟なペリフェラル・セットおよびアドレスマップ

Nios II プロセッサー・システムと固定マイクロコントローラーとの も顕著な違いの 1 つは、柔軟性
に優れたペリフェラル・セットです。Nios II プロセッサーはプログラマブル・ロジックに実装されている
ため、ターゲット・アプリケーションに必要なペリフェラル・セットを確実に備えた独自の Nios II プロセ
ッサー・システムを容易に構築できます。

アルテラは、アドレス位置に関係なく、一般的にメモリーやペリフェラルにアクセスできるソフトウェア
の構造を提供しています。したがって、アプリケーション開発者がペリフェラル・セットとアドレスマップ
の柔軟性を考慮する必要はありません。

ペリフェラルには、標準ペリフェラルとカスタム・ペリフェラルの 2 つのクラスがあります。

1.4.2.1. 標準ペリフェラル

アルテラは、タイマー、シリアル通信インターフェイス、汎用 I/O、SDRAM コントローラー、その他のメ
モリー・インターフェイスなど、マイクロコントローラーで広く使用されるペリフェラル・セットを提供して
います。

1. 概要
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関連情報
Embedded Peripherals IP User Guide

これらのコンポーネント、またはその他のコンポーネントについて詳しくは、Embedded
Peripherals IP User Guide を参照してください。

1.4.2.2. カスタム・コンポーネント

Nios II プロセッサー・システムでカスタム・コンポーネントを作成し、それらを統合することができます。
大部分の CPU サイクルがコードの特定のセクションの実行に消費される性能重視のシステムの場合、
一般的な方法はハードウェアで同じ機能を実行するカスタム・ペリフェラルを作成することです。

この方法は、性能面で二重の利点が得られます。

• ハードウェアでの実行がソフトウェアよりも高速である

• カスタム・ペリフェラルがデータを操作する間に、プロセッサーが並行して他の機能を実行できる

関連情報
Creating Qsys Components

Qsys でのカスタム・コンポーネントの生成について詳しくは、「Quartus Prime ハンドブック
Vol.1 」の「Qsys コンポーネントの生成」の章を参照してください。

1.4.2.3. カスタム命令

カスタム・ペリフェラルと同様に、カスタム命令を使用するとカスタムハードウェアでプロセッサーを拡張
してシステム性能を向上させることができます。カスタム命令ロジックを使用して性能重視の処理をハ
ードウェアに実装することにより、場合によっては 10 倍から 100 倍と大幅に性能を改善できます。

カスタムロジックは、Nios II プロセッサーの算術論理ユニット (ALU) に統合することができます。
Nios II 固有の命令と同様、カスタム命令ロジックは、 大 2 個のソースレジスターから値を取得し、結
果をデスティネーション・レジスターに書き込むことができます。

プロセッサーは再プログラム可能なアルテラ FPGA に実装されるため、ソフトウェア・エンジニアとハ
ードウェア・エンジニアが連携して作業を進め、繰り返しハードウェアの 適化を行い、実際のハードウェ
ア上でのソフトウェアの実行結果をテストできます。

ソフトウェアの観点では、カスタム命令はマシンで生成されたアセンブリー・マクロまたは C 関数のよ
うなものなので、プログラマーがカスタム命令を使用するのにアセンブリー言語を理解する必要はあり
ません。

1.4.3. 自動システム生成

アルテラの Qsys システム統合ツールは、プロセッサー機能をコンフィグレーションするプロセスとア
ルテラデバイスにプログラムするハードウェア・デザインを生成するプロセスを完全に自動化します。
Qsys グラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して、任意の数のペリフェラルとメモリ
ー・インターフェイスを持つ Nios II プロセッサー・システムをコンフィグレーションできます。回路図や
HDL のデザイン入力を実行せずに、プロセッサー・システム全体を作成できます。Qsys は HDL デザイ
ンファイルをインポートすることもできるため、カスタムロジックを Nios II プロセッサー・システムに簡
単に統合することが可能です。

システムの生成の後、デザインをボードにプログラムし、ソフトウェアをボードで実行しながらデバッグ
できます。ソフトウェア開発者には、デザインのプロセッサー・アーキテクチャーが設定されます。ソフト
ウェア開発者は、従来のコンフィグレーション不能なプロセッサーと同様に作業を進めることができま
す。

1. 概要
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1.5. OpenCore Plus 評価機能

Nios II プロセッサーはライセンスなしで評価することができます。アルテラの無償の OpenCore Plus
評価機能では、次の動作を実行することができます。

• システム内の Nios II プロセッサーの動作をシミュレーション

• デザインの機能の検証と同様にサイズやスピードの迅速かつ簡単な評価

• Nios II プロセッサーを含むデザインへの時間制限付デバイス・プログラミング・ファイルの生成

• ハードウェア上でのデバイスのプログラミングとデザインの検証

機能および性能が十分満足できて、Nios II プロセッサーを製品に組み込む場合にのみ、ライセンスを
購入していただく必要があります。

関連情報
AN 320: OpenCore Plus Evaluation of Megafunctions

OpenCore Plus について詳しくは、「AN 320: OpenCore Plus Evaluation of
Megafunctions」を参照してください。

1.6. 改訂履歴

表 1. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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2. プロセッサー・アーキテクチャー

この章では、Nios II アーキテクチャーのすべての機能ユニットおよび Nios II プロセッサー・ハードウ
ェア実装の基礎など、Nios II プロセッサーのハードウェア構造について説明します。

Nios II アーキテクチャーは、命令セット・アーキテクチャー (ISA) を記述します。ISA は命令を実装す
る機能ユニットのセットを必要とします。Nios II プロセッサー・コアとは、Nios II 命令セットを実装し、
本書で説明する機能ユニットをサポートするハードウェア・デザインです。このプロセッサー・コアには、ペ
リフェラルや外部との接続ロジックは含まれていません。Nios II アーキテクチャーの実装に必要な回
路のみ搭載されています。

Nios II アーキテクチャーは以下の機能ユニットを定義しています。

• レジスターファイル

• 演算ロジックユニット (ALU)

• カスタム命令ロジックへのインターフェイス

• 例外コントローラー

• 内部割り込みコントローラーおよび外部割り込みコントローラー

• 命令バス

• データバス

• メモリー管理ユニット (MMU)

• メモリー保護ユニット (MPU)

• 命令キャッシュメモリーおよびデータ・キャッシュ・メモリー

• 命令およびデータ用密結合メモリー・インターフェイス

• JTAG デバッグモジュール
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図 -2: Nios II プロセッサー・コアのブロック図
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2.1. プロセッサーの実装

Nios II アーキテクチャーの機能ユニットは Nios II 命令セットの基礎を形成します。ただし、いずれか
のユニットがハードウェアに実装されているという意味ではありません。Nios II アーキテクチャーは、
特定のハードウェア実装ではなく、命令セットを記述します。機能ユニットは、ハードウェアに実装する
か、ソフトウェアでエミュレートするか、あるいは完全に省略することができます。

Nios II 実装とは、特定の Nios II プロセッサー・コアで実現されるデザインの選択セットです。すべての
実装が、命令セット・リファレンスで定義される命令セットをサポートします。

各実装は、コア・サイズの小型化や高性能化など、特定の目的を達成します。これにより、Nios II アーキ
テクチャーは、多様なターゲット・アプリケーションの要求に適合します。

2. プロセッサー・アーキテクチャー
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実装の変数は、一般に 3 つのトレードオフ・パターン ( 機能の増強または削減、機能の追加または除
外、機能のハードウェア実装またはソフトウェア・エミュレーション ) のいずれかに当てはまります。

• 機能の増強または削減—例えば、性能を微調整するために、命令キャッシュメモリー容量を増減で
きます。キャッシュの容量が増えると大規模なプログラムの実行速度が向上し、キャッシュの容量が
減るとオンチップ・メモリー・リソースを節約できます。

• 機能の追加または除外—例えば、コストを削減するために、JTAG デバッグモジュールの省略が選
択できます。これにより、オンチップ・ロジックとメモリーリソースを節約できますが、ソフトウェア・
デバッガーを使用してアプリケーションをデバッグする機能もなくなります。

• ハードウェア実装またはソフトウェア・エミュレーション—例えば、複雑な演算を殆ど実行しない制
御アプリケーションでは、除算命令をソフトウェアでエミュレートするように選択できます。除算用
のハードウェアをなくすとオンチップ・リソースを節約できますが、除算演算の実行時間が増大しま
す。

Nios II コアがサポートする機能について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブッ
ク」の「Nios II コア実装の詳細」の章を参照してください。

ユーザー選択可能な Nios II プロセッサーのパラメーターについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・
リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

関連情報
• Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化 (105 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

2.2. レジスターファイル

Nios II アーキテクチャーは、32 個の 32 ビット汎用整数レジスター、および 大 32 個の 32 ビット
のコントロール・レジスターから成るフラットなレジスターファイルをサポートしています。このアーキテ
クチャーでは、スーパーバイザー・モードとユーザーモードがサポートされており、システムコードによっ
て不正なアプリケーションからコントロール・レジスターを保護することができます。

Nios II プロセッサーには、オプションで 1 つ以上のシャドー・レジスター・セットがあります。シャドー・
レジスター・セットは、Nios II 汎用レジスターの完全なセットです。シャドー・レジスター・セットが実装さ
れる場合、statusレジスターの CRSフィールドはどのレジスターセットが現在使用中であるかを示し
ます。汎用レジスターへの命令アクセスは、アクティブなレジスターセットを使用します。

シャドー・レジスター・セットの一般的な使用方法は、コンテキスト切り替えを高速化することです。シャド
ー・レジスター・セットが実装されている場合、Nios II プロセッサーには、レジスターセット間でデータ
を移動するための 2 つの特殊な rdprs命令と wrprs命令があります。シャドー・レジスター・セット
は、通常、オペレーティング・システム・カーネルによって操作され、アプリケーション・コードに対して透過
的です。Nios II プロセッサーは、 大 63 個のシャドー・レジスター・セットを有することができます。

Nios II アーキテクチャーは後から浮動小数点レジスターを追加できます。

シャドー・レジスター・セットの実装および使用法について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレン
ス・ハンドブック」の「プログラミング・モデル」の章の「レジスター」と「例外処理」を参照してください。

アセンブリー言語の命令の詳細については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「命
令セット・リファレンス」の章を参照してください。

2. プロセッサー・アーキテクチャー
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関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

2.3. 算術論理ユニット

Nios II ALU は、汎用レジスターに格納されたデータに対して演算を実行します。ALU 演算では、1 つ
または 2 つの入力をレジスターから受け取り、演算結果をレジスターに格納します。ALU は、下の表に
示すデータ操作をサポートしています。その他の演算を実行する場合は、基本演算の組み合わせをソフ
トウェアで実行して結果を算出します。

表 2. Nios II ALU がサポートする演算

カテゴリー 説明

演算 符号付きおよび符号なしオペランドに対する加算、減算、乗算、および除算をサポート

関係 符号付きおよび符号なしオペランドに対する「等しい」、「等しくない」、「大なりまたは等しい」、「小なり」の関係演算 (==, !=
>=, <) をサポート

論理 AND、OR、NOR、および XOR 論理演算をサポート

シフトおよびローティ
ト

命令ごとにデータを 0 ビットから 31 ビット位置だけシフト / ローティトできるシフト演算とローティト演算をサポート。算術右
シフトおよび論理右 / 左シフトをサポート。左 / 右ローティトをサポート。

2.3.1. 未実装命令

一部の Nios II プロセッサー・コアには、完全な Nios II 命令セットをサポートするハードウェアが搭
載されていません。このようなコアでは、ハードウェア・サポートのない命令は未実装命令と認識されま
す。

プロセッサーは、未実装命令を発行すると必ず例外を生成し、例外ハンドラーがその演算をソフトウェア
でエミュレートするルーチンを呼び出します。プログラマーは未実装命令によるプロセッサーへの影響
を意識する必要はありません。

潜在的な未実装命令のリストは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミン
グ・モデル」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

2.3.2. カスタム命令

Nios II アーキテクチャーは、ユーザー定義のカスタム命令をサポートしています。Nios II ALU は、カ
スタム命令ロジックに直接接続されるため、設計者はネイティブ命令と全く同じようにアクセスし、使用
できるハードウェア演算にカスタム命令を実装できます。

追加情報は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタン
ス化」の章にある「Custom Instruction タブ」を参照してください。

関連情報
• Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化 (105 ページ)

• Nios II Custom Instruction User Guide
詳しくは、「Nios II Custom Instruction User Guide」を参照してください。

2. プロセッサー・アーキテクチャー
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2.3.3. 浮動小数点命令

Nios II アーキテクチャーは、2 つのコンポーネントを有する単精度浮動小数点命令をサポートします。

• 浮動小数点ハードウェア 2—このコンポーネントは IEEE 標準規格 754-2008 で規定される浮
動小数点命令をサポートしますが、単純化された非標準丸めモードを使用しています。浮動小数点
カスタム命令の基本セットには、単精度浮動小数点加算、減算、乗算、除算、平方根、整数から浮動
小数点への変換、浮動小数点から整数への変換、 小、 大、否定、絶対および比較が含まれます。

• 浮動小数点ハードウェア—このコンポーネントは IEEE 標準規格 754-1985 で規定される浮動
小数点命令をサポートします。浮動小数点カスタム命令の基本セットには、単精度浮動小数点加
算、減算および乗算が含まれます。浮動小数点の除算は基本命令セットの拡張として使用できます。

これらの浮動小数点の命令は命令として実装されます。下のハードウェアの準拠の表に、IEEE 標準規格
への準拠の詳細な説明を記載します。

表 3. IEEE 754-1985 および IEEE 754-2008 浮動小数点標準規格に準拠するハードウェア

機能 IEEE 754-1985 の浮動小数点ハードウェ
ア実装

IEEE 754-2008 の浮動小数点ハードウェア
2 実装

演算 加算 / 減算 実装 実装

乗算 実装 実装

除算 オプション 実装

平方根 未実装、この演算はソフトウェアで実装され
る

実装

整数から浮動小数点数 / 浮動小数
点数から整数

未実装、この演算はソフトウェアで実装され
る

実装

小 / 大 未実装、この演算はソフトウェアで実装され
る

実装

否定 / 絶対 未実装、この演算はソフトウェアで実装され
る

実装

比較点 未実装、この演算はソフトウェアで実装され
る

実装

精度 単精度 実装 実装

倍精度 未実装、倍精度演算はソフトウェアで実装さ
れる

未実装、倍精度演算はソフトウェアで実装され
る

例外条件 無効演算 結果は非数 (NaN) 結果は非数 (NaN)

ゼロでの除算 結果は ± 無限大 結果は ± 無限大

オーバーフロー 結果は ± 無限大 結果は ± 無限大

不正確 結果は正常数 結果は正常数

アンダーフロー 結果は ±0 結果は ±0

丸めモード Round-to-Nearest 実装 実装 (roundTiesToAway モード )

Round-toward-Zero 未実装 実装 (truncation モード )

Round-toward +∞ 未実装 未実装

Round-toward -∞ 未実装 未実装

NaN Quiet 実装 Signaling と Quiet NaN を入力オペランドと
して区別することはない。NaN を生成する結
果は、Signaling または Quiet NaN を生成

continued...   

2. プロセッサー・アーキテクチャー
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

19

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


機能 IEEE 754-1985 の浮動小数点ハードウェ
ア実装

IEEE 754-2008 の浮動小数点ハードウェア
2 実装

Signaling 未実装 する可能性がある。

非正規化 ( デノーマル ) 数 非正規化オペランドはゼロとして扱われる。
浮動小数点カスタム命令は非正規化数を生
成しない。

• 比較、 小、 大、否定、および絶対演算に
よる非正規数のサポート

• 非正規数は加算、減算、乗算、除算、平方
根、および浮動小数点演算では未サポー
ト。非正規化オペランドはゼロとして扱わ
れる。浮動小数点カスタム命令は非正規化
数を生成しない。(1)

• 非正規数は浮動小数点演算では作成され
ない

ソフトウェア例外 未実装。この表の随所で示すとおり、IEEE
754-1985 例外条件が検出され処理される

未実装。この表の随所で示すとおり、IEEE
754-2008 例外条件が検出され処理される

ステータスフラグ 未実装。この表の随所で示すとおり、IEEE
754-1985 例外条件が検出され処理される

未実装。この表の随所で示すとおり、IEEE
754-2008 例外条件が検出され処理される

注意: 浮動小数点ハードウェア 2 コンポーネントは、IEEE 754 定義の丸めモードではなく、Faithful
rounding もサポートしています。Faithful rounding は、結果を上位または下位の単精度数値に丸め
ます。したがって、結果は二分の一の正の値となり 2 つの間の選択は未定義です。Faithful rounding
の 大誤差は 後の桁の単位 (ulp) です。エラーが均等に分布していない可能性があります。

関連情報
Nios II Custom Instruction User Guide

ソフトウェアでの浮動小数点カスタム命令の使用法について詳しくは、「Nios II Custom
Instruction User Guide」を参照してください。

2.3.3.1. Floating Point Custom Instruction 2 コンポーネント

浮動小数点カスタム命令は、どの Nios II プロセッサー・デザインにも追加できます。浮動小数点除算
ハードウェアは、他の命令より多くのリソースを必要とします。Floating Point Hardware 2 コンポー
ネントは以下の単精度浮動小数点演算をサポートしています。

• 加算

• 減算

• 乗算

• 除算

• 平方根

• 比較

• 整数変換

• 小

• 大

• 否定

• 絶対

(1) このオペランドは IEEE 754-2008 に完全に準拠していない。
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その他の浮動小数点演算 ( 倍精度演算を含む ) は、ソフトウェア・エミュレーションで実装されていま
す。コンポーネントには、次のデバイスリソースを必要とします。

• 大 2,500 個の 4 入力 LE

• 9 x 9 ビット 乗算器

• 3x M9K メモリー

次の表は、a と b が単精度浮動小数点値とみなされています。

表 4. Floating Point Custom Instruction 2 演算の概要

演算(2) N(3) サイクル 結果 非正規化数 丸め GCC インターフェ
イス

fdivs 255 16 a ÷ b 0 にフラッシュ Nearest a / b

fsubs 254 5 a – b 0 にフラッシュ Faithful a – b

fadds 253 5 a + b 0 にフラッシュ Faithful a + b

fmuls 252 4 a x b 0 にフラッシュ Faithful a * b

fsqrts 251 8 a 0 にフラッシュ Faithful sqrtf()(4)

floatis 250 4 int_to_float(a) 適用外 適用外 キャスティング

fixsi 249 2 float_to_int(a) 0 にフラッシュ 切り捨て キャスティング

round 248 2 float_to_int(a) 0 にフラッシュ Nearest lroundf()(4)

Reserved 234 ~ 247 未定義 未定義

fmins 233 1 (a < b) ? a : b サポート可能 なし fminf()(4)

fmaxs 232 1 (a < b) ? b : a サポート可能 なし fmaxf()(4)

fcmplts 231 1 (a < b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a < b

fcmples 230 1 (a ≤ b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a <= b

fcmpgts 229 1 (a > b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a > b

fcmpges 228 1 (a ≥ b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a >= b

fcmpeqs 227 1 (a = b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a == b

fcmpnes 226 1 (a ≠ b) ? 1 : 0 サポート可能 なし a != b

fnegs 225 1 -a サポート可能 なし -a

fabss 224 1 |a| サポート可能 なし fabsf()

(2) これらの名前は、GCC がサポートしていない丸め以外の対応する GCC コマンドライン・オプションの名前と一致
します。

(3) 操作での 8 ビットの固定カスタム命令を指定します。

(4) Nios II GCC バージョン 4.7.3 は、 -mcustom-<operation> コマンドライン・オプションとこれらのオペレ
ーションのプラグマサポートがあっても、newlib 浮動小数点関数の呼び出しを同等のカスタム命令に確実に置
き換えることができません。 代わりに、カスタム命令は GCC の __builtin_custom_* 機能を使用して直
接呼び出す必要があります。Floating Point Custom Instruction 2 コンポーネントには、カスタム命令を直接
呼び出すために必要な #define マクロを提供する C ヘッダーファイルが含まれています。
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サイクル列は、命令を実行するのに必要なサイクル数を指定します。組み合わせカスタム命令は 1 サイ
クルかかります。マルチサイクルのカスタム命令には少なくとも 2 サイクルが必要です。Nios II プロセ
ッサーはカスタム命令からの結果を登録し、ソースオペランド・バイパス・マルチプレクサーの g 線遅延
のための別のサイクルを可能にするため、N サイクル・マルチサイクル・カスタム命令はカスタム命令内
に N - 2 レジスターステージを待機します。サイクル数には、命令が 2 サイクル以内に結果を使用する
場合、マルチサイクル・カスタム命令に続く命令が Nios II/f によってストールされる余分なサイクル
( 大 2 つ ) は含まれません。これらの余分なサイクルはマルチサイクル命令が遅延命令であるため
に発生します。

Qsys では、Floating Point Hardware 2 コンポーネントは Component Library タブの
Embedded Processors にあります。

Nios II ソフトウェア・ビルド・ツール (SBT) には、Floating Point Custom Instruction 2 コンポー
ネントのソフトウェア・サポートが含まれています。Floating Point Custom Instruction 2 コンポー
ネントがハードウェアに存在する場合、Nios II コンパイラーは浮動小数点演算のカスタム命令と
newlib 算術ライブラリーを使用するようにコードをコンパイルします。

2.3.3.2. Floating Point Custom Instruction コンポーネント

Floating Point Hardware コンポーネントは、加算、減算、乗算、および ( オプションで ) 除算をサポ
ートしています。Floating Point Hardware パラメーター・エディターは、ハードウェア設計上で動作す
るコードで浮動小数点除算を頻繁に使用しない場合に、浮動小数点除算ハードウェアを省略できます。
浮動小数点除算命令を省略すると、Nios II コンパイラーは浮動小数点除算をソフトウェアに実装しま
す。

Qsys では、Floating Point Hardware コンポーネントは Component Library タブの
Embedded Processors にあります。

Nios II 浮動小数点カスタム命令は Altera®浮動小数点メガファンクション (ALTFP_MULT,
ALTFP_ADD_SUB, and ALTFP_DIV) に基づいています。

Nios II ソフトウェア開発ツールは、プロセッサー・コアに存在する浮動小数点命令の利点から C コー
ドを認識します。ターゲットハードウェアに浮動小数点カスタム命令が存在する場合、Nios II コンパイ
ラーは浮動小数点演算のカスタム命令と newlib 算術ライブラリーを使用するようにコードをコンパイ
ルします。

関連情報
IP およびメガファンクション

アクセレーション・ファクターおよびデバイスリソース使用率を含んだ個別の浮動小数点メガファン
クションについて詳しくは、アルテラ・ウェブサイト (www.altera.co.jp) の IP およびメガファンク
ションのページより利用可能なメガファンクション・ユーザーガイドを参照してください。

2.4. リセットおよびデバッグ信号

下の表は、Nios II プロセッサー・コアがサポートするリセットおよびデバッグ信号を説明しています。
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表 5. Nios II プロセッサー・デバッグおよびリセット信号

信号名 タイプ 説明

reset リセット プロセッサー・コアが即座にリセットされるようにするグローバル・ハードウェア・リセット信号

cpu_resetrequest リセット Nios II システムの他のコンポーネントに影響を与えずにプロセッサーをリセットするオプションのローカル
リセット信号。プロセッサーはパイプライン内の任意の命令の実行を終了して、次にリセット状態に入ります。
このプロセスにはクロックサイクルが数回かかるため、プロセッサー・コアが cpu_resettaken信号をア
サートするまでは cpu_resetrequest信号をアサートし続ける必要があります。
プロセッサー・コアは、リセットが完了して、その後定期的に cpu_resetrequestがアサートし続けた場
合、1 サイクルの cpu_resettaken信号をアサートします。cpu_resetrequestがアサートされ続け
ている限りプロセッサーはリセット状態のままです。プロセッサーはリセット状態にある間、リセットアドレス
から周期的に読み出し、また、プロセッサーは読み出した結果を破棄してリセット状態を維持します。
プロセッサーが JTAG デバッグモジュールの制御下にある場合、つまり、プロセッサーが一時停止している場
合、プロセッサーは cpu_resetrequestに応答しません。JTAG デバッグモジュールが制御を放棄した
ときに信号がアサートされた場合、プロセッサーは各シングルステップ中に瞬時に実行を再開するときだけで
なく、cpu_resetrequestシグナルに応答します。

debugreq デバッグ デバッグ目的でプロセッサーを一時的に中断するオプションの信号。信号をアサートすると、プロセッサーは
ブレークポイントを発見すたときと同じ方法で一時停止し、ブレークアドレスにあるルーチンに実行を転送し、
debugack信号をアサートします。プロセッサーがすでに一時停止している場合に debugreq信号をアサ
ートすると、効果がありません。

reset_req リセット プロセッサーがリセットされる前にリセット・ハンドシェークを実行することでメモリー破損を防止するオプシ
ョンの信号。

Nios II プロセッサーへのリセット信号の追加に関する詳しい情報は、「Nios II プロセッサー・リファレ
ンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章の「Advanced Features タブ」を
参照してください。

Nios II プロセッサーへのデバッグ信号のブレークベクターおよび追加に関する詳しい情報は、「Nios
II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章にある
「JTAG Debug Module タブ」を参照してください。

関連情報
Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化 (105 ページ)

2.5. 例外コントローラーおよび割り込みコントローラー

Nios II プロセッサーには、ハードウェア割り込みを含む例外処理用のハードウェアが付属しています。
オプションの外部割り込みコントローラー (EIC) インターフェイスも含まれています。EIC インターフ
ェイスは、カスタム割り込みコントローラーを追加することにより、複雑なシステムに割り込み処理を高
速化します。

2.5.1. 例外コントローラー

Nios II アーキテクチャーでは、ベクター化されていないシンプルな例外コントローラーにより、すべて
の例外タイプを処理できます。ハードウェア割り込みを含め、どの例外が発生してもプロセッサーは 1 つ
の例外アドレスに実行を移します。このアドレスの例外ハンドラーは、例外の原因を特定して、適切な例
外ルーチンをディスパッチします。

例外アドレスは、Qsys の Nios II Processor パラメーター・エディターで指定します。

すべての例外は正確です。正確とは、プロセッサーがフォールトする命令に先行するすべての命令の実行
を完了し、フォールトする命令に続く命令の実行を開始していないことを意味します。正確な例外により、
例外ハンドラーが例外をクリアーすると、プロセッサーはプログラムの実行を再開できます。
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2.5.2. EIC インターフェイス

EIC はプログラムの割り込みレイテンシーを削減するための高性能のハードウェア割り込みを提供しま
す。EIC は通常、シャドー・レジスター・セットと組み合わせて使用され、また、Nios II の内部割り込みコ
ントローラーで提供される 32 個以上の割り込みが必要な場合にも使用されます。

Nios II プロセッサーは EIC インターフェイスを介して EIC に接続します。EIC が存在する場合、内部
割り込みコントローラーは実装されません。つまり、Qsys は割り込みを EIC に接続します。

EIC はアクティブ割り込みの中から選択し、割り込みハンドラーアドレスとレジスターセット選択情報と
ともに Nios II プロセッサーに 1 つの割り込みを提供します。割り込み選択のアルゴリズムは EIC の
実装に特有であり、一般的には割り込みの優先順位に基づいています。Nios II プロセッサーは、EIC の
特定の割り込み優先順位付けスキームに依存しません。　

外部割り込みごとに、EIC は割り込みレベルを示します。Nios II プロセッサーは割り込みレベルを使用
して、いつ割り込みを処理するかを決定します。

どの外部割り込みは NMI として設定できます。NMI は status.PIEビットでマスクされず、割り込
みレベルもありません。

EIC はソフトウェアで設定可能です。

注意: Nios II コアに EIC インターフェイスおよびシャドー・レジスター・セットが実装される場合、ソフトウェ
アは Nios II EDS のバージョン 9.0 以降で構築されている必要があります。それ以前のバージョン
は、シャドー・レジスター・セットと互換性のない eret命令が実装されています。

EIC の一般例について詳しくは、「Embedded Peripherals IP User Guide」の「Vectored
Interrupt Controller」の章を参照してください。

EIC 使用法について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・
モデル」の章の「例外処理」を参照してください。

関連情報
• Embedded Peripherals IP User Guide

EIC の一般的な例については、「Embedded Peripherals IP User Guide」の「Vectored
Interrupt Controller」の章を参照してください。

• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

2.5.3. 内部割り込みコントローラー

Nios II アーキテクチャーは 32 個の内部ハードウェア割り込みをサポートしています。プロセッサー・
コアは、irq0から irq31までの 32 レベルの割り込み要求 (IQR) 入力を備えており、各割り込みソ
ースに対して固有の入力を提供します。IRQ の優先順位はソフトウェアで決定されます。アーキテクチャ
ーはネスト割り込みをサポートします。
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このソフトウェアでは、各 IRQ 入力用の割り込みイネーブルビットを備えた ienableコントロール・
レジスターを介して、割り込みソースを個別にイネーブルおよびディスエーブルできます。また、status
コントロール・レジスターの PIE ビットを介して、割り込みをグローバルにイネーブルおよびディスエー
ブルできます。ハードウェア割り込みは、以下の 3 つの条件がすべて満たされた場合にのみ生成されま
す。

• statusレジスターの PIE ビットが 1 である

• 割り込み要求入力 irq<n> がアサートされている

• ienableレジスターの対応するビット n が 1 である

割り込みベクトルカスタム命令は、アルテラのベクトル割り込みコントローラー・コンポーネントで EIC
インターフェイスを使用する場合よりも非効率的なため、Qsys では非推奨です。アルテラは EIC イン
ターフェイスの使用を推奨しています。

2.6. メモリーおよび I/O の構成

この項では、Nios II のメモリーおよび I/O 構成のハードウェア実装の詳細を説明します。ここでは、す
べての Nios II プロセッサー・システムに該当する一般的な概念、およびシステムごとに異なる機能に
ついて解説します。

Nios II のメモリーおよび I/O 構成の柔軟性は、Nios II プロセッサー・システムと従来型のマイクロコ
ントローラーの違いを も顕著に示すものです。Nios II プロセッサー・システムはコンフィグレーショ
ン可能なため、メモリーとペリフェラルはシステムごとに異なります。その結果、メモリーと I/O 構成も
システムごとに異なります。

Nios II コアは、以下の 1 つまたは複数を使用してメモリーおよび I/O アクセスを提供します。

• 命令マスター・ポート—システム・インタコネクト・ファブリックを介してインストラクション・メモリ
ーに接続される Avalon®メモリーマップド (Avalon-MM) マスターポート

• 命令キャッシュ—Nios II コアに内蔵されている高速キャッシュメモリー

• データ・マスター・ポート—システム・インタコネクト・ファブリックを介してデータメモリーとペリフェ
ラルに接続される Avalon-MM マスターポート

• データキャッシュ—Nios II コアに内蔵されている高速キャッシュメモリー

• 密結合命令またはデータメモリー・ポート—Nios II コアの外部にある高速オンチップ・メモリーへ
のインターフェイス

Nios II アーキテクチャーでは、プログラマーのハードウェアの詳細を処理するため、プログラマーはハ
ードウェア実装を意識することなく、Nios II アプリケーションを開発できます。

プログラミングへの影響について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プロ
グラミング・モデル」の章を参照してください。
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図 -3: Nios II のメモリーおよび I/O 構成
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関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

2.6.1. 命令バスおよびデータバス

Nios II アーキテクチャーは、独立した命令バスとデータバスをサポートしているため、Harvard アーキ
テクチャーに分類されます。命令バスとデータバスはともに、Avalon-MM インターフェイス仕様に準拠
する Avalon-MM マスターポートとして実装されます。データ・マスター・ポートは、メモリー・コンポーネ
ントとペリフェラル・コンポーネントの両方に接続されますが、命令マスターポートはメモリー・コンポー
ネントにのみ接続されます。

注意: Nios II の命令およびデータマスターは、結合されたアドレスマップがあります。メモリーモデルは、命
令とデータが同じアドレス空間に入るように配置されています。

関連情報
Avalon Interface Specifications

Avalon-MM インターフェイスの詳細は、「Avalon Memory Mapped Interface Specification」
を参照してください。
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2.6.1.1. メモリーアクセスおよびペリフェラルアクセス

Nios II アーキテクチャーは、メモリーマップト I/O アクセスを提供しています。データメモリーとペリ
フェラルはともに、データ・マスター・ポートのアドレス空間にマップされます。Nios II アーキテクチャー
は、リトル・エンディアンののバイト順序です。ワードおよびハーフワードは、上位アドレスを上位バイトと
してメモリーに格納されます。

Nios II アーキテクチャーは、メモリーとペリフェラルの使用に関して何も規定していないため、メモリ
ーとペリフェラルの数量、タイプ、および接続はシステムに依存します。通常、Nios II プロセッサー・シス
テムは、高速オンチップ・メモリーと低速オフチップ・メモリーを組み合わせて搭載しています。ペリフェラ
ルは一般にオンチップにも搭載されていますが、オフチップ・ペリフェラルへのインターフェイスも存在し
ます。

2.6.1.2. 命令マスターポート

Nios II 命令バスは、32 ビット Avalon-MM マスターポートとして実装されます。命令マスターポート
は、1 つの機能、つまりプロセッサーにより実行されるフェッチ命令を実行します。命令マスターポート
は、書き込み動作は実行しません。

命令マスターポートはパイプライン化された Avalon-MM マスターポートです。パイプライン化された
Avalon-MM 転送のサポートにより、パイプライン・レイテンシーを伴う同期メモリーの影響が 小にな
り、システムの全体的な fMAX が上昇します。命令マスターポートは、前の要求からデータが返される前
に連続リード要求を発行することができます。Nios II プロセッサーは、シーケンシャル命令をプリフェ
ッチして分岐予測を実行し、命令パイプラインを可能な限りアクティブに保持します。.

命令マスターポートは、常に 32 ビットのデータを取得します。命令マスターポートは、システム・インタ
ーコネクト・ファブリックに含まれるダイナミック・バス・サイジング・ロジックに依存します。ダイナミック・
バス・サイジングによって、ターゲットメモリーの幅に関係なく、すべての命令フェッチがフル命令ワード
を返します。結果的に、プログラムは Nios II プロセッサー・システムにおけるメモリー幅を意識する必
要はありません。

Nios II アーキテクチャーは、低速メモリーにアクセスするときの平均命令フェッチ性能を改善するため
に、オンチップ・キャッシュ・メモリーをサポートしています。詳細は、この章の「キャッシュメモリー」の項
を参照してください。

Nios II アーキテクチャーは、オンチップ・メモリーへの確実な低レイテンシー・アクセスを提供する密結
合メモリーをサポートします。詳細は、この章の「密結合メモリー」を参照してください。

関連情報
• キャッシュメモリー (28 ページ)

• 密結合メモリー (30 ページ)

2.6.1.3. 命令マスターポート

Nios II データバスは、32 ビット Avalon-MM マスターポートとして実装されます。データマスターは
2 つの機能を実行します。

• プロセッサーがロード命令を実行するときに、メモリーまたはペリフェラルからデータを読み込む

• プロセッサーがストアー命令を実行するときに、メモリーまたはペリフェラルからデータを書き込む

マスターポート上のバイトイネーブル信号は、ストア操作中に書き込む 4 つのバイトレーンのいずれか
を指定します。データ・マスター・ポートがゼロ・ウェイト・ステート・メモリーに接続されているときは、ロー
ドおよびストア操作は 1 クロックサイクルで完了できます。
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注意: Nios II Gen2 は、データキャッシュ用の固定 32 バイト・ラインサイズのみをサポートしています。

Nios II アーキテクチャーは、低速メモリーにアクセスするときの平均データ転送性能を改善するため
に、オンチップ・キャッシュ・メモリーをサポートしています。詳細はこの章の「キャッシュメモリー」の項を
参照してください。

Nios II アーキテクチャーは、オンチップメモリーへの確実な低レイテンシー・アクセスを提供する密結
合メモリーをサポートします。詳細は、この章の「密結合メモリー」の項を参照してください。

関連情報
• キャッシュメモリー (28 ページ)

• 密結合メモリー (30 ページ)

2.6.1.4. 命令およびデータ用の共有メモリー

通常、命令マスターポートとデータ・マスター・ポートは、命令とデータの両方を格納する 1 つのメモリー
を共有します。プロセッサー・コアは独立した命令バスとデータバスを搭載していますが、Nios II プロセ
ッサー・システム全体としては、外部に対して 1 つの共有命令 / データバスを提供することができます。
Nios II プロセッサー・システムの外形は、システム内のメモリーとペリフェラル、およびシステム・インタ
ーコネクト・ファブリックの構造によって異なります。

データ・マスター・ポートおよび命令マスターポートによって、一方のポートが他方のポートを枯渇させる
グリッドロック状態が発生することはありません。 高の性能を実現するには、命令マスターポートとデ
ータ・マスター・ポートの両方が共有するメモリー上で、データ・マスター・ポートに高いアビトレーション・
プライオリティーを割り当てる必要があります。

2.6.2. キャッシュメモリー

Nios II アーキテクチャーは、命令マスターポート ( 命令キャッシュ ) とデータ・マスター・ポート ( デー
タキャッシュ ) の両方でキャッシュメモリーをサポートしています。キャッシュメモリーは、Nios II プロ
セッサー・コアの主要部分として、オンチップに搭載されています。キャッシュメモリーを使用すると、プロ
グラムやデータ格納用の SDRAM などの低速オフチップ・メモリーを使用する Nios II プロセッサー・
システムの平均メモリーアクセス時間を改善できます。

命令キャッシュとデータキャッシュは、実行時には常にイネーブルされますが、ペリフェラル・アクセス時
にキャッシュされたデータが返されないように、ソフトウェアによってデータキャッシュをバイパスする手
段が用意されています。キャッシュ管理とキャッシュ・コヒーレンシーは、ソフトウェアで処理されます。
Nios II 命令セットにはキャッシュ管理用の命令があります。

2.6.2.1. コンフィグレーション可能なキャッシュ・メモリー・オプション

キャッシュメモリーはオプションです。高いメモリー性能 ( および、それに伴うキャッシュメモリー ) の
必要性は、アプリケーションによって決まります。多くのアプリケーションでは、可能な限り小さなプロセ
ッサー・コアを必要とし、性能を犠牲にしてサイズを優先させる場合があります。

Nios II プロセッサー・コアには、キャッシュメモリーの一方または両方を搭載するか、あるいはどちらも
搭載しないことが可能です。さらに、データキャッシュと命令キャッシュの両方またはいずれか一方を備
えたコアの場合、キャッシュメモリーのサイズはユーザーが設定 / 構成可能です。キャッシュメモリーを
搭載してもプログラムの機能には影響はありませんが、プロセッサーが命令をフェッチする速度とデー
タを読み出し / 書き込みする速度は影響を受けます。
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2.6.2.2. キャッシュメモリーの効果的な使用法

性能を改善するためのキャッシュメモリーの効果は、以下の前提に基づきます。

• 通常のメモリーがオフチップで配置され、オンチップ・メモリーと比較してアクセス時間が長い

• 性能が重視される 大命令ループが命令キャッシュよりも小さい

• 性能が重視されるデータの 大ブロックがデータキャッシュよりも小さい

対象となるアプリケーションにおける効果は設計者が判断できますが、 適なキャッシュ構成はアプリ
ケーションによって異なります。例えば、Nios II プロセッサー・システムに、高速オンチップ・メモリーし
かない ( つまり、低速オフチップ・メモリーにはアクセスしない ) 場合、命令キャッシュまたはデータキ
ャッシュによる性能向上は期待できません。別の例では、プログラムの重要なループが 2 KB でも、命令
キャッシュのサイズが 1 KB であれば、命令キャッシュによって実行速度が向上することはありません。
実際には、性能は低下すると考えられます。

性能上の理由から、特定のデータまたはコードセクションがキャッシュメモリーに存在することをアプリ
ケーションが要求する場合、密結合メモリー機能によってより適切なソリューションが提供されることが
あります。詳しくは「密結合メモリー」の項を参照してください。

2.6.2.3. キャッシュバイパス方法

Nios II アーキテクチャーはデータキャッシュのバイパスに、以下の方法を提供します。

• I/O ロードおよびストア命令

• ビット 31 キャッシュバイパス

• ペリフェラル領域

注意: デフォルトでは、ビット 31 キャッシュバイパスがオンになっています。

2.6.2.3.1. I/O ロードおよびストアー命令手法

ldioや stioなどのロードおよびストアー I/O 命令は、データキャッシュをバイパスして、Avalon-
MM データを指定アドレスに強制的に転送します。

2.6.2.3.2. ビット 31 のキャッシュバイパス手法

データマスター・ポートのビット 31 のキャッシュバイパス手法では、プロセッサーがキャッシュとの間で
データ転送を行うかキャッシュをバイパスするかを示すタグとしてアドレスのビット 31 を使用します。こ
れは特定のアドレスをキャッシュし、その他をバイパスする必要があるソフトウェアにとって便利です。ソ
フトウェアは、アドレス指定されたデータをキャッシュするかどうかに関する追加情報を指定しなくても、
ファンクション間でアドレスをパラメーターとして渡すことができます。

コアが実装するキャッシュバイパス手法を決定するには、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブ
ック」の「Nios II コアの実装の詳細」の章を参照してください。

関連情報
Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

2.6.2.3.3. ペリフェラル領域

Gen2 コアは、オプションでキャッシャビリティーを示す新しいペリフェラル領域のメカニズムをサポー
トします。ペリフェラル領域のキャッシャビリティー・メカニズムにより、Qsys 生成時にユーザーがキャッ
シュ不能として扱われるアドレス空間の領域を指定することができます。ペリフェラル領域は、 小

2. プロセッサー・アーキテクチャー
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

29

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


4096 バイトから 大 2 GB までの 2 のべき乗バイトの任意の整数であり、ペリフェラル領域のサイズ
に揃えられたベースアドレスに配置する必要があります。ペリフェラル領域は MMU が存在しない限り
使用可能です。

2.6.3. 密結合メモリー

密結合メモリーは、性能重視のアプリケーションに保証された低レイテンシー・メモリー・アクセスを提
供します。キャッシュメモリーと比較して、密結合メモリーには以下の利点があります。

• キャッシュメモリーに類似した性能

• ソフトウェアにより、密結合メモリー内での性能重視のコードまたはデータの存在の保証が可能

• ローディング、無効化、またはメモリーのフラッシュなどのリアルタイムでのキャッシュによるオーバ
ーヘッドがない

物理的には、密結合メモリーポートは Nios II プロセッサー・コア上の独立したマスターポートで、命令
またはデータ・マスター・ポートに類似しています。Nios II コアは、ゼロ、1 つ、または複数の密結合メモ
リーを持つことができます。Nios II アーキテクチャーは、命令アクセスとデータアクセスの両方に対して
密結合メモリーをサポートします。各密結合メモリーポートは、保証された固定低レイテンシーにより 1
つのメモリーにのみ直接接続されます。メモリーは Nios II コアの外部にあり、通常はチップ上に存在
します。

2.6.3.1. 密結合メモリーへのアクセス

システム・インターコネクト・ファブリックを介して接続された他のメモリーデバイスと同様に、密結合メ
モリーは通常のアドレス空間を占有します。密結合メモリー ( 存在する場合 ) のアドレス範囲は、シス
テム生成時に決定されます。

ソフトウェアは通常のロードおよびストアー命令を使用して、密結合メモリーにアクセスします。ソフト
ウェアの観点からは、密結合メモリーへのアクセスと他のメモリーへのアクセスの違いはありません。

2.6.3.2. 密結合メモリーの効果的な使用

システムは密結合メモリーを使用して、コードまたはデータの特定セクションへのアクセスに対して 大
性能を達成できます。例えば、割り込みを多用するアプリケーションは、例外ハンドラーコードを密結合
メモリーに配置して、割り込みレイテンシーを 小化することがきます。同様に、計算量の多いデジタル
信号処理 (DSP) アプリケーションは、データバッファーを密結合メモリー内に配置して、可能な限り高
速なデータアクセスを達成できます。

アプリケーションのメモリー要件がチップ内に完全に収まるほど小さい場合は、密結合メモリーをコー
ドおよびデータ専用に使用できます。より大規模なアプリケーションでは、密結合メモリー内に何を配置
するかを選択して、コストと性能のトレードオフを 大化する必要があります。

関連情報
Using Tightly Coupled Memory with the Nios II Processor Tutorial

密結合メモリーについて詳しくは、「Nios II Processor tutorial」 の 「Using Tightly Coupled
Memory」を参照してください。

2.6.4. アドレスマップ

Nios II プロセッサー・システムにおけるメモリーおよびペリフェラルのためのアドレスマップは、デザイ
ンごとに異なります。
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プロセッサーの一部である言及すべきアドレスは次の 3 つのアドレスです。

• リセットアドレス

• 例外アドレス

• ブレーク・ハンドラー・アドレス

プログラマーはマクロとドライバーを使用して、メモリーおよびペリフェラルにアクセスします。したがっ
て、アプリケーション開発者がアドレスマップの柔軟性を考慮する必要はありません。

2.6.5. メモリー管理ユニット

オプションの Nios II MMU は次の機能を備えています。

• 仮想アドレス から物理アドレスへのマッピング

• メモリー保護

• 32 ビットの仮想および物理アドレス。4 GB の物理メモリーへの 4 GB の仮想アドレス空間のマ
ッピングが可能

• 4 KB のページおよびフレームサイズ

• 直接アクセスに使用可能なわずか 512 MB の物理アドレス空間

• ハードウェア変換索引バッファー (TLB) によるアドレス変換の高速化

— 命令アクセスおよびデータアクセス用の独立した TLB

— 読み出し、書き込み、および実行の許可をページ単位で制御

— デフォルトのキャッシュ動作をページ単位で制御

— ソフトウェア・ページ・テーブル用の n 方向セット連想キャッシュとして動作する TLB

— Nios II Processor パラメーター・エディターで設定可能な TLB サイズと関連性

• システム・ソフトウェアで決定されるページテーブル ( または同等なデータ構造 ) のフォーマット

• システム・ソフトウェアで決定される TLB エントリーの置換方式

• システム・ソフトウェアで決定される TLB エントリーの書き込みポリシー

MMU 実装ついて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モ
デル」の章を参照してください。

Nios II ハードウェア・システムで Nios II プロセッサーをインスタンス化する際は、オプションで
MMU を含めることができます。MMU は存在するときは常にイネーブルされ、データキャッシュおよび
命令キャッシュは VIPT ( 仮想インデックス物理タグ ) 方式のキャッシュです。いくつかのパラメーター
を使用でき、システムニーズに合わせて MMU を 適化することができます。

ユーザー選択可能な Nios II MMU のパラメーターについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレ
ンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

注意: Nios II MMU はオプションで、Nios II MPU と相互に排他的です。Nios II システムは、MPU または
MMU のいずれかを含むことができますが、同一の Nios II プロセッサー・コアで MPU と MMU の両
方を含むことはできません。

関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化 (105 ページ)
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2.6.6. メモリー保護ユニット

オプションの Nios II MPU は、次の機能を備えています。

• メモリー保護

• 大 32 の命令領域と 32 のデータ領域

• 可変命令およびデータ領域サイズ

• サイズまたは上位アドレス制限により定義される領域メモリー量

• データ領域に対する読み出しおよび書き込みアクセス許可

• 命令領域に対するアクセス許可の実行

• オーバラップ領域

MPU 実装ついて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モデ
ル」の章を参照してください。

Nios II ハードウェア・システムで、Nios II プロセッサーをインスタンス化する場合は、オプションで
MPU を含めることができます。MPU が存在する際は常にイネーブルになります。いくつかのパラメータ
ーが使用可能で、システムニーズに合わせて MPU を 適化することができます。

ユーザー選択可能な Nios II MPU のパラメーターについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレ
ンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

注意: Nios II MPU はオプションで、Nios II MMU と相互排他的です。Nios II システムは、MPU または
MMU のいずれかを含むことができますが、同一の Nios II プロセッサー・コアで MPU と MMU の両
方を含むことはできません。

関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化 (105 ページ)

2.7. JTAG デバッグモジュール

Nios II アーキテクチャーでは、オンチップ・エミュレーション機能を可能にする JTAG デバッグモジュ
ールがサポートされているため、プロセッサーをホスト PC からリモートで制御できます。PC ベースの
ソフトウェア・デバッグ・ツールは JTAG デバッグモジュールと通信し、以下のような機能を実現します。

• メモリーへのプログラムのダウンロード

• 実行の開始および停止

• ブレークポイントおよびウォッチポイントの設定

• レジスターおよびメモリーの解析

• リアルタイム実行トレースデータの収集

注意: Nios II MMU は、JTAG デバッグモジュール・トレースをサポートしていません。

デバッグモジュールは、アルテラの FPGA の JTAG 回路に接続されます。これにより、外部デバッグプ
ローブから FPGA 上の標準 JTAG インターフェイスを介してプロセッサーにアクセスできます。プロセ
ッサー側では、デバッグモジュールがプロセッサー・コア内部の信号に接続されます。デバッグモジュー
ルには、プロセッサーに対してマスク不能な制御を行い、テスト中のアプリケーションにリンクされたソ
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フトウェア・スタブは不要です。スーパーバイザー・モードでプロセッサーが認識可能なすべてのシステム
リソースは、デバッグモジュールで使用できます。トレースデータ収集の場合、デバッグモジュールはオ
ンチップまたはデバッグプローブ内のメモリーにトレースデータを格納します。

デバッグモジュールは、ハードウェア・ブレーク信号をアサートするか、実行するプログラムメモリー内に
ブレーク命令を書き込むことによって、プロセッサーの制御を取得します。どちらの場合も、プロセッサー
はブレークアドレスに配置されるルーチンに実行を移します。ブレークアドレスは、Qsys の Nios II
Processor パラメーター・エディターで指定します。

Nios II プロセッサーなどのソフト・プロセッサー・コアは、従来型の固定プロセッサーにはない独自の
デバッグ機能を提供します。Nios II プロセッサーのソフトコア特性により、フル機能を備えたデバッグ
コアを使用して開発中のシステムをデバッグし、後でデバッグ機能を削除してロジックリソースを節約す
ることができます。製品のリリースバージョンでは、JTAG デバッグモジュール機能は縮小するか、完全
に取り除くことができます。

次の項では、Nios II JTAG デバッグモジュール・ハードウェアの機能について説明します。すべてのハー
ドウェア機能の使用は、Eclipse 用 Nios II ソフトウェア・ビルド・ツールのように、ターゲット・プロセッ
サーへの接続を管理し、デバッグプロセスを制御するホスト・ソフトウェアに依存します。

2.7.1. JTAG ターゲット接続

JTAG ターゲット接続は、アルテラ FPGA 上の標準 JTAG ピンを介して CPU への接続を行います。こ
の機能により、プロセッサーの実行開始および停止、レジスターおよびメモリーの確認と編集が可能で
す。JTAG ターゲット接続は、Nios II フラッシュ・プログラマーを使用する 低要件です。

注意: プロセッサーに 小クロック周波数の要件はありませんが、アルテラは、オンチップ計測 (OCI) コアが
適切に機能するように、デザインのシステムクロック周波数を少なくとも JTAG クロック周波数の 4 倍
以上にすることを推奨しています。

2.7.2. ダウンロードおよび実行ソフトウェア

ソフトウェアのダウンロードとは、JTAG 接続を介して、実行可能コードとデータをプロセッサーのメモ
リーにダウンロードすることです。ソフトウェアをメモリーにダウンロードすると、JTAG デバッグモジュ
ールはデバッグモードを終了して、実行可能コードの先頭に実行を移すことができます。

2.7.3. ソフトウェア・ブレークポイント

ソフトウェア・ブレークポイントでは、RAM に存在する命令に対してブレークポイントを設定できます。
ソフトウェア・ブレークポイント・メカニズムは、RAM に格納されている実行可能コードにブレーク命令
を書き込みます。プロセッサーがブレーク命令を実行すると、制御は JTAG デバッグモジュールに移さ
れます。

2.7.4. ハードウェア・ブレークポイント

ハードウェア・ブレークポイントでは、フラッシュメモリーなどの不揮発性メモリーに存在する命令に対
してブレークポイントを設定できます。ハードウェア・ブレークポイント・メカニズムは、プロセッサーの現
在の命令アドレスを継続的にモニターします。命令アドレスがハードウェア・ブレークポイント・アドレス
と一致すると、JTAG デバッグモジュールがプロセッサーを制御します。

ハードウェア・ブレークポイントは、JTAG デバッグモジュールのハードウェア・トリガー機能を使用して
実現されます。
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2.7.5. ハードウェア・トリガー

ハードウェア・トリガーは、リアルタイム・プログラム実行中の命令バスまたはデータバスの状態に基づい
て、デバッグ動作をアクティブにします。トリガーは単にプロセッサーの実行を停止するだけではありま
せん。例えば、リアルタイプ・プロセッサー実行中のトレースデータ収集をイネーブルすることにも使用で
きます。

ハードウェア・トリガー条件は、命令バスまたはデータバスのいずれかに基づきます。同一バス上のトリ
ガー条件は論理積をとることができるため、例えば JTAG デバッグモジュールをライトサイクルでのみ
特定のアドレスにトリガーさせることができます。

表 6. トリガー条件

条件 バス 説明

特定のアドレス データ、命令 バスが特定のアドレスにアクセスした際にトリガーします。

特定のデータ値 データ バス上に特定のデータ値が現れた際にトリガーします。

読み出しサイクル データ 読み出しバスサイクルでトリガーします。

書き込みサイクル データ 書き込みバスサイクルでトリガーします。

アーム条件 データ、命令 アーム付きトリガーイベント後にのみトリガーします。「アーム付きトリガー」の項を参照。

範囲 データ アドレス値、データ値、またはその両方の範囲でトリガートリガーします。「値の範囲でのトリガ
ー」の項を参照。

プロセッサーの実行中にトリガー条件が満たされると、JTAG デバッグモジュールは、実行の停止やトレ
ース・キャプチャーの開始などの動作をトリガーします。下の表は、Nios II JTAG デバッグモジュールで
サポートされるトリガー動作を示しています。

表 7. トリガー動作

動作 説明

ブレーク 実行を停止し、制御を JTAG デバッグモジュールに移します。

外部トリガー トリガー信号出力をアサートします。このトリガー出力は、例えば外部ロジック・アナライザーのトリガーに使用することがで
きます。

トレースオン トレース収集をオンにします。

トレースオフ トレース収集をオフにします。

トレースサンプル バスの 1 つのサンプルをトレースバッファーに格納します。

アーム アーム付きトリガーをイネーブルにします。

注意: トレースサンプル動作のトリガーアクションは、データバス上の状態によってのみトリガーします。

2.7.5.1. アーム付きトリガー

JTAG デバッグモジュールには、アーム付きトリガーと呼ばれる 2 つのレベルの機能があります。アー
ム付きトリガーにより、JTAG デバッグモジュールは、イベント A の発生時にのみイベント B でトリガー
できます。この例では、イベント A によって、イベント B のトリガーをイネーブルするトリガー動作が発
生します。
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2.7.5.2. 値の範囲でのトリガー

JTAG デバッグモジュールは、データバス上のデータまたはアドレス値の範囲でトリガーすることができ
ます。このメカニズムは、2 つのハードウェア・トリガーを併用し、指定範囲内において、ある値の範囲で
アクティブになるトリガー情報を作成します。

2.7.6. トレース・キャプチャー

トレース・キャプチャーは、プロセッサーがコードをリアルタイムで実行中にプロセッサーの 1 命令ごと
の実行を記録します。

• 実行トレース ( 命令バスサイクル ) をキャプチャーする

• データトレース ( データバス・サイクル ) をキャプチャーする

• 各データバス・サイクルで、アドレス、データ、またはその両方をキャプチャーする

• トリガーに基づいて、リアルタイムでのトレース・キャプチャーを開始および停止する

• ホスト制御のもとで手動でトレースを開始および停止する。

• トレースバッファーが満量になったときに、オプションでトレース・キャプチャーを停止して、プロセッ
サーを実行させたままにする

• JTAG デバッグモジュールのオンチップメモリー・バッファーにトレースデータを格納する ( このメ
モリーは、JTAG 接続でのみアクセス可能)

• トレースデータをオフチップ・デバッグ・プローブの大規模バッファーに格納する

一部のトレース機能には、サードパーティーのデバッグ・プロバイダーが提供する追加ライセンスまたは
デバッグツールが必要です。例えば、オンチップ・トレース・バッファーは、Nios II プロセッサーの標準機
能ですが、オフチップ・トレース・バッファーを使用するには、Imagination Technologies™、LCC また
は Lauterbach GmbH が提供する別のデバッグ・ソフトウェアとハードウェアが必要です。

関連情報
Lauterbach.com

詳細は、Lauterbach GmbH のウェブサイトを参照してください。

2.7.6.1. 実行 vs データトレース

JTAG デバッグモジュールは、命令バスのトレース ( 実行トレース )、データバスのトレース ( データト
レース )、あるいは同時に両方のトレースをサポートします。実行トレースでは、実行された命令のアドレ
スのみが記録されるため、ユーザーはメモリー内のどの場所 ( つまり、どの関数か ) でコードが実行さ
れたかを解析できます。データトレースでは、データバス上の各ロードおよびストアー動作に関連するデ
ータが記録されます。

JTAG デバッグモジュールは、リアルタイムでデータバス・トレースをフィルターして、以下のキャプチャ
ーを実行できます。

• ロードアドレスのみ

• ストアーアドレスのみ

• ロードアドレスとストアーアドレスの両方

• ロードデータのみ

• ロードアドレスとロードデータ

2. プロセッサー・アーキテクチャー
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• ストアーアドレスとストアーデータ

• ロードとストアー両方のアドレスとデータ

• トリガーイベント時のデータパスのシングルサンプル

2.7.6.2. トレースフレーム

フレームとは、トレースデータの収集用に割り当てられたメモリーの単位です。ただし、フレームはトレー
スの深さを示す絶対的な尺度ではありません。

リアルタイムで動作中のプロセッサーを追跡するために、実行トレースは、分岐、呼び出し、トラップ、割
り込みなど、選択したアドレスのみを保存するように 適化されています。これらのアドレスから、ホスト
側のデバッグ・ソフトウェアは、厳密な命令ごとの実行トレースを後で再構築することができます。さら
に、実行トレースデータは、1 つのフレームが複数の命令を表すような圧縮形式で保存されます。これら
の 適化によって、実行中におけるトレース収集の実際の開始点と停止点は、ユーザーが指定した開始
点および停止点とわずかに異なる場合があります。

データトレースでは、要求されたロードおよびストアの 100% がリアルタイムでトレースバッファーに
格納されます。トレースバッファーへの格納時には、データトレース・フレームの優先順位は実行トレース
フレームより低くなります。したがって、データフレームは常に古いものから順に格納されますが、実行と
レースとデータトレースが互いに正確に同期しているかどうかは保証されません。

2.8. 改訂履歴

表 8. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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3. ソフトウェア・プログラミング・モデル

この章では、Nios® II プログラミング・モデルと、アセンブリー言語レベルでのプロセッサー機能につい
て説明します。この章の内容を完全に理解するには、コンピューター・アーキテクチャー、オペレーティン
グ・システム、仮想メモリーとメモリー管理、ソフトウェア・プロセスとプロセス管理、例外処理、および命
令セットに関する知識が必要です。この章では、これらの概念の詳細を理解し、Nios II プロセッサーで
これらの概念が具体的にどのように実装されているかに焦点を当てて説明します。また、この章ではでき
る限り業界標準用語にて説明します。

注意: この章では、Nios II プロセッサーの柔軟性と機能範囲のために、さまざまなオペレーティング・システム
とランタイム環境をサポートする内容を説明します。説明内容を読むと、すべての項が現在の状況に適用
しない場合があります。例えば、 小限のシステムのランタイム環境を使用している場合は、動作モー
ド、MMU、MPU、または MMU と MPU で排他的に使用される制御レジスターを含む項に焦点を当てる
必要はありません。

関連情報
Nios II ソフトウェア開発ハンドブック

高位ソフトウェア開発ツールはこの資料では説明していません。開発ソフトウェアについて詳しく
は、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブック」を参照してください。

3.1. 動作モード

動作モードは、プロセッサー動作、システムメモリーの管理、ペリフェラルへのアクセスを制御します。
Nios II アーキテクチャー次の動作モードをサポートしています。

• スーパーバイザー・モード

• ユーザーモード

次の項では、モード、システム・ソフトウェアとアプリケーション・コードとの関係、Nios II MMU および
Nios II MPU との関係を定義します。

3.1.1. スーパーバイザー・モード

スーパーバイザー・モードでは、プロセッサーの無制限な動作が可能です。すべてのコードはすべてのプ
ロセッサー命令とリソースにアクセスできます。プロセッサーは、Nios II アーキテクチャーが提供する
任意の動作を実行できます。任意の命令が実行され任意の I/O 動作が開始されて、メモリーの任意の
領域にアクセスができます。

オペレーティング・システムおよびその他のシステム・ソフトウェアはスーパーバイザー・モードで実行さ
れます。MMU を搭載したシステムでは、アプリケーション・コードはユーザーモードで実行され、スーパ
ーバイザー・モードで動作するオペレーティング・システムは、メモリーとペリフェラルへのアプリケーショ
ンのアクセスを制御します。MPU を搭載したシステムでは、システム・ソフトウェアがアプリケーション・
コードの実行モードを制御します。MMU または MPU のない Nios II システムでは、すべてのアプリケ
ーションおよびシステムコードがスーパーバイザー・モードで実行されます。
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プロセッサーへの直接アクセスとプロセッサーの制御を必要とするコードは、スーパーバイザー・モード
で実行されます。例えば、プロセッサーの例外 ( プロセッサーのリセットまたはブレークを含む ) が発
生するたびに、プロセッサーはスーパーバイザー・モードに入ります。ソフトウェア・デバッグ・ツールは、
スーパーバイザー・モードを使用してブレークポイントやウォッチポイントなどの機能を実装します。

注意: MMU または MPU のないシステムの場合、スーパーバイザー・モードですべてのコードを実行します。

3.1.2. ユーザーモード

ユーザーモードは、ハードウェア設計の Nios II プロセッサーに MMU または MPU が含まれる場合に
のみ使用できます。ユーザーモードは、オペレーティング・システムのみをサポートするために存在しま
す。オペレーティング・システム ( プロセッサーのユーザーモードを使用する ) は、ユーザーモードでア
プリケーション・コードを実行します。プロセッサーのユーザーモード機能は、スーパーバイザー・モード
機能のサブセットです。命令セットのサブセットのみがユーザモードで使用できます。

オペレーティング・システムは、ユーザーモード・アプリケーションがアクセス可能なメモリーアドレスを
決定します。ユーザーアクセスを有効にせずにユーザーモード・アプリケーションがメモリー位置へアク
セスすることはできず、例外が発生します。ユーザーモードで実行するコードは、システムコールを使用し
て、I/O 動作の実行、メモリーの管理、およびスーパーバイザー・メモリーの他のシステム機能へのアクセ
スをオペレーティング・システムに要求します。

Nios II MMU は、32 ビットの仮想アドレス空間をユーザー・パーティションとスーパーバイザー・パー
ティションに静的に分割します。MMU メモリー・パーティションの詳細については、「アドレス空間および
メモリー・パーティション」の項を参照してください。MMU はページ単位でオペレーティング・システムの
アクセス許可を提供します。MMU ページの詳細については、「仮想アドレッシング」を参照してください。

Nios II MPU のスーパーバイザーとユーザメモリーの分割は、オペレーティング・システムまたはランタ
イム環境で決定します。MPU は、領域でユーザーアクセス許可を提供します。MPU 領域の詳細について
は、「メモリー領域」を参照してください。

関連情報
• アドレス空間およびメモリー・パーティション (40 ページ)

• メモリー領域 (44 ページ)

• 仮想アドレッシング (39 ページ)

3.2. メモリー管理ユニット

Nios II プロセッサーは、完全な機能のオペレーティング・システムをサポートするための MMU を提供
します。仮想メモリーを必要とするオペレーティング・システムは MMU に依存して仮想メモリーを管理
します。存在する場合、MMU は仮想アドレスの物理アドレスへの変換、メモリー保護、キャッシュ制御、
およびソフトウェア・プロセス・メモリー割り当てを含むメモリーアクセスを管理します。

3.2.1. 推奨される使用法

Nios II ハードウェア・システムへの Nios II MMU の組み込みはオプションです。MMU はそれを使用
するオペレーティング・システムでのみ有効です。

多くの Nios II システムでは、 小限のシステム・ソフトウェアまたは小フットプリント・オペレーティン
グ・システム ( アルテラ® ハードウェア抽象化ライブラリー (HAL) やサードパーティーのリアルタイム・
オペレーティング・システムなど) で十分です。このようなソフトウェアは、MMU ベースの Nios II プロ
セッサーを搭載したハードウェア・システムでは正しく機能しない可能性があります。Nios II システムの
オペレーティング・システムが MMU を必要としない限り、MMU を含めないでください。

3. ソフトウェア・プログラミング・モデル
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注意: アルテラ HAL と HAL ベースのリアルタイム・オペレーティング・システムは MMU をサポートしていま
せん。

システムにメモリー保護が必要で、仮想メモリー管理が必要ない場合は、「メモリー保護ユニット」の項
を参照してください。

関連情報
メモリー保護ユニット (43 ページ)

3.2.2. メモリー管理

メモリー管理には 2 つの機能があります。

• 仮想アドレッシング—仮想アドレス空間の物理メモリーへのマッピング

• メモリー保護—特定の条件下での特定のメモリーのみへのアクセス許可

3.2.2.1. 仮想アドレッシング

仮想アドレスは、ソフトウェアが使用するアドレスです。物理アドレスは、ハードウェアが Avalon®バス
のアドレスライン上に出力するアドレスです。Nios II MMU は、仮想メモリーを 4 KB のページと物理
メモリーを 4 KB のフレームに分割します。

MMU は、ハードウェア変換索引バッファー (TLB) によるアドレス変換の高速化を含んでいます。オペレ
ーティング・システムは、メモリー内にページテーブル ( または同等のデータ構造 ) を作成し、保持する
役割を担っています。ハードウェア TLB は、ページテーブルでソフトウェア管理キャッシュとして機能し
ます。MMU は、ハードウェア・テーブル・ウォークといった、ページテーブル上の動作を実行しません。した
がって、オペレーティング・システムは、任意の適切な方法でページテーブルを自由に実装できます。

20 ビットの仮想ページナンバー (VPN) と 12 ビットのページオフセットがあります。

表 9. MMU 仮想アドレスフィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

仮想ページナンバー

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

仮想ページナンバー ページオフセット

入力として、TLB は VPN とプロセス識別子を取ります ( 一意性を保証するため )。出力として、TLB は
対応する物理フレームナンバー (PFN) を提供します。

異なるプロセスは同じ仮想アドレス空間を使用できます。プロセス識別子は、仮想アドレスと連結され、
別々のプロセスで同一の仮想アドレスを区別します。Nios II MMU は VPN を PFN に変換して PFN
をページオフセットと連結させることで物理アドレスを決定します。ページオフセットのビットは変換さ
れません。

メモリー保護

Nios II MMU は、ページごとに読み出し、書き込み、および実行許可を維持します。TLB は、VPN の変
換時に許可情報を提供します。オペレーティング・システムは各プロセスが各特定のページのデータの読
み出し、書き込み、または実行命令が可能かどうかを制御できます。MMU は、デフォルトで各データペー
ジへのアクセスをキャッシュ可能またはキャッシュ不能にするかどうかも制御します。
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命令が TLB マッピングがないページ、または適切な許可がないページにアクセスしようとするたびに、
MMU は例外を生成します。Nios II プロセッサーの厳密な例外により、システム・ソフトウェアは TLB
を更新し、必要に応じて命令を再実行できます。

3.2.2.2. メモリー保護

Nios II MMU は、ページごとに読み出し、書き込み、および実行許可を維持します。TLB は、VPN の変
換時に許可情報を提供します。オペレーティング・システムは各プロセスが各特定のページのデータの読
み出し、書き込み、または実行命令が可能かどうかを制御できます。MMU は、デフォルトで各データペー
ジへのアクセスをキャッシュ可能またはキャッシュ不能にするかどうかも制御します。

命令が TLB マッピングがないページ、または適切な許可がないページにアクセスしようとするたびに、
MMU は例外を生成します。Nios II プロセッサーの厳密な例外により、システム・ソフトウェアは TLB
を更新し、必要に応じて命令を再実行できます。

3.2.3. アドレス空間およびメモリー・パーティション

MMU は 4 GB の仮想アドレス空間を提供し、 大 4 GB の物理メモリーにアドレッシングできます。

注意: 実際の物理的なメモリー量は、ハードウェア・システムのコンフィグレーションにより決定され、可能な
4 GB の物理アドレス空間より少ない可能性があります。

3.2.3.1. 仮想メモリーアドレス空間

4 GB は仮想メモリーアドレス空間はパーティション内で分割されます。上位 2 GB のメモリーはオペ
レーティング・システムに予約され、下位 2 GB はユーザープロセスに予約されます。

表 10. 仮想メモリー・パーティション

パーティション 仮想アドレス範囲 使用元 メモリーアクセス ユーザーモード・
アクセス

デフォルトのデータ・キ
ャッシャビリティー

I/O 0xE0000000–0xFFFFFFFF オペレーティング・シス
テム

TLB のバイパス 不可 無効

カーネル 0xC0000000–0xDFFFFFFF オペレーティング・シス
テム

TLB のバイパス 不可 イネーブル

カーネル MMU 0x80000000–0xBFFFFFFF オペレーティング・シス
テム

TLB を使用 不可 TLB で設定

ユーザー 0x00000000–0x7FFFFFFF ユーザープロセス TLB を使用 TLB で設定 TLB で設定

注意: 「仮想メモリー・パーティション」の表のユーザー・パーティションを除くすべてのパーティションは、スーパ
ーバイザー専用のパーティションです。

各パーティションには、TLB への特定のサイズ、目的、および関係があります。

• ペリフェラルへのアクセスを提供する 512 MB の I/O パーティション

• オペレーティング・システム・カーネルでの領域を提供する 512 MB のカーネル・パーティション

• TLB ミスハンドラーとカーネルプロセスにより使用される 1 GB カーネルの MMU パーティショ
ン

• アプリケーション・プロセスにより使用される 2 GB のユーザー・パーティション
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I/O とカーネル・パーティションは TLB をバイパスします。カーネル MMU とユーザー・パーティション
は TLB を使用します。すべてのソフトウェアがカーネル・パーティションで実行されると、MMU は実質
的に無効になります。

3.2.3.2. 物理メモリーアドレス空間

4 GB 物理メモリーは、低メモリーと高メモリーに分割されます。 も低い ½ GB の物理アドレススペ
ースは低メモリーです。上位 3½ GB の物理アドレス空間は高メモリーです。

図 -4: 物理メモリーの分割

0x1FFFFFFF
0x00000000 0.5 GByte Low Memory

3.5 GByte High Memory

0xFFFFFFFF

0x20000000
Accessed directly or via TLB

Accessed only via TLB

高物理メモリーは、TLB を介してのみアクセスできます。低メモリー (29 ビット以下 ) の物理アドレス
は、TLB を介して、または TLB をバイパスすることでアクセスできます。TLB をバイパスする場合、32
ビットの仮想アドレスの上位 3 ビットをクリアーすることで、29 ビットの物理アドレスが計算されます。

注意: 正常に機能するには、ハードウェアが仮想アドレスをカーネル・パーティションに正しくマップできるよう
に、すべての例外ベクターの基本物理アドレス ( リセット、一般例外、ブレーク、および高速 TLB ミス )
が低物理メモリーを指している必要があります。Qsys の Nios II Processor パラメーター・エディター
では、物理メモリーが不足しているアドレスを選択できません。

3.2.3.3. データ・キャッシャビリティー

各パーティションには、各メモリーアクセスのデフォルトのデータ・キャッシャビリティー・プロパティーを
決定する規則があります。アドレス空間のパーティションでデータ・キャッシャビリティーが有効な場合、
システムにデータキャッシュが存在するとそのパーティションへのデータアクセスをキャッシュすること
ができます。データ・キャッシャビリティーが無効になっている場合、そのパーティションへのすべてのアク
セスは Avalon スイッチ・ファブリックに直接送られます。MMU なしの Nios II コアであるため、ビット
31 はデータ・キャッシャビリティーの指定には使用されません。TLB をバイパスする仮想メモリー・パー
ティションには、上の表の「仮想メモリー・パーティション」での説明のように、デフォルトのデータ・キャッ
シャビリティー・プロパティーがあります。TLB を介してマップされるパーティションの場合、データ・キャ
ッシャビリティーは、ページ単位で TLB によって制御されます。

非 I/O ロード命令およびストアー命令は、デフォルトのデータ・キャッシャビリティー・プロパティーを使
用します。I/O ロード命令とストアー命令は常にキャッシュ不能なので、デフォルトのデータ・キャッシャ
ビリティー・プロパティーは無視されます。
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3.2.4. TLB 構成

TLB はオペレーティング・システムのページテーブルのキャッシュとして機能します。MMU がある Nios
II プロセッサーでは、1 つのメイン TLB が命令およびデータアクセスにより共有されます。TLB はオン
チップ RAM に格納され、命令フェッチとデータアクセスを実行する命令の変換を処理します。

TLB は、n ウェイ・セット・アソシアティブ方式のキャッシュとして編成されています。ソフトウェアは、新
しいエントリーをロードするときのウェイ ( セット ) を指定します。

注意: Qsys の Nios II Processor パラメーター・エディターで TLB エントリーの数と TLB のウェイ数 ( セ
ット・アソシアティビリティー ) を設定できます。デフォルトでは、TLB は 16 ウェイキャッシュです。エン
トリーのデフォルト数は、ターゲットデバイスによって次のように異なります。

• Cyclone III®、Stratix III®、Stratix IV—256 エントリー、 requiring 1 つの M9K RAM が必
要

詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロセッサーのインスタ
ンス化」の章を参照してください。

オペレーティング・システム・ソフトウェアは、複数の TLB エントリーが同じ仮想アドレスをマッピングし
ないことを保証する役割があります。複数のエントリーが同じ仮想アドレスをマップする場合、ハードウ
ェアの動作は未定義です。

各 TLB エントリーは、タグとデータ部分で構成されます。これは、命令キャッシュとデータキャッシュの
タグとデータ部分に類似しています。

命令キャッシュおよびデータキャッシュについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンド
ブック」の「Nios II コア実装の詳細」の章を参照してください。

TLB エントリーのタグ部分は、仮想アドレスを TLB エントリーに一致させる際に使用される情報を含
みます。

表 11. TLB タグ部分のコンテンツ

フィールド名 説明

VPN VPNは仮想ページナンバー・フィールドであり、仮想アドレスの上位 20 ビットと比較されます。

PID PIDはプロセス識別子フィールドであり、tlbmiscコントロール・レジスターに格納されている現在のプロセス ID
の値と比較され、事実上仮想アドレスが拡張されます。フィールドサイズは、Nios_II Processor パラメーター・エディ
ターで設定可能で、8 ~ 14 ビットになります。

G Gはグローバルフラグです。G = 1 のとき、PID は TLB ルックアップが無視されます。

TLB データ部分は、一致する仮想アドレスから物理アドレスへの変換方法を決定します。

表 12. TLB データ部分のコンテンツ

フィールド名 説明

PFN PFNは物理フレームナンバー・フィールドであり、物理アドレスの上位ビットを指定します。このフィールドのサイズは、シ
ステムに存在する物理アドレスの範囲に依存します。 大サイズは 20 ビットです。

C Cはキャッシュ可能フラグであり、デフォルトのデータ・キャッシャビリティーのページを決定します。Nios II の I/O ロー
ド / ストアー命令ファミリーを使用してデータアクセスを上書きできます。

R Rはリード可能なフラグであり、ロード命令がページを読み出すことができます。

W Wはライト可能なフラグであり、ストアー命令がページに書き込むことができます。

X Xは実行可能なフラグであり、ページからの命令フェッチが可能です。
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注意: TLB エントリーに「有効なビット」がないため、オペレーティング・システム・ソフトウェアは仮想アドレス
の I/O パーティションから各 TLB エントリーに一意の VPN 値を書き込んで TLB を無効にします。

関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

3.2.5. TLB ルックアップ

TLB ルックアップは、仮想アドレス (VADDR) を物理アドレス (PADDR) に変換しようとします。

例-1: 命令フェッチでの TLB ルックアップ・アルゴリズム

if (VPN match && (G == 1 || PID match)) 
   if (X == 1)
      PADDR = concat(PFN, VADDR[11:0])
   else take TLB permission violation exception
else
   if (EH bit of status register == 1)
      take double TLB miss exception
   else
      take fast TLB miss exception

例-2: データアクセス動作での TLB ルックアップ・アルゴリズム

if (VPN match && (G == 1 || PID match))
   if ((load && R == 1) || (store && W == 1) || flushda)
      PADDR = concatenate(PFN, VADDR[11:0])
   else
      take TLB permission violation exception
else
   if (EH bit of status register == 1)
      take double TLB miss exception
   else
      take fast TLB miss exception

TLB 例外については、「命令関連の例外」を参照してください。

関連情報
命令関連の例外 (82 ページ)

3.3. メモリー保護ユニット

Nios II プロセッサーはメモリー保護のためのオペレーティング・システムおよびランタイム環境の
MPU を提供しますが、仮想メモリー管理は必要としません。仮想メモリー管理ユニットを使用したメモ
リー保護について詳しくは、「メモリー管理ユニット」の項を参照してください。

MPU は、すべての Nios II の命令フェッチとデータ・メモリー・アクセスを監視し、誤ったソフトウェアの
実行を防止します。MPU は、システム・ソフトウェアがメモリー領域とそれに関連するアクセス許可を定
義するために使用するハードウェア機能です。ソフトウェアが許可に反してメモリー領域にアクセスを試
みると、MPU は例外をトリガーし、これにより、例外に応じて例外を処理して処理できます。 正確な例外
は、メモリーへの不正アクセスを効果的に防止します。
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MPU は Nios II プロセッサーを拡張してユーザーモードとスーパーバイザー・モードをサポートします。
通常、システム・ソフトウェアはスーパーバイザー・モードで実行され、エンドユーザー・アプリケーション
はユーザーモードで実行されますが、必要に応じてすべてのソフトウェアをスーパーバイザー・モードで
実行できます。システム・ソフトウェアは、スーパーバイザー・モードに属する MPU 領域とユーザモード
に属する MPU 領域を定義します。

関連情報
メモリー管理ユニット (38 ページ)

3.3.1. メモリー領域

MPU は 大 32 の命令領域と 32 のデータ領域を含んでいます。各領域は次の属性により定義されま
す。

• ベースアドレス

• 領域タイプ

• 領域インデクス

• 領域サイズまたは上位アドレス制限

• アクセス許可

• デフォルト・キャッシャビリティー ( データ領域のみ )

3.3.1.1. ベースアドレス

ベースアドレスは、領域の 下位アドレスを指定します。ベースアドレスは、領域サイズの境界に揃えら
れます。例えば、4 KB の領域には 4 KB の倍数のベースアドレスが必要です。ベースアドレスが正しく
整列されていない場合、その動作は未定義です。

3.3.1.2. 領域タイプ

各領域は、命令領域またはデータ領域のいずれかとして識別されます。

3.3.1.3. 領域インデックス

各領域には、ゼロからその領域タイプの領域の数から 1 を引いた範囲のインデックスがあります。インデ
ックス・ゼロが も高いプライオリティーを有します。

3.3.1.4. 領域サイズまたは上位アドレス制限

Qsys 生成時オプションは、領域のメモリー量がサイズまたは上位アドレス制限により定義されるかどう
かを制御します。サイズは 2 バイトの整数倍です。制限は領域のアドレス + 1 です。サポートされる領
域の 小サイズは 256 バイトですが、ロジックリソースを節約するために、より大きな 小サイズに設
定できます。サポートされている領域の 大サイズは、Nios II アドレス空間に等しくなります ( Nios II
マスターに接続されたスレーブのアドレス範囲の関数 )。Nios II アドレス空間の外のアクセスは、どの
領域とも一致しないとみなされ、MPU 領域違反の例外がトリガーされます。

領域がサイズによって定義される場合、次の MPU 領域のアドレス範囲の一致を容易にするために、サイ
ズはバイナリーマスクとしてエンコードされます。

(address & region_mask) == region_base_address
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領域が制限によって定義されている場合、次の MPU 領域のアドレス範囲の一致を容易にするために、
制限は符号なし整数としてエンコードされます。

(address >= region_base) && (address < region_limit)

領域の制限は、less-than がより効率的な実装を提供するため、less-than-or-equal-to 比較の代わ
りに less-than を使用します。制限値はアドレスよりも 1 ビット大きいため、完全なアドレス範囲が範
囲内に含まれる可能性があります。制限で領域域を定義すると、サイズでの定義よりもアドレス範囲の一
致ロジックが遅くなり大きくなりますが、領域サイズはより緻密な粒度になります。

3.3.1.5. アクセス許可

アクセス許可は命令領域の一行許可とデータ領域の読み出し / 書き込み許可から成ります。アクセス許
可に反するメモリーアクセスを実行する命令は例外をトリガーします。加えて、領域に一致しないメモリ
ーアクセスを実行する命令も、例外をトリガーします。

3.3.1.6. デフォルト・キャッシャビリティー

デフォルト・キャッシャビリティーは、通常のロードおよびストアー命令がデータキャッシュにアクセスす
るか、データキャッシュをバイパスするかを指定します。デフォルト・キャッシャビリティーはデータ領域に
対してのみ存在します。デフォルト・キャッシャビリティーは、ldioまたは stio命令を使用してオーバ
ーライドできます。ビット 31 のキャッシュおよびペリフェラル領域機能は、MMU が存在しない場合に
使用できます。

キャッシュバイパスおよびペリフェラル領域について詳しくは「キャッシュメモリー」の項を参照してくだ
さい。

関連情報
キャッシュメモリー (97 ページ)

3.3.2. オーバラップ領域

領域のメモリーアドレスは重複する可能性があります。オーバーラップ領域には大きな領域の内側にマ
ーカーや小さな穴を配置するなど、いくつかの用途があります。例えば、スタックとヒープが同一の領域
に配置され、アドレス範囲の反対側のエンドから増加します。スタック / ヒープのオーバーフローを検出
するには、アクセス許可のないスタックとヒープの間に小さな領域を定義し、大きな領域より高い優先順
位を割り当てます。ホール領域へのアクセスの試みは、システム・ソフトウェアにスタック / ヒープのオー
バーフローについて通知する例外をトリガーします。

特定のアクセスが複数の領域に一致するように領域が重複する場合、 も高いプライオリティー ( も
低いインデックス ) を持つ領域がアクセス許可とデフォルト・キャッシャビリティーを決定します。

3.3.3. MPU の有効化

MPU はシステムリセット時は無効です。システム・ソフトウェアはコントロール・レジスターに書き込む
ことで MPU を無効にします。MPU を有効にする前に 少なくとも 1 つの命令と 1 つのデータ領域を作
成する必要があり、そうしない場合は予期しない結果が発生する可能性があります。詳しくは、「MPU の
機能」の項を参照してください。

関連情報
MPU の機能 (68 ページ)
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3.4. レジスター

Nios II のレジスターセットは汎用レジスターとコントロール・レジスターがあります。加えて、Nios II/f
コアはオプションでシャドーレジスターのセットを持つことができます。この項では各レジスタータイプ
について説明します。

3.4.1. 汎用レジスター

Nios II アーキテクチャーは、32 個の 32 ビット汎用レジスター r0~r31を提供します。一部のレジス
ターにはアセンブラーで認識される名前があります。例えば、zeroレジスター (r0) は常にゼロの値
を返し、zeroへの書き込みは無効です。raレジスター (r31) は、プロシージャー・コールで使用され
る戻りアドレスを保持し、call、callr、および ret命令によって暗黙的にアクセスされます。C およ
び C++ コンパイラーは、共通のプロシージャー・コール規約を使用して、レジスター r1~r23および
r26~r28に特定の意味を割り当てます。

表 13. Nios II の汎用レジスター

レジスター 名前 関数 レジスター 名前 関数

r0 zero 0x00000000 r16 呼び出し先退避レジスター

r1 at テンポラリー・アッセンブラー r17 呼び出し先退避レジスター

r2 戻り値 r18 呼び出し先退避レジスター

r3 戻り値 r19 呼び出し先退避レジスター

r4 レジスター引数 r20 呼び出し先退避レジスター

r5 レジスター引数 r21 呼び出し先退避レジスター

r6 レジスター引数 r22 呼び出し先退避レジスター

r7 レジスター引数 r23 呼び出し先退避レジスター

r8 呼び出し元退避レジスター r24 et 一時例外

r9 呼び出し元退避レジスター r25 bt 一時ブレークポイント

r10 呼び出し元退避レジスター r26 gp グローバルポインター

r11 呼び出し元退避レジスター r27 sp スタックポインター

r12 呼び出し元退避レジスター r28 fp フレームポインター

r13 呼び出し元退避レジスター r29 ea 例外戻りアドレス

r14 呼び出し元退避レジスター r30 sstatus ステータスレジスター

r15 呼び出し元退避レジスター r31 ra 戻りアドレス

注意: r25は JTAG デバッグモジュールで排他的に使用されます。また、通常のレジスターセットの一時ブレ
ークポイント (bt) レジスターとして使用されます。シャドー・レジスター・セットでは r25が予約されま
す。

注意: r30は通常のレジスターセットのブレークポイントの戻りアドレス (ba) として、また、各シャドー・レジ
スター・セットのシャドー・レジスター・セット・ステータス (sstatus) として使用されます。sstatus
について詳しくは、「ステータスレジスター」の項を参照してください。

詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「アプリケーション・バイナリー・インター
フェイス」の章を参照してください。
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関連情報
アプリケーション・バイナリー・インターフェイス (141 ページ)

3.4.2. コントロール・レジスター

コントロール・レジスターはステータスをレポートし、プロセッサーの動作を変更します。コントロール・レ
ジスターは、汎用レジスターとは異なる方法でアクセスされます。特殊な命令の rdctlと wrctlは、
コントロール・レジスターを読み出しと書き込みをする唯一の手段を提供し、スーパーバイザー・モードで
のみ使用できます。

注意: コントロール・レジスターに書き込むと、すべての未定義ビットはゼロを書き込む必要があります。

Nios II アーキテクチャーは 大 32 個のコートロール・レジスターをサポートしています。すべての予
約されていないコントロール・レジスターは、アセンブラーで認識される名前を有します。

表 14. コントロール・レジスター名およびビット

レジスター 名前 ステータスレジスターの内容

0 status status レジスター (49 ページ)を参照

1 estatus estatus レジスター (51 ページ)を参照

2 bstatus bstatus レジスターを参照

3 ienable 内部割り込みイネーブルビット
ienable レジスター
外部割り込みコントローラー・インターフェイスが存在しない場合の
み使用可能。それ以外の場合は予約済み。

4 ipending 保留中の内部割り込みビット
ipending レジスター
外部割り込みコントローラー・インターフェイスが存在しない場合の
み使用可能。それ以外の場合は予約済み。

5 cpuid 一意のプロセッサー識別子

6 予約済み 予約済み

7 exception exception レジスターを参照

8 pteaddr pteaddr レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

9 tlbacc tlbacc レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

10 tlbmisc tlbmisc レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

11 eccinj eccinj レジスターを参照
ECC が存在する場合のみ使用可能。

12 badaddr badaddr レジスターを参照

13 config config レジスター (58 ページ)を参照
MPU または ECC が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合
は予約済み。

14 mpubase mpubase レジスターを参照
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レジスター 名前 ステータスレジスターの内容

MPU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

15 mpuacc MASK バリエーションの表の mpuacc レジスターを参照
MPU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

16–31 予約済み 予約済み

次の項では予約されていないコントローラー・レジスターを説明します。

コントロール・レジスターはステータスをレポートし、プロセッサーの動作を変更します。コントロール・レ
ジスターは、汎用レジスターとは異なる方法でアクセスされます。特殊な命令の rdctlと wrctlは、
コントロール・レジスターを読み出しと書き込みを行う唯一の手段を提供し、スーパーバイザー・モードで
のみ使用できます。

注意: コントロール・レジスターに書き込むと、すべての未定義ビットはゼロを書き込む必要があります。

Nios II アーキテクチャーは 大 32 個のコートロール・レジスターをサポートしています。すべての予
約されていないコントロール・レジスターは、アセンブラーで認識される名前を有します。

表 15. コントロール・レジスター名およびビット

レジスター 名前 レジスター内容

0 status status レジスター (49 ページ)を参照

1 estatus estatus レジスター (51 ページ)を参照

2 bstatus bstatus レジスターを参照

3 ienable 内部割り込みイネーブルビット
ienable レジスター
外部割り込みコントローラー・インターフェイスが存在しない場合の
み使用可能。それ以外の場合は予約済み。

4 ipending 保留中の内部割り込みビット
ipending レジスター
外部割り込みコントローラー・インターフェイスが存在しない場合の
み使用可能。それ以外の場合は予約済み。

5 cpuid 一意のプロセッサー識別子

6 予約済み 予約済み

7 exception exception レジスターを参照

8 pteaddr pteaddr レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

9 tlbacc tlbacc レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

10 tlbmisc tlbmisc レジスターを参照
MMU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

11 eccinj eccinj レジスターを参照
ECC が存在する場合のみ使用可能。

12 badaddr badaddr レジスターを参照

13 config config レジスター (58 ページ)を参照

continued...   

3. ソフトウェア・プログラミング・モデル
683836 | 2016.10.28

Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド フィードバック

48

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


レジスター 名前 レジスター内容

MPU または ECC が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合
は予約済み。

14 mpubase mpubase レジスターを参照
MPU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

15 mpuacc MASK バリエーションの表の mpuacc レジスター を参照
MPU が存在する場合のみ使用可能。それ以外の場合は予約済み。

16–31 予約済み 予約済み

次の項では、予約されていないコントロール・レジスターについて説明します。

3.4.2.1. status レジスター

statusレジスターの値は Nios II プロセッサーのステートを決定します。すべての statusビット
はプロセッサーのリセット時にあらかじめ定義された値に設定されます。いくつかのビットは、MMU、
MPU または外部割り込みコントローラー (EIC) インターフェイスなどといった、プロセッサーの特定の
機能によってのみ使用可能であり、排他的に使用されます。

表 16. status コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み RSIE NMI PRS

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CRS IL IH EH U PIE

表 17. status コントロール・レジスター・フィールドの説明

ビット 説明 アクセス Reset あり

RSIE RSIEはレジスターセット割り込みイネーブルビットです。このビットを 1 に設定す
ると、プロセッサーは現在使用中のレジスターセットを要求する外部割り込みを処理
できます。0 に設定すると、このビットはそのような割り込み処理を許可しません。

読み出し / 書き
込み

1 EIC インターフェイスとシ
ャドー・レジスター・セットの
み(5)

NMI NMIはマスク不能な割り込みモードビットです。マスク不能割り込みを受け取ると、
プロセッサーは NMIを 1 に設定します。

読み出し 0 EIC インターフェイス専
用(8)

PRS PRSは前のレジスターセット・フィールドです。次のイベントのいずれかが発生する
と、プロセッサーは CRSフィールドを PRSフィールド に複写します。

読み出し / 書き
込み

0 シャドー・レジスター・セット

continued...   
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ビット 説明 アクセス Reset あり

• MMU のないプロセッサーでは、例外が発生
• MMU が搭載されているプロセッサーでは、次のいずれか発生

ブレーク例外
status.EHがゼロの場合の非ブレーク例外
プロセッサーは statusレジスターを estatusに、bstatusレジスターを
sstatusレジスターに複写した直後に、CRSフィールドを PRSフィールドに
複写します。
CRSフィールドと PRSフィールドの重要なビット数は、Nios II コアに実装さ
れているシャドー・レジスター・セットにより異なります。CRSフィールドと PRS
フィールドの値は 0 から n-1 であり、n は実装されるレジスターセット数です。
プロセッサー・コアは n-1 を表すのに必要な重要なビット数を実装します。未使
用の上位ビットは常に 0 として読み出され、0 として書き込まれなければなりま
せん。
1 システム・ソフトウェアが有効なレジスターセット・ナンバーのみを PRSフィ
ールドに書き込むことを確認します。プロセッサーの動作は、未実装のレジスタ
ーセット・ナンバーでは未定義です。

CRS CRSは現在のレジスターセット・フィールドです。CRSはレジスターセットが現在使
用中であることを示します。レジスターセット 0 は通常のレジスターセットであり、レ
ジスターセットが 1 以上はシャドー・レジスター・セットです。プロセッサーは任意の
非割り込み例外で CRSフィールドをゼロに設定します。
CRSフィールドと PRSフィールドの重要なビット数は、Nios II コアに実装されて
いるシャドー・レジスター・セット数によって異なります。未使用の上位ビットは常に
0 として読み出され、0 として書き込まなければなりません。

読み出し(6) 0 シャドー・レジスター・セット
専用(8)

IL ILは割り込みレベルフィールドです。ILフィールドはどのレベルの外部マスク可能
な割り込みを処理できるかを制御します。プロセッサーは要求された割り込みレベル
が ILより大きい場合にのみ、マスク可能割り込みを処理します。

読み出し / 書き
込み

0 EIC インターフェイス専
用(8)

IH IHは割り込みハンドラー・モードのビットです。プロセッサーは外部割り込みを受け
取ると、IHを 1 に設定します。

読み出し / 書き
込み

0 EIC インターフェイス専
用(8)

EH (7) Ehは例外ハンドラー・モードのビットです。プロセッサーは例外は例外ハンド
ラー・モードのビットです。プロセッサーは例外 ( ブレークを含む ) 発生すると、EH
を 1 に設定します。ソフトウェアは例外を再度処理する準備に入ると、EHをゼロに
クリアーします。EHは、ミス例外が高速 TLB ミスかダブル TLB ミスかを判断する
ために MMU により使用されます。MMU のないシステムでは EHは常にゼロです。

読み出し / 書き
込み

0 MMU または ECC 専用(8)

U (7) Uはユーザーモードのビットです。 U = 1 の場合、プロセッサーはユーザーモードで
動作します。U = 0 の場合、プロセッサーはスーパーバイザー・モードで動作します。
MMU のないシステムでは Uは常にゼロです。

読み出し / 書き
込み

0 MMU または MPU 専
用(8)

PIE PIEはプロセッサー割り込みイネーブルビットです。PIE = 0 の場合、内部および
マスク可能な外部割り込みと割り込みではない例外は、無視されます。PIE = 1 の
場合、割り込みコントローラーのステートに依存して内部およびマスク可能な外部
割り込みを受け取れます。割り込みではない例外は PIEによる影響を受けません。

読み出し / 書き
込み

0 常時

関連情報
外部割り込みコントローラー・インターフェイス (79 ページ)

(6) CRSフィールドは読み出し専用です。手動でのレジスターセットの変更について詳しくは、「外部割り込みコント
ローラー・インターフェイス」の項を参照してください。

(7) EHと Uの両方が 1 であるのステートは不正であり、結果は未定義

(8) このフィールドが未実装の場合、フィールド値は常に 0 として読み出され、プロセッサーはそれに応じて動作しま
す。
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3.4.2.2. estatus レジスター

estatusレジスターは、非ブレーク例外処理の間、保存した statusレジスターの複写を保持しま
す。

表 18. Estatus コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み RSIE NMI PRS

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CRS IL IH EH U PIE

estatusレジスターのすべてのフィールドは読み出しと書き込みへのアクセスがあります。すべてのフ
ィールドは 0 にリセットされます。

Nios II プロセッサーが割り込みを取ると、status.ehがゼロの場合 ( つまり MMU が非例外モー
ド時 ) は、プロセッサーは statusレジスターのコンテンツを estatusに複写します。

注意: シャドー・レジスター・セットが実装され、割り込みがシャドー・レジスター・セットを要求すると、Nios II
プロセッサーはステータスを estatusではなく sstatusに複写します。

sstatusレジスターについて詳しくは、「sstatus レジスター」の項を参照してください。

例外ハンドラーはプロセッサーの例外前のステータスを判断するために estatusを調査できます。例
外から値を返す際、eret命令は statusの例外前の値を復元します。この命令は、status.CRSの
値に応じて、estatusまたは sstatusのいずれかを statusに返すことによって例外前の値に復
元します。

詳しくは、「例外処理」の項を参照してください。

関連情報
• 例外処理 (74 ページ)

• sstatus レジスター (66 ページ)

3.4.2.3. bstatus レジスター

bstatusレジスターはブレーク例外処理中に保存した statusレジスターの複写を保持します。

表 19. btatus コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み RSIE NMI PRS

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CRS IL IH EH U PIE

bstatusレジスターのすべてのフィールドは、読み出しと書き込みのアクセスがあります。すべてのフィ
ールドは 0 にリセットされます。
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ステータス・コントロール・レジスター・フィールドの説明の表に、bstatusレジスターに定義されてい
るフィールドの詳細が記載されています。

ブレークが発生すると、statusレジスターの値が bstatusレジスターに複写されます。bstatus
レジスターを使用すると、デバッガーは statusレジスターをブレーク前の値に復元させます。bret
命令は、プロセッサーに bstatusレジスターの値を statusレジスターに返させます。詳しくは、「ブ
レークの処理」の項を参照してください。

関連情報
ブレークの処理 (78 ページ)

3.4.2.4. ienable レジスター

ienableレジスターは、内部ハードウェア割り込みの処理を制御します。ienableレジスターの各ビ
ットは、割り込み入力 irq0から irq31の 1 つに対応しています。ビット n が 1 の値とは、対応する
irqn 割り込みが有効であることを意味し、また、0 のビット値は、対応する割り込みが無効であること
を意味します。詳しくは、「例外処理」を参照してください。

注意: 内部割り込みコントローラーが未実装の場合、ienableレジスターの値は常に 0 です。

関連情報
例外処理 (74 ページ)

3.4.2.5. ipending レジスター

ipendingレジスターは、プロセッサー内で駆動されるイネーブル割り込み信号の値を示します。ビッ
ト n が 1 の値とは、対応する irq入力がアサートされ、ienableレジスターで有効になっていること
を意味します。ipendingレジスターに値を書き込んでも、影響はありません。

注意: ipendingレジスターは内部割り込みコントローラーが実装されている場合にのみ存在します。

3.4.2.6. cpuid レジスター

cpuidレジスターは、Nios II Processor パラメーター・エディターで定義した定数値を保持し、マル
チプロセッサー・システム内の各プロセッサーを一意に識別します。Qsys では一意の値を手動で割り当
てる必要があります。cpuidレジスターへの書き込みは無効です。

3.4.2.7. exception レジスター

Nios II/f プロセッサーは、例外が発生した際に exception と badaddr レジスターの例外処理でシ
ステム・ソフトウェアに役立つ情報を提供します。

注意: exception レジスターは Nios II/e コアでは有効ではありません。

余分な例外情報の制御のオプションについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブッ
ク」の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章を参照してください。
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表 20. 例外コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

ECCFTL 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

予約済み

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

予約済み Cause Rsvd

表 21. exception コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

ECCFTL Nios II プロセッサーは、致命的な ECC エラーを検出すると ECCFTLに書き込み
ます。ECCFTL = 1 の場合、Nios II プロセッサーは ECC レジスター・ファイル・エ
ラーを検出します。ECCFTL = 0 の場合、別の ECC 例外が発生します。

読み出し 0 ECC でのみ

CAUSE 特定の例外が発生すると、Nios II プロセッサーにより CAUSEが書き込まれます。
CAUSEは、その時点で発生した も高い優先順位の例外のコードが含まを含んでい
ます。Nios II の例外の表 ( プライオリティー順 ) の原因の列は、各例外の CAUSE
フィールド値がリストされています。
CAUSEフィールドはブレークまたは外部割り込みには書き込まれていません。

呼び出し 0 Nios II/f の場合
のみ

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

3.4.2.8. pteaddr レジスター

pteaddrレジスターはオペレーション・システムのページテーブルの仮想アドレスを含んでおり MMU
があるシステムでのみ使用できます。pteaddrレジスターのレイアウトは、高速 TLB ミス例外処理を
高速化します。

表 22. pteaddr コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

PTBASE

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

VPN Rsvd

表 23. pteaddr コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

PTBASE PTBASEはページテーブルの基本仮想アドレスです。 読み出し / 書
き込み

0 MMU ありのみ

VPN VPNは仮想ページナンバーです。VPNはハードウェアとソフトウェアの両方で設定
ができます。

読み出し / 書
き込み

0 MMU ありのみ

ソフトウェアは、プロセスが切り替えられると PTBASEフィールドに書き込みます。ハードウェアは
PTBASEフィールドに決して書き込みを実行しません。
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ソフトウェアは、TLB エントリーを書き込むと VPNフィールドに書き込みます。ハードウェアは高速
TLB ミス例外、TLB 許可違反例外、TLB 読み出しオペレーションでの VPNフィールドに書き込みます。
VPNは、例外がすでにアクティブである場合、つまり status.EHがすでに 1 である場合に行われる
例外では書き込まれません。

3.4.2.9. tlbacc レジスター

tlbaccレジスターは TLB エントリーへのアクセスに使用され、MMU があるシステムでのみ使用で
きます。tlbaccレジスターは、ソフトウェアが TLB エントリーに書き込む値または以前に TLB エン
トリーから読み込んだ値を保持します。tlbaccレジスターは、完全な TLB エントリの一部分のみへの
アクセスを提供します。pteaddr.VPNと tlbmisc.PIDは残りの TLB エントリーフィールドを保
持します。

表 24. tlbacc コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

IG C R W X G PFN

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PFN

tlbaccレジスターへの wrctl命令の発行は、tlbaccレジスターに指定された値が書き込まれま
す。tlbmisc.WE = 1 の場合、wrctl命令も TLB 書き込み動作を開始し、TLB 書き込み動作は
TLB エントリーを書き込みます。書き込まれる TLB エントリーは、pteaddr.VPNのラインの部分と
tlbmisc.WAYフィールドで指定されます。書き込まれる値は、tlbaccレジスターに書き込まれた
値と pteaddr.VPNおよび tlbmisc.PIDの値によって指定されます。また、TLB 書き込み動作で
は、tlbmisc.WAYがインクリメントされ、ソフトウェアは TLB エントリーを迅速に変更できます。

tlbaccレジスターへの rdctl命令の発行は、tlbaccレジスターの値が返されます。tlbaccレ
ジスターは、ソフトウェアが TLB 読み取り操作をトリガーする際 ( つまり、wrctlが tlbmisc.RD
を 1 に設定する場合 ) にハードウェアによって書き込まれます。

表 25. tlbacc コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

IG IGはハードウェアによって無視され、オペレーティング・システム固有の情報を保持
できます。ゼロとして読み出しますが、ゼロ以外として書き込めます。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

C Cはデータキャッシュ可能フラグです。C = 0 の場合、データアクセスはキャッシュ不
能です。C = 1 の場合、キャッシュ可能です。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

R Rは読み出し可能フラグです。R = 0 の場合、ロード命令はメモリーへのアクセスを
許可しません。R = 1 の場合、ロード命令はメモリーへのアクセスを許可します。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

W Wは書き込み可能なフラグです。W = 0 の場合、ストアー命令はメモリーへのアクセ
スを許可しません。 W = 1 の場合、ストアー命令はメモリーへのアクセスを許可しま
す。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

X Xは実行可能フラグです。X = 0 の場合、命令は実行できません。X = 1 の場合、命
令を実行することができます。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

G Gはグローバルフラグです。G = 0 の場合、tlbmisc.PIDは TLB ルックアップ
に含まれます。G = 1 の場合、tlbmisc.PID は無視され。仮想ページナンバーの
みが TLB ルックアップで使用されます。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

PFN PFNは物理フレーム・ナンバー・フィールドです。全ての未使用の上位ビットはゼロで
ある必要があります。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み
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tlbaccレジスター・フォーマットはオペレーティング・システムのページテーブルのエントリーで推奨
されるフォーマットです。IGビットは wrctlから tlbaccへのハードウェアで無視され、tlbaccか
らの rdctlでゼロとして読み出されます。オペレーティング・システムは、IGビットを使用して、TLB 書
き込み動作でこれらのビットをゼロにクリアーすることなく、オペレーティング・システム固有の情報を保
持することができます。

3.4.2.10. tlbmisc レジスター

tlbmiscレジスターは残りの TLB 関連のフィールドを保持し、MMU があるシステムでのみ使用でき
ます。

表 26. tlbmisc コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み EE WAY RD WE PID

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PID DBL BAD PERM D

表 27. tlbmisc コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

EE このフィールドが 1 の場合、ソフトウェアが TLB の読み出し動作を開始したために
発生するソフトウェアがトリガーした ECC エラー (1、2 または 3 ビット・エラー )
を示します。CONFIG.ECCENが 1 の場合のみ、このフィールドを 1 に設定します。

読み出し / 書
き込み

0 MMU と
EEC のみ

WAY WAYフィールドは、VPN から特定の TLB エントリーへのマッピングを制御します。
このフィールドサイズは可変です。未使用の上位ビットはゼロとして書き込まれる必
要があります。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

RD RDは読み出しフラグです。RDを 1 に設定すると TLB 読み出し動作をトリガーしま
す。

書き込み 0 MMU の
み

WE WEは TLB 書き込みイネーブルフラグです。WE = 1 の場合、tlbaccへの書き込
みは TLB エントリーに書き込まれます。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

PID PIDはプロセス識別子フィールドです。
このフィールドサイズは可変です。未使用の上位ビットはゼロとして書き込まれる必
要があります。

読み出し / 書
き込み

0 MMU の
み

DBL DBLはダブル TLB ミス例外フラグです。 読み出し 0 MMU の
み

BAD BADは仮想アドレス例外フラグです。 読み出し 0 MMU の
み

PERM PERMは TLB 許可違反例外フラグです。 読み出し 0 MMU の
み

D Dはデータアクセス例外フラグです。D = 1 の場合、例外はデータアクセス例外です。
D = 0 の場合、例外は命令アクセス例外です

読み出し 0 MMU の
み

DBL、BAD、および PERMフィールドでは、exception.CAUSEを使用してこれらの例外を判断する
こともできます。

次の項では、tlbmiscフィールドについてより詳しく説明します。
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3.4.2.10.1. RD フラグ

システム・ソフトウェアは、tlbmisc.RD (wrctl命令を使用 ) を設定することで、TLB 読み出し動
作をトリガーします。TLB 読み出し動作は、TLB エントリーのコンテンツを含む次のレジスターフィール
ドをロードします。

• pteaddr.VPNのタグ部分

• tlbmisc.PID

• tlbaccレジスター

読み出す TLB エントリーは、次の値により指定されます。

• pteaddr.VPNのライン部分

• tlbmisc.WAY

システム・ソフトウェアが TLB エントリーを指定するフィールドを変更する際、pteaddr.VPN、
tlbmisc.PID、または tlbaccレジスターへの影響はありません。レジスターは、次の TLB 読み出
し動作が開始されるまで以前の値を保持します。例えば、オペレーティング・システムが
pteaddr.VPNを新しい値に設定すると、tlbaccのコンテンツは以前の TLB エントリーを続けて
反映させます。tlbaccには、明示的な TLB 読み出し後まで新しい TLB エントリーが含まれません。

3.4.2.10.2. WE フラグ

WE = 1 の場合、tlbaccへの書き込みは tlbaccレジスターと TLB エントリーを書き込みます。
WE = 0 ノ場合、tlbaccへの書き込みは tlbaccレジスターのみを書き込みます。

ハードウェアは、TLB 許可違反例外では WE flagを 1 にセットし、status.EH = 0 の場合は
TLB ミス例外に設定します。TLB 書き込み動作が tlbaccレジスターに書き込むと、書き込み動作は
WE = 1 の際に TLB エントリーに書き込みます 。

3.4.2.10.3. WAY フィールド

WAYフィールドは、VPN から特定の TLB エントリーへのマッピングを制御します。WAYは、TLB に書
き込まれるセットを指定します。システムソ・フトウェアが TLB 書き込み動作を実行すると、MMU は
WAYをインクリメントします。WAYの未使用の上位ビットはゼロとして書き込む必要があります。

注意: Qsys の生成時には、 大 16 個までのウェイ ( セット ) を設定できます。

3.4.2.10.4. PID フィールド

PIDは、仮想アドレスを効果的に拡張する現在のプロセスの一意の識別子です。プロセス識別子は、14
ビット未満です。未使用の上位ビットはゼロでなければなりません。

tlbmisc.PIDには TLB タグからの PIDフィールドが含まれています。オペレーティング・システム
は、プロセスの切り替え時および各 TLB 書き込み動作の前に、PIDフィールドを設定する必要がありま
す。

注意: プロセス識別子の使用はオプションです。プロセス識別子なしでメモリー管理を実装するには、
tlbmisc.PIDをゼロにクリアーします。 プロセス識別子がなければすべてのプロセスが同じ仮想ア
ドレス空間を共有します。

MMU は、TLB 読み出し動作に tlbmisc.PIDを設定します。ソフトウェアが TLB 読み出しをトリガ
ーする際、 tlbmisc.RDを wrctl命令で 1 に設定することにより、TLB から読み出された PID値
が wrctl命令によって書き込まれた値よりも優先されます。
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PIDフィールドのサイズは、システム生成時に Qsys で設定され、8 ~ 14 ビットです。システム・ソフト
ウェアが PIDフィールドより小さいプロセス識別子を定義する場合、未使用の上位ビットはゼロとして
書き込む必要があります。

3.4.2.10.5. DBL フラグ

一般的な例外の間、プロセッサーはダブル TLB ミス条件が存在する場合に DBLを 1 に設定します。そ
れ以外の場合、プロセッサーは DBLをゼロにクリアーします。

DBLフラグは、 新の例外がダブル TLB ミス状態であるかどうかを示します。一般的な例外が発生す
ると、MMU はダブル TLB ミスが検出された場合に DBLを 1 に設定し、そうでない場合は DBLを 0
にクリアーします。

3.4.2.10.6. BAD フラグ

一般的な例外の間、プロセッサーは bad 仮想アドレス条件が存在する場合に BADを 1 に設定し、そ
れ以外の場合は BADをゼロにクリアーします。次の例外は、BADフラグを 1 に設定します。

• スーパーバイザー専用命令アドレス

• スーパーバイザー専用データアドレス

• ミスアライメント・データアドレス

• ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

これらの例外の詳細については、例外の概要のセクションの Nios II の例外 ( プライオリティー順 ) の
表を参照してください。

関連情報
例外の概要 (75 ページ)

3.4.2.10.7. PERM フラグ

一般的な例外の間、プロセッサーは TLB 許可違反例外において PERMを 1 に設定し、それ以外の場
合は PERMを 0 にクリアーします。

3.4.2.10.8. D フラグ

Dフラグは、例外が命令アクセス例外かデータアクセス例外かを示します。一般的な例外の間、プロセッ
サーは例外がデータアクセスに関連する場合に Dを 1 に設定し、他のすべての非ブレーク例外につい
ては Dを 0 にクリアーします。

次の例外は Dフラグを 1 に設定します。

• 高速 TLB ミス ( データ )

• ダブル TLB ミス ( データ )

• TLB 許可違反 ( 読み出しまたは書き込み )

• ミスアライメント・データアドレス

• スーパーバイザー専用データアドレス

3.4.2.11. badaddr レジスター
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Nios II/f プロセッサーは、例外が発生したときに exception および badaddr レジスターの例外処
理のシステム・ソフトウェアに役立つ情報を提供します。

注意: 例外レジスターは Nios II/e では有効ではありません。

Nios II/f プロセッサーで例外が発生すると、badaddrレジスターには、例外が発生した際に特定の例
外に関連するバイト命令またはデータアドレスが格納されます。Nios II の例外の表には、badaddrレ
ジスターに書き込まれた値とともに書き込まれる例外がリストされています。

表 28. badaddr コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

BADDR

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

BADDR

表 29. badaddr コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

BADDR BADDRは、特定の例外が発生した際に例外に関連するバイト命令アドレスまたはデ
ータアドレスが含んでいます。例外を BADDRフィールドを書き込む例外は、Nios II
の例外の表のアドレス列にリストされています。

読み出し 0 Nios II/f
あり

BADDRフィールドは、 大 32 ビットの命令アドレスまたはデータアドレスを許可します。MMU または
MPU が存在する場合、MMU および MPU の命令およびデータアドレスは常に完全な 32 ビット値のた
め、BADDRフィールドは 32 ビットです。MMU が存在する場合、BADDRフィールドには仮想アドレス
があります。

MMU または MPU がなく、Nios II のアドレス空間が 32 ビット未満の場合、未使用の上位ビットが書
き込まれ、ゼロとして読み出されます。MMU が存在しない場合、データアドレスのビット 31 ( データキ
ャッシュのバイパスに使用される ) は、BADDRフィールドでは常にゼロです。

関連情報
• 例外の概要 (75 ページ)

• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

3.4.2.12. config レジスター

configレジスターは、例外処理中に (statusレジスターの情報とは対照に )、保存が不必要な
Nios II のランタイム動作を設定します。

表 30. config コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

予約済み ECCE
XE

ECCE
N

ANI PE
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表 31. config コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

ANI ANIは自動ネスト割り込みモードビットです。ANIがゼロに設定されている場合、プ
ロセッサーは各割り込みで status.PIEをクリアーし、高速ネスト割り込みを無効
にします。ANIが 1 に設定されている場合、プロセッサーは割り込み時に
status.PIEを 1 に設定したままにし、高速ネスト割り込みを有効にします。
EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットが Nios Ⅱ コア に実装されてい
ない場合、ANIは常にゼロとして読み出し、高速ネスト割り込みを無効にします。

読み出し / 書き
込み

0 EIC インターフェ
イスとシャドー・レ
ジスター・セット
のみ

ECCEXE ECCEXは ECC エラー例外イネーブルビットです。ECCEXE = 1 の場合、Nios Ⅱ
プロセッサーは ECC エラー例外が発生します。

読み出し / 書き
込み

0 ECC のみ

ECCEN ECCENは ECC イネーブルビットです。ECCEN = 0 の場合、Nios II プロセッサー
はすべての ECC エラーを無視します。ECCEN = 1 の場合、Nios II プロセッサーは
すべての回復可能な ECC エラーをすべてリカバリーします。

読み出し / 書き
込み

0 ECC のみ

PE PEはメモリー保護イネーブルビットです。PE =1 の場合、MPU は有効になります。
PE = 0 の場合、MPU は無効になります。MPU のないシステムでは、PEは常にゼロ
です。

読み出し / 書き
込み

0 MPU のみ

3.4.2.13. mpubase レジスター

mpubaseレジスターは mpuaccレジスターとともに MPU 領域情報を設定および取得し、MPU を備
えたシステムでのみ使用できます。

表 32. mpubase コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

BASE(10)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

BASE(10) 0 INDEX(9) D

表 33. mpubase コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

BASE BASEは INDEXおよび Dフィールドで識別される領域の基本メモリーアドレスで
す。

読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

INDEX INDEXは領域インデックスナンバーです。 読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

D Dは領域アクセスビットです。D =1 の場合、INDEXはデータ領域を参照にします。D
= 0 の場合、INDEXは命令領域を参照にします。

読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

BASEフィールドは、MPU 領域のべースアドレスを指定します。25 ビットの BASEフィールドはベース
アドレスのビット 6~30 に対応し、ベースアドレスは常に 64 バイトの倍数になります。生成時に Qsys
に設定された 小領域サイズが 64 バイトより大きい場合、BASEフィールドの未使用の下位ビットは
ゼロとして書き込まれ、ゼロとして読み出されます。例えば、 小の領域サイズが 1024 バイトの場合、

(9) このフィールドのサイズは可変です。未使用の上位ビットはゼロとして書き込まれる必要があります。

(10) このフィールドのサイズは可変です。未使用の上位ビットはゼロとして書き込まれる必要があります。
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BASEフィールドの 4 つの 下位ビット (mpubaseレジスターのビット 6~9) はゼロである必要が
あります。同様に、Nios II のアドレス空間が 31 ビット未満の場合、未使用の上位ビットもゼロとして
書き込まれ、ゼロとして読み出される必要があります。

INDEXおよび Dフィールドは、MPU 領域の読み出しまたは書き込み動作が実行され際にアクセスす
る領域情報を指定します。Dフィールドは領域がデータ領域か命令領域かを指定します。INDEXフィー
ルドは、アクセスする 32 のデータまたは命令領域のいずれかを指定します。32 個以下の命令または
32 個のデータ領域がある場合、未使用の上位ビットはゼロとして書き込まれ、ゼロとして読み出されま
す。

MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作の詳細については、「MPU 領域の読み出しおよび書き込み動
作」の項を参照してください。

関連情報
MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作 (68 ページ)

3.4.2.14. mpuacc レジスター

mpuaccレジスターは mpubaseレジスターとともに MPU 領域情報を設定および取得し、MPU を搭
載したシステムでのみ使用できます。mpuaccレジスターは、MPU 領域を定義するために設定されるか
検索される属性で構成されています。mpuaccレジスターは、MPU 領域を定義する属性の一部のみを
保持します。MPU 領域を定義する残りの部分は、mpubaseレジスターの BASEフィールドで保持され
ます。

Qsys 生成時のオプションは、mpuaccレジスターに MASKまたは LIMITフィールドが含めるかどう
かを制御します。

表 34. MASK バリエーションでの mpuacc コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

MASK(11)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MASK(11) MT PERM RD WR

表 35. LIMIT バリエーションでの mpuacc コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

LIMIT(11)

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

LIMIT(11) MT PERM RD WR
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表 36. mpuacc コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

MASK MASKは領域のサイズを指定します。 読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

LIMIT LIMIT は領域の上位アドレス制限を指定します。 読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

MT (MT) メモリータイプ :
• 0 = ペリフェラル ( 非キャッシュ可能、非書き込みバッファブル )
• 1 = 正常 ( キャッシュ可能、書き込みバッファブル )
• 2 = 除算 ( キャッシュ不能、バッファリング可能な書き込み )
• 3 = 予約済み

読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

PERM PERMは領域に対するアクセス許可を指定します。 読み出し / 書
き込み

0 MPU の
み

RD RDは読み出し領域フラグです。RD = 1 の場合、mpuaccレジスターへの wrctl
命令は読み出し動作を実行します。

書き込み 0 MPU の
み

WR WRは書き込み領域フラグです。WR = 1 の場合、wrctl命令は mpuaccレジスタ
ーへの書き込み動作を実行します。

書き込み 0 MPU の
み

MASKと LIMITフィールドは相互に排他的です。MASK 変数と LIMIT 変数については mpuacc コ
ントロール・レジスター・フィールドの表を参照してください。

次の項では mpuaccフィールドについて詳しく説明します。

関連情報
• LIMIT フィールド (62 ページ)

• MASK フィールド (61 ページ)

3.4.2.14.1. MASK フィールド

領域に予約されているメモリー量がサイズで定義されている場合、MASKフィールドはメモリー領域の
サイズを指定します。MASKフィールドは、mpubaseレジスターの BASEフィールドと同じビット数で
す。

注意: 未使用の上位ビットまたは下位ビットはゼロとして書き込まれ、ゼロとして読み出されます。

MASK 領域サイズ・エンコーディングの表は、完全な 31 ビットのバイトアドレス空間でのすべての可能
な領域サイズの MASKフィールド・エンコーディングをリストしています。

表 37. MASK 領域サイズ・エンコーディング

MASK エンコーディング 領域サイズ

0x1FFFFFC 256 バイト

0x1FFFFF8 512 バイト

0x1FFFFF0 1 KB

continued...   

(11) このフィールドサイズは可変です。未使用の上位ビットと下位ビットはゼロとして書き込まる必要があります。
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MASK エンコーディング 領域サイズ

0x1FFFFE0 2 KB

0x1FFFFC0 4 KB

0x1FFFF80 8 KB

0x1FFFF00 16 KB

0x1FFFE00 32 KB

0x1FFFC00 64 KB

0x1FFF800 128 KB

0x1FFF000 256 KB

0x1FFE000 512 KB

0x1FFC000 1 MB

0x1FF8000 2 MB

0x1FF0000 4 MB

0x1FE0000 8 MB

0x1FC0000 16 MB

0x1F80000 32 MB

0x1F00000 64 MB

0x1E00000 128 MB

0x1C00000 256 MB

0x1800000 512 MB

0x1000000 1 GB

0x0000000 2 GB

MASKフィールドは次の値を有し、region_sizeはバイト単位です。

MASK = 0x1FFFFFF << log2(region_size >> 6)

3.4.2.14.2. LIMIT フィールド

領域に予約されているメモリー量が上位アドレス制限で定義されている場合、LIMITフィールドはメ
モリー領域の上位アドレス + 1 を指定します。例えば、256 バイトの 小領域サイズを有するバイトア
ドレス 0x4000~0x4fffのメモリー範囲を達成するには、mpubaseレジスターの BASEフィール
ドは 0x40 (0x4000 >> 6) に設定され、LIMITフィールドは 0x50 (0x5000 >> 6) に設定さ
れます。LIMITフィールドは、mpubaseレジスターの BASEフィールドのビット数より 1 ビット多い
ため、mpuaccレジスターのビット 31 は LIMITフィールドで使用できます。

3.4.2.14.3. C フラグ

Cフラグは、MPU 領域のデフォルト・データ・キャッサブルを決定します。Cフラグはデータ領域にのみ適
用されます。命令領域では、Cビットは 0 で書き込まれ、常に 0 として読み出される必要があります。
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データ領域でデータ・キャッシャビリティーが有効の際、システムにデータキャッシュが存在する場合、そ
の領域へのデータアクセスをキャッシュできます。デフォルト・キャッシャビリティーをオーバーライドし、
アドレスを ldio命令または stio命令でキャッシュ不能にできます。

注意: ビット 31 のキャッシュバイパス機能は MPU が存在する場合にサポートされます。キャッシュバイパス
について詳しくは、キャッシュメモリーの項を参照してください。

関連情報
キャッシュメモリー (97 ページ)

3.4.2.14.4. MT フラグ

Mtフラグはフラグは MPU データ領域のデフォルト・メモリータイプを決定します。MTフラグはデー
タ領域でのみ適用されます。命令領域では、MTビットは命令領域で 0 で書き込まれ、常に 0 として読み
だされる必要があります。

データ・キャッシャビリティーがデータ領域で有効の際に、システムにデータキャッシュが存在する場合、
その領域へのデータアクセスをキャッシュできます。デフォルト・キャッシャビリティーをオーバーライド
し、アドレスを ldio命令または stio命令でキャッシュ不能にできます。MT フィールドのエンコーデ
ィングは、MPUACC のビット 5 がキャッシュ可能ビット (0 = キャッシュ不能、1 = キャッシュ可能 )
で、ビット 6 がゼロである、Nios II Classic コア MPU と下位互換性があるようにセットアップされて
います。

注意: ビット 31 のキャッシュバイパスおよびペリフェラルの機能は、MPU が存在する場合にサポートされま
す。キャッシュバイパスについて詳しくは、「キャッシュメモリー」の項を参照してください。

3.4.2.14.5. PERM フィールド

PERMフイールドは許可されたアクセス許可を指定します。

表 38. 命令領域の許可値

値 スーパーバイザー許可 ユーザー許可

0 なし なし

1 実行 なし

2 実行 実行

表 39. データ領域の許可値

値 スーパーバイザー許可 ユーザー許可

0 なし なし

1 読み出し なし

2 読み出し 読み出し

4 読み出し / 書き込み なし

5 読み出し / 書き込み 読み出し

6 読み出し / 書き込み 読み出し / 書き込み

注意: リストされていない表の値は予約されているため、使用できません。予約済みの値を使用すると、結果の
動作は未定義になります。
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3.4.2.14.6. RD フラグ

RDフラグを設定することは、mpuaccレジスターへの wrctl命令が発行されると、MPU 領域の読み
出し動作が実行されることを意味します。詳しくは、MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作の項を参
照してください。RDフラグは rdctl命令で読み出すと常に 0 を返します。

関連情報
MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作 (68 ページ)

3.4.2.14.7. WR フラグ

WRフラグを設定することは、mpuaccレジスターへの wrctl命令が発行されると、MPU 領域の書き
込み動作が実行されることを意味します。詳しくは、「MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作」の項を
参照してください。WRフラグは rdctl命令で書き込むと常に 0 を返します。

注意: RDと WRフラグの両方を 1 に設定すると結果は未定義となります。

関連情報
MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作 (68 ページ)

3.4.2.14.8. eccinj レジスター

eccinjレジスターは ECC をサポートする Nios II プロセッサーの内蔵 RAM ブロックに 1 および
2 ビット・エラーを注入します。エラーを注入すると、ソフトウェアは ECC エラー例外処理コードをテス
トできます。エラーは、パリティービットではなくデータビットに注入されます。eccinjレジスターは、
ECC が存在する場合にのみ使用できます。

表 40. eccinj コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

予約済み DC WB DTCM 3 DTCM 2

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

DTCM 1 DTCM 0 TLB DC DAT DC TAG ICDAT ICTAG RF

ソフトウェアは 1 ビット ECC エラーを注入するために 0x1 を書き込み、2 ビット ECC エラーを
RAM フィールドに注入するために 0x2 を書き込みます。ハードウェアは、エラー注入が発生した後、注
入フィールドの値を 0x0 に設定します。

表 41. eccinj コントロール・レジスター・フィールドの説明

フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

RF レジスターファイルの RAM に ECC エラーを注入します。 読み出し / 書
き込み

0 ECC のみ

ICTAG 命令キャッシュ Tag RAM に ECC エラーを注入します。 読み出し / 書
き込み

0 ECC のみ

ICDAT 命令キャッシュデータ RAM に ECC エラーを注入します。 読み出し / 書
き込み

0 ECC のみ

DCTAG データキャッシュタグ RAM に ECC エラーを注入します。 読み出し / 書
き込み

0

continued...   
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フィールド 説明 アクセス リセット 使用可能

DCDAT データキャッシュデータ RAM に ECC エラーを注入します。注入はデータキャッシュ
または次のラインフィルを書き込む次のストアー命令で発生します。

読み出し / 書
き込み

0

TLB MMU TLB RAM に ECC エラーを注入します。エラーは VPN フィールドのタグ部分
に挿入されます。

読み出し / 書
き込み

0 ECC のみ

DTCM0 DTCM0 に ECC エラーを注入します。注入はこの DTCM を書き込む次のストアー
命令で発生します。

読み出し / 書
き込み

0

DTCM1 DTCM1 に ECC エラーを注入します。注入はこの DTCM を書き込む次のストアー
命令で発生します。

読み出し / 書
き込み

0

DTCM2 DTCM2 に ECC エラーを注入します。注入はこの DTCM を書き込む次のストアー
命令で発生します。

読み出し / 書
き込み

0

DTCM3 DTCM3 に ECC エラーを注入します。注入はこの DTCM を書き込む次のストアー
命令で発生します。

読み出し / 書
き込み

0

DC WB データキャッシュ・ビクティム・ライン・バッファー RAM に ECC エラーを注入します。
注入は、ダーティーラインが書き戻されている際にビクティムバッファー RAM に書
き込まれた 初のワードに発生します。

読み出し / 書
き込み

0

エラーの注入時について詳しくは、「ECC の使用」を参照してください。

関連情報
ECC の機能 (70 ページ)

3.4.3. シャドー・レジスター・セット

Nios II プロセッサーはオプションで 1 つ以上のシャドー・レジスター・セットがあります。シャドー・レジ
スター・セットは Nios II 汎用レジスターの完全な代替セットであり、割り込みサービスルーチン (ISR)
用の個別のランタイム・コンテキストの維持に使用します。

シャドー・レジスター・セットが実装されていると、status.CRSは現在使用中のレジスターセットを表
示します。Nios II コアは 大 63 個のシャドー・レジスター・セットを有することができます。シャドー・レ
ジスター・セット数を n に設定した場合、シャドー・レジスター・セットは 1 ~ n の数になります。レジス
ターセット 0 は通常のレジスターセットです。

シャドー・レジスター・セットはまさに通常のレジスターセットと同様に動作します。現在使用中のレジス
ターセットは、status.CRSを調べることでのみ決定できます。

注意: シャドー・レジスター・セットと EIC インターフェイスが Nios II コアに実装されている場合は、ソフトウ
ェアが Nios II EDS バージョン 9.0 以降で構築されている必要があります。前バージョンでは、シャド
ー・レジスター・セットと互換性のない eret命令が実装されていました。

シャドー・レジスター・セットは一般的に EIC インターフェイスと組み合わせて使用されます。この組み合
わせにより、実質的に割り込みレイテンシーが短縮されます。

EIC インターフェイスの使用の詳細については、「例外プロセス」項を参照してください。

システム・ソフトウェアは、status.PRSの設定および rdprs命令と wrprs命令の使用により、任
意のシャドー・レジスター・セットからの読み出しおよびシャドー・レジスター・セットへの書き込みができ
ます。

rdprs命令と wrprs命令の詳細については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の
「命令セット・リファレンス」の章を参照してください。
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関連情報
• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

• 例外処理 (74 ページ)

3.4.3.1. sstatus レジスター

sstatusレジスターな対は外部割り込み処理の間、Nios II プロセッサーのステートを保持します。
sstatusレジスターの値はプロセッサーのリセット時に未定義です。一部のビットはプロセッサーの
特定の機能により排他的に使用されます。

The sstatusレジスターは各シャドー・レジスター・セットの汎用レジスター r30に物理的に格納さ
れます。通常のレジスターセットには sstatusレジスターがありませんが、各シャドー・レジスター・セ
ットには個別の sstatusレジスターがあります。

表 42. sstatus コントロール・レジスター・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

SRS 予約済み RSIE NMI PRS

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

CRS IL IH EH U PIE

表 43. sstatus コントロール・レジスター・フィールドの説明

ビット 説明 アクセス リセット 使用可能

SRS (12) SRSはスイッチ・レジスター・セットです。外部割り込み
が発生した際、割り込みがプロセッサーが異なるレジス
ターセットへ切り替えることを必要とする場合に、プロ
セッサーは SRSを 1 に設定します。

読み出し / 書き
込み

未定義 EIC インターフェ
イスおよびシャド
ー・レジスター・セ
ットのみ

RSIE RSIEはレジスターセット割り込みイネーブルビットで
す。このビットを 1 に設定すると、プロセッサーは現在
使用中のレジスターセットを要求する外部割り込みを
処理できます。0 に設定すると、このビットはそのような
割り込みの処理を許可しません。

読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

NMI NMIはマスク不能な割り込みモードビットです。プロセ
ッサーは、マスク不能割り込みを受け取ると NMIを 1
に設定します。

読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

PRS (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

CRS (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

IL (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

IH (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

continued...   

(12) EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットが存在しない場合、SRSは常に 0 として読み出され、プロセ
ッサーはそれに応じて動作します。
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ビット 説明 アクセス リセット 使用可能

EH (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

U (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

PIE (13) 読み出し / 書き
込み

未定義 (13)

EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットの両方が実装されている場合は、Nios II コアには
sstatusレジスターが存在します。が存在します。各シャドー・レジスター・セットには、sstatusレジ
スターのコピーが 1 つあります。

Nios II プロセッサーが割り込みを受け取る際、シャドー・レジスター・セットが要求され (RRS = 0)、
MMU が例外ハンドラーモード (status.EH = 0) にない場合、プロセッサーは statusレジスタ
ーを sstatusレジスターにコピーします。

RRS について詳しくは、「要求されるレジスターセット」を参照ししてください。

status.EHについて詳しくは、例外を受け取った後の Nios II プロセッサー・ステータスの表を参照
してください。

関連情報
• status レジスター (49 ページ)

• 例外とプロセッサー・ステータス (89 ページ)

• 要求されるレジスターセット (80 ページ)

• status レジスター (49 ページ)

3.4.3.1.1. レジスターセットの変更

status.CRSを変更するとすぐに Nios II プロセッサーは別のレジスターセットに切り替えます。た
だし、ソフトウェアは status.CRSに直接書き込むことはできません。status.CRSを変更するに
は、保存した statusレジスターのコピーに目的の値を挿入し、次のように eret命令を実行します。

• プロセッサーが現在通常のレジスターセットで実行している場合、estatus.CRSに新しいレジ
スターセットの番号を挿入し、eretを実行します。

• プロセッサーが現在通常のシャドー・レジスター・セットで実行している場合、sstatus.CRSに新
しいレジスターセットの番号を挿入し、eretを実行します。

eretを実行してレジスターセットを変更する前に、システム・ソフトウェアはシャドー・レジスター・セッ
ト内のレジスターが破損しないように、個々の外部割り込みマスクを正しく設定する必要があります。割
り込みがレジスターセットに割り当てられている場合、システム・ソフトウェアは次のいずれかの条件を
満たしてる必要があります。　　

• ISR がレジスター内容を保持するために書き込まれている

• 個々の割り込みが無効になる。個々の外部割り込みへの無効化の方法は EIC の実装に固有であ
る。

(13) status コントロール・レジスター・フィールドの説明をン参照してください。
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3.4.3.1.2. スタック・レジスターセットおよびシャドー・レジスター・セット

システム要件に応じて、システム・ソフトウェアは、各レジスターセットに対して専用スタックを作成した
り、いくつかのレジスターセット間でスタックを共有したりすることができます。スタックが共有されてい
る場合、システム・ソフトウェアはレジスターセットが変更されるたびに、スタックポインターをコピーす
る必要があります。rdprs命令を使用して、現在のレジスターセットと別のレジスターセットの間に、ス
タックレジスターをコピーします。

3.4.3.2. シャドー・レジスター・セットの初期化

初期化時に、システム・ソフトウェアはシャドー・レジスター・セットでソフトウェアが正常に機能するよう
に、次のタスクを実行する必要があります。

• gpレジスターを通常のレジスターセットで初期化した後、それをすべてのシャドー・レジスター・セッ
トにコピーし、すべてのコードが小さなデータセクションを正しくアドレス指定できるようにします。

• wrprs命令を使用して、zeroレジスターを通常のレジスターセットからすべてのシャドー・レジス
ター・セットにコピーします。

3.5. MPU の機能

この項では、MPU 初期化と MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作の基本的な概要を説明します。

3.5.1. MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作

MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作は、mpubaseおよび mpuaccコントロール・レジスターを
介して MPU 領域の属性にアクセスします。MPU 領域の属性には、mpubase.BASE、
mpuacc.MASK、mpuacc.LIMIT、mpuacc.C、および mpuacc.PERMフィールドが含まれます。

MPU 領域の読み出し動作は、領域の属性での現在の値を取得します。各 MPU 領域読み出し動作は、次
の動作から成ります。

• mpubase.INDEXと mpubase.Dフィールドが MPU 領域を識別する設定ように設定された
状態での mpubaseレジスターへの wrctl命令の実行

• mpuacc.RDフィールドを 1 に設定し、mpuacc.WRフィールドをゼロにクリアーした状態での
mpuaccレジスターへの wrctl命令の実行。この動作は mpubaseレジスターと mpuaccレ
ジスターの値をロードする

• mpubaseレジスターへの rdctl命令を実行し、ロードした mpubaseレジスター値を読み出す

• mpuaccレジスターへの rdctl命令を実行し、ロードした mpuaccレジスター値を読み出す

MPU 領域の読み出し動作では mpubase.BASE、mpuacc.MASKまたは mpuacc.LIMIT、
mpuacc.C、および mpuacc.PERMの値を取得します。

注意: mpubaseレジスタの値は、mpuaccレジスターへの wrctl命令が実行されるまで実際には取得さ
れません。
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MPU 領域の書き込み動作は領域の属性の新しい値を設定します。各 MPU 領域の書き込み動作は、次
の動作から成ります。

• mpubase.INDEXと mpubase.Dフィールドが MPU 領域を識別する設定ように設定された
状態での mpubaseレジスターへの wrctl命令の実行

• mpuacc.WRフィールドを 1 に設定し、mpuacc.RDフィールドをゼロにクリアーした状態での
mpuaccレジスターへの wrctl命令の実行

MPU 領域の書き込み動作では、MPU 領域での新しい属性として mpubase.BASE、mpuacc.MASK
または mpuacc.LIMIT、mpuacc.C、および mpuacc.PERMの値を設定します。

通常、wrctl命令はパイプラインをフラッシュし、コントロール・レジスターの書き込みによる影響が
wrctl命令実行の完了直後に発生することを保証します。ただし、wrctl命令は mpubaseと
mpuaccコントロール・レジスターが自動的にパイプラインをフラッシュしないように指示します。代わ
りに、システム・ソフトウェアは、必要に応じて ( パイプラインをフラッシュするレジスターに flushp
命令または wrctl命令を使用して ) パイプラインをフラッシュする役割があります。コンテクストスイ
ッチは、通常、新しいスレッド用に MPU 領域を再プログラミングする必要があるため、各 wrctl命令
でパイプラインをフラッシュすると不要なオーバーヘッドが発生します。

3.5.2. MPU の初期化

システム・ソフトウェアは、この章の「メモリー領域」の項で説明する領域情報を含んだデータ構造を、各
アクティブスレッドに提供する必要があります。データ構造には、理想的には、mpubaseおよび
mpuaccレジスター・フォーマットに対応する 2 つの 32 ビット値が含まれています。

システムリセット時に MPU は無効になります。MPU を使用可能にする前に、アルテラはすべての MPU
領域を初期化することを推奨します。目的の命令およびデータ領域を有効にするには、この章の「MPU
領域の読み出しおよび書き込み動作」の項に記載のとおりに、各領域の属性を mpubaseおよび
mpuaccレジスターに書き込みます。未使用領域も無効にする必要があります。領域サイズを使用する
場合、mpuacc.MASKをゼロにクリアーします。制限を使用する場合は、mpubase.BASEをゼロ以
外の値に設定し、 mpuacc.LIMITを 0 にクリアーします。

注意: 少なくとも 1 つの命令と 1 つのデータ領域を有効にする必要があり、有効にしない場合は予期しない
動作が発生する可能性があります。

コンテキスト・スイッチを実行するには、wrctlを使用して configレジスターの PEフィールドにゼ
ロを書き込んで MPU を無効にし、新しいスレッドのデータ構造からすべての MPU 領域を定義し、別の
wrctlを使用して config.PEMPU を有効にします。

この章の「MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作」で説明のある、wrctl命令のペアを使用して各
領域を定義します。必要なすべての領域が定義されるまで、このデュアル wrctl命令シーケンスを繰り
返します。

関連情報
• MPU 領域の読み出しおよび書き込み動作 (68 ページ)

• メモリー領域 (44 ページ)

3.5.3. デバッガーアクセス

デバッガーは通常の wrctlと rdctl命令を使用してすべての MPU に関連のあるコントロール・レ
ジスターにアクセスできます。デバッグ中、Nios II は MPU を無視し、一時的に無効にします。
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3.6. ECC の機能

3.6.1. ECC の有効化

システムリセット時に ECC は無効になります。ECC を有効にする前に、偽作の ECC エラーを回避する
ために Nios II RAM ブロックを初期化します。

Nios II プロセッサーは、命令キャッシュ RAM を初期化する各キャッシュラインで INITI命令を実行
します。ラインが無効の場合は検出された ECC エラーが無視されるため、RAM は特別な初期化を必要
としません。つまり、INITI命令がタグ RAM を初期化した後に、ラインは無効になります。

すべてのレジスター ( レジスター 0 を除く ) に書き込む Nios II プロセッサーの命令は、レジスターフ
ァイルの RAM ブロックを初期化します。シャドー・レジスター・セットが存在する場合、このステップは、
WRPRS命令を使用してシャドー・レジスター・セット内のすべてのレジスターに対して実行されます。

すべての TLB RAM の位置を書き込む Nios II プロセッサーの命令は、MMU TLB RAM を初期化し
ます。この RAM は特別な初期化が必要ありません。

3.6.1.1. ECC の無効化

ソフトウェアの ECC を無効にするには、CONFIG.ECCENに 0 を書き込みます。ソフトウェアは、
ECC が無効になっても ECC パリティービットが RAM ブロックに書き込まれるため、ECC が保護する
RAM の再初期化なしで ECC を無効にすることができます。

3.6.2. ECC エラーの処理

ECC エラーの例外は回復不可能な ECC エラーが検出されると発生します。ECC エラーから回復する
ためのソフトウェアの能力はエラーの性質により異なります。

通常、TLB はメインメモリー ( SDRAM など ) に格納されたオペレーティング・システムのページテー
ブルのソフトウェア管理のキャッシュであるため、ソフトウェアは回復不可能な MMU TLB ECC エラー
(2 ビット・エラー ) から回復することができます。ソフトウェアは TLB エントリーを無効にでき、ECC
エラーの例外から受け取った命令に戻って、ページテーブルから TLB エントリーをロードするために
TLB の誤ったコードを実行します。

一般に、レジスターファイルの正しい値が分からないため、ソフトウェアはレジスターファイルの ECC
エラー (2 ビット・エラー ) から回復できません。例外ハンドラーが関連する 2 ビット ECC エラーのあ
るレジスターを読み出すと、別の ECC エラーが発生し例外ハンドラーループが起こる可能性がありま
す。

例外ハンドラーループは、ネスト式例外処理の準備が整う前に例外ハンドラーに ECC エラーの例外が
発生することで起こります。発生または例外ハンドラーループを 小限に抑えるには、 ECC エラー例外
ハンドラーコードを通常のキャッシュ可能メモリーに配置し、すべてのデータアクセスがキャッシュ不能
なメモリーにあることを確認し、レジスターの読み出しを 小限にします。

ECC エラー信号 (ecc_event_bus) は、可能なハンドラーループの検出や Nios II プロセッサー
のリセットのための外部ロジックの EEH信号を提供します。

3.6.3. ECC エラーの注入

この項では、ECC が有効になり、割り込みがコードシーケンスの期間に無効になると仮定して、各 ECC
保護の RAM に ECC エラーを注入するためのコードシーケンスについて説明します。
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3.6.3.1. 命令キャッシュタグ RAM

1. JMP 命令までのすべてのコードが同じ命令キャッシュラインにあるか、ITCM に配置されているか
を確認します。

2. FLUSHI命令を使用して、実行中のコードを含むライン以外の命令キャッシュラインをフラッシュ
します。

3. FLUSHP命令を使用してパイプラインをフラッシュします。

4. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.ICTAGを INJSまたは INJDに設定します。この設定によ
り、ECC エラーは次のラインフィルの開始時に発生します。

5. JMP命令を使用して、フラッシュフィルの命令アドレスにジャンプします。

6. ECC エラーは、ラインフィルの開始時にタグ RAM を書き込む際に注入されます。

7. RDCTL命令を使用して、ECCINJ.ICTAGの値が NOINJであることを確認します。

8. ECC エラーは、JMP命令のターゲットの後にトリガーされます。

3.6.3.2. 命令キャッシュデータ RAM

1. JMP 命令までのすべてのコードが同じ命令キャッシュラインにあるか、ITCM に配置されているか
を確認します。

2. FLUSHI命令を使用して、実行中のコードを含むライン以外の命令キャッシュラインをフラッシュ
します。

3. FLUSHP命令を使用してパイプラインをフラッシュします。

4. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.ICDATを INJSまたは INJDに設定します。この設定によ
り、ECC エラーは次のラインフィルの開始時に発生します。

5. JMP命令を使用して、フラッシュされたラインの命令アドレスにジャンプします。

6. ECC エラーは、ラインフィルの開始時にタグ RAM を書き込む際に注入されます。

7. RDCTL命令を使用して、ECCINJ.ICDATの値が NOINJであることを確認します。

8. JMP命令のターゲットを 2 回 (1 回目は ECC エラーを挿入し、2 回目はトリガーされます ) 実
行します。

3.6.3.3. ITCM

Nios II で実行中のソフトウェアは、Nios II が ECC エラーの訂正時に ITCMのみを書き込むため、
直接 ITCMに ECC エラーを注入できません。ITCMに ECC を注入するには、TCM RAM も DTCMマ
スターに接続する必要があります。Nios II が提供する DTCMエラーの注入メカニズム ( つまり、
ECCINJレジスター ) は、TCM RAM にエラーを注入するために次のように使用されます。

1. WRCTL命令を使用して ECCINJを設定し、ITCMに接続された DTCMに ECC エラーを注入す
るようにします。

2. STW命令を使用して DTCMを書き込みます。

3. RDCTL命令を使用して、WRCTLによって書き込まれた ECCINJフィールドの値が NOINJであ
ることを確認します。

4. JMP命令を使用して、ITCM の命令アドレスにジャンプします。

5. ECC エラーは JMP命令のターゲットでトリガーされる必要があります。
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3.6.3.4. レジスターファイル RAM ブロック

1. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.RFを INJSまたは INJD( 必要に応じて) 設定します。

2. R0以外の任意のレジスターを書き込む任意の命令を実行します。

3. RDCTL命令を使用して、ECCINJ.RFの値が NOINJであることを確認します。

4. 命令を使用して、OR rd, r0, rx ( この rxは前のステップで書き込まれたレジスターを指し
ます ) といった rA から目的のレジスターを読み出します。この動作により、ECC エラーがトリガー
されます。

5. 命令を使用して、OR rd, rx, r0 ( この rxは前のステップで書き込まれたレジスターを指し
ます ) といった rB から目的のレジスターを読み出します。

3.6.3.5. データ・キャッシュ・タグ RAM

1. データアドレスからの LOAD命令を使用して、キャッシュ内のラインを得ます。このラインはクリー
ンされる必要があります。

2. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.DCTAGを INJSまたは INJDに設定します。

3. そのラインにマップされたデータアドレスから STORE命令を使用します。STORE命令はデータキ
ャッシュ内でヒットし、ダーティービットをセットするタグ RAM を書き込む必要があります。

4. ECC エラーはタグ RAM が書き込まれる際に注入されます。

5. RDCTL命令を使用して、ECCINJ.DCTAGの値が NOINJであることを確認します。ECCINJを
回避するために、RDCTLの前に FLUSHP命令を使用します。

6. 同じラインに別の LOADまたは STORE命令を実行します。

7. ECC エラーはこの 2 番目の LOAD/STORE命令でトリガーされる必要があります。

3.6.3.6. データキャッシュ・データ RAM ( クリーンライン )

1. FLUSHDA命令を使用してラインがデータキャッシュにないことを確認します。

2. LOAD命令を使用してデータ・キャッシュ・ラインをロードします。

3. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.DCDATフィールドを INJSまたは INJDに設定します。

4. LOAD命令を使用して、データ・キャッシュ・ラインのアドレスにエラーを注入します。

5. RDCTL命令を使用して、ECCINJへの WRCTLによって書き込まれたフィールドの値が NOINJ
であることを確認します。ECCINJの RAW ハザードを回避するために、RDCTLの前に FLUSHP
を使用します。

6. 同一アドレスからの LOAD命令を使用します。

7. ECC エラーは LOAD命令でトりがーされる必要があります。

3.6.3.7. データキャッシュ・データ RAM ( ダーティーライン )

1. LOAD命令を使用してデータ・キャッシュ・ラインをロードします。

2. WRCTLを使用して、ECCINJ.DCDATフィールドを INJSまたは INJD ( 必要に応じて ) を設
定します。

3. データ・キャッシュ・ラインのアドレスに STORE命令を使用します。
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4. RDCTL命令を使用して、ECCINJへの WRCTLによって書き込まれたフィールドの値が NOINJ
であることを確認します。ECCINJの RAW ハザードを回避するために、RDCTLの前に FLUSHP
を使用します。

5. 同一アドレスからの LOAD命令を使用するか、ダーティーラインのライトバック ( FLUSHDA命令
など ) をトリガーします。

6. ECC エラーは、ダーティーラインのライトバック中に検出されない限り、LOAD命令でトリガーする
必要があります。ダーティラインののライトバックでは、ECC エラーは後に未定義数の命令をトリガ
ーします。

3.6.3.8. データキャッシュ・ビクティム・ライン・バッファー RAM

1. LOAD命令を使用してデータ・キャッシュ・ラインをロードします。

2. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.DCWBフィールドを INJSまたは INJD ( 必要に応じて ) に
設定します。

3. データ・キャッシュ・ラインのアドレスに STORE命令を使用します。

4. RDCTL命令を使用して、ECCINJへの WRCTLによって書き込まれたフィールドの値が NOINJ
であることを確認します。ECCINJRAW ハザードを回避するために、RDCTLの前に FLUSHPを
使用します。

5. 同一アドレスからの LOAD命令を使用するか、ダーティーラインのライトバック ( FLUSHDA命令
など ) をトリガーします。

6. ECC エラーは、ダーティーラインのライトバック中に検出されない限り、LOAD命令でトリガーする
必要があります。ダーティラインののライトバックでは、ECC エラーは後に未定義数の命令をトリガ
ーします。

3.6.3.9. DTCM

1. WRCTL命令を使用して、目的の DTCMのために ECCINJ.DTCMフィールドを INJSまたは
INJDに設定します。　

2. STW命令を使用して DTCMのアドレスを書き込みます。

3. RDCTL命令を使用して、ECCINJへの WRCTLによって書き込まれたフィールドの値が NOINJ
であることを確認します。

4. DTCMの同一アドレスから LOAD命令を使用します。

5. ECC エラーは LOAD命令でトリガーされる必要があります。

3.6.3.10. MMU TLB RAM

1. WRCTL命令を使用して、ECCINJ.TLBを INJSまたは INJDに設定します。

2. WRCTL命令を使用して TLB エントリーを書き込みます。ECC エラーはこの時点で注入され、任意
の関連する uTLB エントリーがフラッシュされます。

3. RDCTL命令を使用して、ECCINJ.TLBの値が NOINJであることを確認します。
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4. ハードウェアに (uTLB にコピーされた ) TLB エントリーを読み出させる命令 / データアクセスを
実行し、この時点で ECC デコーダーが ECC エラーを検出するひつようがあります。あるいは、TLB
のソフトウェア読み出しを (TLBMISC.RDを 1 に書き込むことによって ) 開始します。　　　

5. ソフトウェア読み出しが開始されると、TLBMISC.EEフィールドはソフトウェア読み出しをトリガ
ーした WRCTLの後の任意の命令で、 1 に設定される必要があります。

6. ハードウェアの読み出しが開始されると、ハードウェアの読み出し後に 初の命令で ECC エラー
がトリガーされます。

3.7. 例外処理

例外処理は、例外に応答し、可能であれば例外前の実行ステートに戻す機能です。

すべての Nios II の例外は正確です。例外を処理した後、正確な例外は必要に応じてシステムソフトウ
ェアが命令を再実行できるようにします。

3.7.1. 用語

アルテラの Nios II の資料では、例外処理について次の専門用語を使用して説明します。

• 例外 — プロセッサーの内部または外部のいずれかにイベントによって引き起こされる、例外のプ
ログラムの通常フローからの制御の転送で、即時の注意が必要である。

• 割り込み — 外部デバイスからの明示的な要求信号によって引き起こされる例外。ハードウェア割
り込み

• 割り込みコントローラー — 外部デバイスからの要求信号を割り込むためにプロセッサーをインタ
ーフェイスするハードウェア

• 内部コントローラー — Nios II プロセッサーに内蔵されている非ベクター割り込みコントローラ
ー。内部割り込みコントローラーは Nios II プロセッサーのすべてのリビジョンで使用できる。

• ベクター割り込みコントローラー (VIC) — アルテラが提供する外部割り込みコントローラー

• 例外 ( 割り込み ) レイテンシー — 例外を発生させるイベント ( 割り込み要求の挿入 ) とハンド
ラーアドレスでの 初の命令の実行との間の経過時間

• 例外 ( 割り込み ) 応答時間 — 例外を発生させるイベント ( 割り込み要求の挿入 ) とノンオーバ
ーヘッド例外コードの実行、つまり例外タイプ ( デバイス) に特化したものとの間の経過時間

• グローバル割リ込み — 内部割り込みおよびマスク可能外部割り込みを含むが、マスク不能割り込
みは含まない Nios II プロセッサーのすべてのマスク可能な例外

• ワーストケース・レイテンシー — 大無効時間または 大のマスクされた時間と仮定する、また、
マスク時間 / 無効時間の開始時に例外 ( 割り込み ) が発生したと仮定した、例外 ( 割り込み )
レイテンシーの値

• 大無効時間 — システムが無効になったマスク可能割り込みを使用して費やす 大連続時間

• 大マスク時間 — システムがマスクされるシングル割り込みを使用して費やす 大連続時間

• シャドー・レジスター・セット — Nios II 汎用レジスターの完全な代替セットで、ISR 用の別のラン
タイム・コンテキストを維持するために使用される。
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3.7.2. 例外の概要

それぞれの Nios II の例外は、次のいずれかに分類されます。

• リセット例外—Nios II プロセッサーがリセットされると発生します。制御は、Nios II プロセッサ
ーの IP コア・セットアップ・パラメーターで指定するリセットアドレスに転送されます。

• ブレーク例外—JTAG デバッグモジュールが制御を要求すると発生します。制御は、Nios II ロセッ
サーの IP コア・セットアップ・パラメーターで指定するブレークアドレスに転送されます。

• 割り込み例外—ペリフェラルがサービスを必要とする状態を通知すると発生します。

• 命令関連例外—Nios II の例外の表に記載されているように、いくつかの内部条件が発生すると、
発生します。制御は Nios II プロセッサーの IP コア・セットアップ・パラメーターで指定した例外ア
ドレスに転送されます。

次の表の列で、例外についての情報を特定しています。

• 例外—例外の名前を表します。

• タイプ—例外タイプを指定します。

• 可能—例外サポートが存在するのがいつかを指定します。

• 原因—exception.CAUSEフィールドを書き込む例外の exceptionレジスターの CAUSE
フィールドの値を指定します。

• アドレス—命令か例外に関連するデータアドレスかを指定します。

• ベクター—例外が発生した際に、プロセッサーが制御を渡す例外ベクターアドレスを指定します。

表 44. Nios II の例外 ( プライオリティー順 )

例外 タイプ あり 原因 アドレス ベクター

リセット リセット 常時 0 リセット

ハードウェア・ブレーク ブレーク 常時 — ブレーク

プロセッサー専用リセット要求 リセット 常時 1 リセット

ECC データキャッシュ・ライトバッ
ク・エラー

命令関連 ECC およびデータキャッシ
ュ

22 一般例外

内部割り込み 割り込み 内部割り込みコントローラ
ー

2 ea–4 (15) 一般例外

外部マスク不能割り込み 割り込み 一般例外 — ea–4 (15) 要求ハンドラ
ーアドレス(16)

外部マスク可能割り込み 割り込み 外部割り込みコントローラ
ー・インターフェイス

2 ea–4 (15) 要求ハンドラ
ーアドレス(16)

ECC TLB エラー ( 命令 ) 命令関連 MMU および ECC 18 ea–4 (15) 一般例外

スーパーバイザー専用命令アドレ
ス(14)

命令関連 MMU 9 ea–4 (15) 一般関連

高速 TLB ミス ( 命令 )(14) 命令関連 MMU 12 pteaddr.VPN、ea–4
(15)

高速 TLB ミ
ス 例外

ダブル TLB ミス ( 命令 )(14) 命令関連 MMU 12 pteaddr.VPN、ea–4
(15)

一般関連

TLB 許可違反 ( 実行 )(14) 命令関連 MMU 13 pteaddr.VPN、 ea–
4 (15)

一般例外

continued...   

3. ソフトウェア・プログラミング・モデル
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

75

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


例外 タイプ あり 原因 アドレス ベクター

ECC レジスター・ファイル・エラー 命令関連 ECC 20 ea–4 (15) 一般例外

MPU 領域違反 ( 命令 )(14) 命令関連 MPU 16 ea–4 (15) 一般例外

バス命令フェッチエラー M コア 23 ea–4 (15) 一般例外

ECC フェッチエラー ( 命令フェッ
チ )

ECC および ITCM 19 ea–4 (15) 一般例外

ECC レジスター・ファイル・エラー ECC 20 ea–4 (15) 一般例外

スーパーバイザー専用命令 命令関連 MMU or MPU 10 ea–4 (15) 一般例外

トラップ命令 命令関連 常時 3 ea–4 (15) 一般例外

不正命令 命令関連 不正命令検出オン、MMU、
または MPU

5 ea–4 (15) 一般例外

未実装命令 命令関連 常時 4 ea–4 (15) 一般例外

ブレーク命令 命令関連 常時 — ba–4 (15) ブレーク

スーパーバイザー専用データアド
レス

命令関連 MMU 11 badaddr ( データアド
レス )

一般例外

ミスアライメント・データアドレス 命令関連 不正メモリーアクセス検出
オン、MMU、または MPU

6 badaddr ( データアド
レス )

一般例外

ミスアライメント・デスティネーショ
ン・アドレス

命令関連 不正メモリーアクセス検出
オン、MMU、または MPU

7 badaddr ( デスティネ
ーション・アドレス )

一般例外

ECC TLB エラー ( データ ) 命令関連 MMU および ECC 18 badaddr (データアド
レス )

一般例外

除算エラー 命令関連 除算エラー検出オン 8 ea–4 (15) 一般例外

高速 TLB ミス ( データ ) 命令関連 MMU 12 pteaddr.VPN、
badaddr ( データアド
レス )

高速 TLB ミ
ス例外

ダブル TLB ミス ( データ ) 命令関連 MMU 12 pteaddr.VPN、
badaddr ( データアド
レス )

一般例外

TLB 許可違反 ( 読み出し ) 命令関連 MMU 14 pteaddr.VPN、
badaddr ( データアド
レス )

一般例外

TLB 許可違反 ( 書き込み ) 命令関連 MMU 15 pteaddr.VPN、
badaddr ( データアド
レス )

一般例外

MPU 領域違反 ( データ ) 命令関連 MPU 17 badaddr ( データアド
レス )

一般例外

バスデータ領域違反 M コア 24 badaddr ( データアド
レス )

一般例外

ECC データエラー ECC ( およびデータキャッ
シュ OR DTCM)

21 badaddr ( データアド
レス )

一般例外

(14) どの命令フェッチでもこの例外が発生する可能性があります。
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関連情報
• 要求されるハンドラーアドレス (80 ページ)

• 汎用レジスター (46 ページ)

3.7.3. 例外レイテンシー

例外レイテンシーはシステムがどの位迅速に例外に応答できるかを指定します。例外レイテンシーは例
外のタイプ、ソフトウェアとハードウェア・コンフィグレーション、およびプロセッサー・ステートにより異
なります。

3.7.3.1. 割り込みレイテンシー

割り込みコントローラーは割り込みを個別にマスクできます。各割り込みは異なる 大マスク時間を有
します。割り込み i でのワーストケース割り込みレイテンシーは割り込みの 大マスク時間または 大
無効時間の大きい方で決定されます。

3.7.4. 例外のリセット

プロセッサーのリセット信号がアサートされると、Nios II プロセッサーは次の手順を実行します。

1. status.RSIEを 1 に設定し、statusレジスターのその他のフィールドすべてをクリアーしま
す。

2. リセットベクターに関連付けられた命令キャッシュラインを無効にします。

3. リセットベクターにあるリセットハンドラーの実行を開始します。

注意: すべての割り込みではない例外ハンドラーは、通常のレジスターセットで実行する必要があります。

status.PIEフィールドをクリアーすると、マスク可能割り込みが無効になります。MMU または
MPU が存在する場合、status.Uフィールドをクリアーすると、プロセッサーは強制的にスーパーバイ
ザー・モードに入ります。

注意: マスク不能割り込み (NMI) は status.PIEの影響を受けず、リセット例外の処理中に受け取ること
ができます。

リセット・キャッシュ・ラインの無効化は、リセットコードの命令フェッチがキャッシュされないメモリーか
ら行われることを保証します。

リセットベクターに関連する命令キャッシュラインとは別に、キャッシュメモリーの内容はリセット後に
不確定になります。リセット後にキャッシュ・コヒーレンシーを確保するには、リセットベクターで配置し
たリセットハンドラーが命令キャッシュを直ちに初期化する必要があります。次に、リセットハンドラーま
たは後続のルーチンのいずれか、データキャッシュを初期化する必要があります。

(15) eaおよび baレジスターの説明については、Nios II 汎用レジスター の表を参照してください。

(16) 要求ハンドラーアドレスの説明については、この章の「要求ハンドラーアドレス」の項を参照してください。
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リセット状態は、他のすべてのシステム・コンポーネントでは定義されません。

• 通常のレジスターセットの zero (r0) を除く汎用レジスター。これは永続的にゼロです。

• statusを除くコントロール・レジスター。status.RSIEはリセット 1 で、保持されるフィール
ドは 0 にリセットされます。

• 命令およびデータメモリー

• リセットベクターに関連する命令キャッシュライン以外のキャッシュメモリー

• ペリフェラル。適切なペリフェラル・データシートまたはリセット条件の仕様を参照してください。

• カスタム命令ロジック

• Nios II C-to-Hardware (C2H) アクセレーション・コンパイラー・ロジック

詳しくは、「Nios II Custom Instruction User Guide」の「reset conditions」を参照してください。

関連情報
Nios II Custom Instruction User Guide

3.7.5. ブレーク例外

ブレークは、デバッギングの目的のためにプログラムの通常の実行フローから制御の転送することです。
ソフトウェア・デバッグ・ツールは、JTAG デバッグモジュールを介して Nios プロセッサーの制御を取る
ことができます。

ブレーク処理とは、ソフトウェア・デバッグ・ツールがブレークポイントやウォッチポイントなどのデバッ
グおよび検証機能を実装する方法です。ブレーク処理は例外処理の一つの種類ですが、ブレーク・メカイ
ズムは一般的な例外処理とは独立しています。ブレークは例外処理中に発生し、例外ハンドラーをデバ
ッグするためにデバッグツールを有効にします。

プロセッサーは次のいずれかの条件下でブレーク処理ステートを入力します。

• プロセッサーは break命令を実行する ( ソフトウェア・ブレークと呼ばれる )

• JTAG デバッグはハードウェア・ブレークをアサートする

3.7.5.1. ブレークの処理

ブレークにより、プロセッサーは次の手順を実行します。

1. statusレジスターの内容を bstatusに格納します。

2. status.PIEをゼロにクリアーし、マスク可能割り込みを無効にします。

注意: マスク不能割り込み (NMIs) は status.PIEによる影響を受けず、ブレーク例外のプロセス中に行
われます。

1. ブレーク後の命令のアドレスを通常のレジスターセットの baレジスター(r30)に書き込みます。

2. システムに MMU または MPU がある場合は、プロセッサーを強制的にスーパーバイザー・モード
にするように status.Uをゼロにクリアーします。

3. システムに MMU がある場合は、プロセッサーが例外を処理中であることを示すように
status.EHを 1 に設定します。

4. status.CRSを status.PRSにコピーし、次に status.CRSを 0 に設定します。

5. Nios II Processor パラメーター・エディターで指定されたブレークベクターに格納されているブ
レークハンドラーに実行を転送します。
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注意: ブレークハンドラーを含むすべての割り込みではない例外ハンドラーは、通常のレジスターセットで実
行する必要があります。

3.7.5.2. レジスター使用法について

通常のレジスターセットの bstatusコントロール・レジスターおよび汎用レジスター bt (r25) と
ba (r30) は、デバッグ用に予約されています。コードはこれらのレジスターへの書き込みを妨げられま
せんが、デバッグコードで値が上書きされる可能性があります。ブレークハンドラーは、bt (r25) を使
用して追加レジスターを節約します。

3.7.5.3. ブレークからの復帰

ブレークの処理後、ブレークハンドラーは bret命令を実行することでプロセッサーの制御を解除しま
す。bret命令は、bstatusの内容をコピーして statusを復元し、通常のレジスターセットの baレ
ジスター (r30) のアドレスにプログラムの実行を戻します。btと baのほかに、すべてのレジスターは
ブレークハンドラーから復帰してブレーク前の状態に戻されることが保証されています。

3.7.6. 割り込み例外

ペリフェラルデバイスは割り込み要求 (IRQ) 信号によって割り込みを要求することができます。IRQ は
割り込みコントローラーを介して Nios II プロセッサーとインターフェイスします。次の割り込みコント
ローラーのオプションのいずれかを使用して、Nios II プロセッサーをコンフィグレーションできます。

• 外部割り込みコントローラー・インターフェイス

• 内部割り込みコントローラー

3.7.6.1. 外部割り込みコントローラー・インターフェイス

Nios II EIC インターフェイスを使用すると、Nios II プロセッサーが外部割り込みコントローラーのコ
ンポーネントに接続できます。EIC は、IRQ 信号を監視して優先順位を付け、Nios II プロセッサーに
提示する割り込みを判断します。EIC はソフトウェアで設定できます。

Nios II プロセッサーは EIC の特定の実装に依存しません。EIC 構成の程度と EIC 構成の方法は実
装固有のものです。この項では、EIC インターフェイスと EIC の一般的な機能について説明します。使用
方法の詳細については、システムの特定の EIC の資料を参照してください。

IRQ がアサートされると、EIC は次の情報を Nios II プロセッサーに提供します。

• 要求されるハンドラーアドレス (RHA)—この項の「要求されるハンドラーアドレス」のセクションを
参照してください。

• 要求される割り込みレベル (RIL)—この項の「要求される割り込みレベル」のセクションを参照して
ください。

• 要求されるレジスターセット (RRS)—この項の「要求されるレジスターセット」のセクションを参照
してください。

• 要求されるマスク不能割り込み (RNMI) モード—この項の「要求される NMI モード」のセクショ
ンを参照してください。

Nios II プロセッサーの EIC インターフェイスは単一の EIC に接続しますが、EIC はデイジーチェー
ン・コンフィグレーションをサポートできます。デイジーチェーン・コンフィグレーションでは、複数の EIC
が割り込みを監視して優先順位を付けることができます。プロセッサーに直接接続された EIC は、デイ
ジーチェーン内のすべての EIC からの優先度の高い割り込みをプロセッサーに提示します。
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EIC コンポーネントは任意のレベルのデイジーチェーンをサポートすることができ、Nios II プロセッサ
ーは任意の数の優先順位付き割り込みを処理することができます。

一般的な EIC の実装について詳しくは、「Embedded Peripherals IP User Guide」の「Vectored
Interrupt Controller」の章を参照してください。

関連情報
• Embedded Peripherals IP User Guide

• 要求される NMI モード (81 ページ)

• 要求されるレジスターセット (80 ページ)

• 要求される割り込みレベル (RIL) (80 ページ)

3.7.6.1.1. 要求されるハンドラーアドレス

RHA は、割り込みに関連するハンドラーのアドレスを指定します。各割り込みに対する RHA の使用に
より、Nios II プロセッサーが割り込みレイテンシーを低減するために割り込みハンドラーに直接ジャン
プできるようにします。

各割り込みの RHA は、通常、ソフトウェアで設定可能です。RHA の指定方法は特定の EIC 実装により
異なります。

Nios II プロセッサーが MMU で実装されている場合、プロセッサーはハンドラーアドレスを仮想アド
レスとして扱います。

3.7.6.1.2. 要求される割り込みレベル (RIL)

Nios II プロセッサーは RIL を使用してマスク可能割り込みを取るかどうかを決定します。 RIL が
status.ILより大きい場合にのみ割り込みが取られます。

RIL はマスク不能割り込みでは無視されます。

3.7.6.1.3. 要求されるレジスターセット

シャドー・レジスター・セットが Nios II コアに実装されている場合、EIC は割り込み要求をアサートす
る際にレジスターセットを指定します。割り込みが発生すると、Nios II プロセッサーは要求されたレジ
スターセットに切り替えます。割り込みが専用レジスターセットを有する場合、割り込みハンドラーはレ
ジスターを保存するオーバーヘッドを回避します。

レジスターセットを割り込みに割り当てる方法は、特定の EIC の実装に依存します。 レジスターセット
割り当てはソフトウェアで設定可能です。

複数の割り込みを設定してレジスターセットを共有することができます。この場合、レジスターの破損を
避けるために割り込みハンドラーを書き込む必要があります。例えば、次のいずれかの条件が満たされ
ている必要があります。

• 割り込みは互いにあらかじめ行うことはできません。例えば、すべての割り込みは同じレベルにあり
ます。

• レジスターはソフトウェアに保存されます。例えば、各割り込みハンドラーは、独自のレジスターを
エントリーに保存し、終了時にそれらのレジスターを復元します。

通常、Nios II プロセッサーは割り込みを受け取ると、同じレジスターセット内の他の割り込みが無効に
なるように構成されています。レジスターセット内の割り込みプリエンプションが必要な場合、割り込み
ハンドラーはレジスターセット内の割り込みを再度有効にできます。

3. ソフトウェア・プログラミング・モデル
683836 | 2016.10.28

Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド フィードバック

80

http://www.altera.com/literature/ug/ug_embedded_ip.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


デフォルトでは、Nios II プロセッサーは割り込み要求を受け取るとマスク可能な割り込みを無効にしま
す。ネスト型割り込みを有効にするには、システム・ソフトウェアまたは ISR 自体が割り込みが発生した
後に割り込みを再度有効にする必要があります。

3.7.6.1.4. 要求される NMI モード

EIC の設定に応じて、割り込みはマスク不能です。NMI は、通常、システムの安定性またはリアルタイム
の性能を保証するために、即時に処理を必要とする重要なシステムイベントを通知します。

status.ILと RIL はマスク不能割り込みで無視されます。

3.7.6.1.5. シャドー・レジスター・セット

シャドー・レジスター・セットは EIC インターフェイスとは独立して実装できますが、通常は 2 つの機能
がともに使用されます。シャドー・レジスター・セットと適切な EIC の組み合わせにより、重要な割り込み
に対するコンテキスト・スイッチのオーバーヘッドを 小限に抑えられます。

高の割り込み性能を得るには、 も重要な各割り込みに専用レジスターセットを割り当てます。この章
の「要求されるレジスターセット」のセクションの説明のように、ISR がレジスターの破損から保護され
ている場合、あまり重要でない割り込みはレジスターセットを共有できます。

割り込みをレジスターセットにマッピングする方法は、特定の EIC の実装に固有です。

関連情報
要求されるレジスターセット (80 ページ)

3.7.6.2. 内部割り込みコントローラー

内部割り込みコントローラが実装されている場合、ペリフェラル・デバイスは Nios II プロセッサーの
32 個の割り込み要求入力 irq0~irq31の 1 つをアサートすることにより、ハードウェア割り込みを
要求できます。これら 3 つの条件がすべて真である場合に限り、ハードウェア割り込みが生成されます。

• statusコントロール・レジスターの PIEビットが 1 の場合

• 割り込み要求入力 IRQ n がアサートされている場合

• ienableコントロール・レジスターの対応するビット n が 1 の場合

ハードウェア割り込みが発生すると、プロセッサーは PIEビットを 0 にクリアーし、割り込みを無効に
して、この章の「例外処理フロー」に記載されている他のステップを実行します。

Ipendingコントロール・レジスターの値は、どの割り込み要求コントロール・レジスターの値は、
どの割り込み要求 (IRQ) が保留中であるかを示します。ペリフェラルの設計により、IRQ ビットはプロ
セッサーがペリフェラルに明示的に応答するまでアサートされたままであることが保証されます。

注意: シャドー・レジスタ・セットはどの Nios II/f プロセッサーにも実装できますが、内部割り込みコントロー
ラーには外部割り込みコントローラー機能を使用するための機能がありません。
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図 -5: ienable、ipending、PIE とハードウェア割り込み間の関係例
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関連情報
例外処理フロー (87 ページ)

3.7.7. 命令関連の例外

命令関連の例外は Nios II 命令の実行中に発生します。発生すると、プロセッサーはこの章の「例外処
理フロー」のセクションで説明したステップを実行します。

Nios II プロセッサーは次の命令関連の例外を生成します。

• トラップ命令

• ブレーク命令

• 未実装命令

• 不正命令

• スーパーバイザー専用命令

• スーパーバイザー専用命令アドレス

• スーパーバイザー専用データアドレス
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• ミスアライメント・データ・アドレス

• ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

• 除算エラー

• 高速 TLB ミス

• ダブル TLB ミス

• TLB 許可違反

• MPU 領域違反

注意: すべての非割り込み例外ハンドラーは、通常のレジスターセットで実行する必要があります。

関連情報
例外処理フロー (87 ページ)

3.7.7.1. トラップ命令

プログラムが trap命令を発行すると、プロセッサーはソフトウェア・トラップ例外を生成します。プロ
グラムがオペレーティング・システムによるサービスを必要とする場合、プログラムは通常、ソフトウェ
ア・トラップを発行します。オペレーティング・システムの一般的な例外ハンドラーは、トラップの理由を
判断し、適切に応答します。

3.7.7.2. ブレーク命令

ブレーク命令はブレーク例外として扱われます。詳細は、この章の「ブレーク例外」を参照してください。

関連情報
ブレーク例外 (78 ページ)

3.7.7.3. 未実装命令

プロセッサーがハードウェアに実装されていない有効な命令を発行すると、未実装命令例外が生成され
ます。一般的な例外ハンドラーは、例外を生成した命令を決定します。命令がハードウェアに実装されて
いない場合、制御はソフトウェアで命令をエミュレートすることを選択する例外ルーチンに渡されます。

詳細については、この章の「潜在的な未実装命令」を参照してください。

関連情報
未実装の可能性がある命令 (103 ページ)

3.7.7.4. 不正命令

不正命令は、未定義のオペコードまたはオペコード拡張フィールドを伴う命令です。不正命令をチェック
し、不正命令が発生した場合に例外を生成することができます。不正命令のチェックは、MMU または
MPU の設定に関係なく常にオンです。

このオプションの制御に関する情報は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・マニュアル・ハンドブック」
の「Nios II プロセッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

プロセッサーが未定義のオペコードまたはオペコード拡張のフィールドで命令を発行し、不正命令例外
チェックがオンになると、不正命令例外を生成します。
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未使用のオペコードおよびオペコード拡張子については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブ
ック」の「命令セット・リファレンス」の章にある R 型の命令の OP エンコードおよび OPX エンコードを
参照してください。

注意: すべての未定義のオペコードは予約済みです。プロセッサーは時には未定義のエンコーディングを内部
的に使用します。これらの未定義のオペコードの 1 つを実行しても、不正命令の例外は発生しません。

各特定の Nios II コアについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の
「Nios II コア実装の詳細」の章を参照してください。

関連情報
• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

3.7.7.5. スーパーバイザー専用命令

システムに MMU または MPU が備わっており、プロセッサーがユーザモード (status.U = 1) の
場合、スーパーバイザー専用命令を実行するとスーパーバイザー専用命令例外が発生します。スーパー
バイザー専用命令には initd、initi、eret、bret、rdctl、および wrctlがあります。

この例外は、スーパーバイザー・モードとユーザーモードを使用するように設定された Nios II プロセッ
サーでのみ実装されます。詳細については、この章の「動作モード」を参照してください。

関連情報
動作モード (37 ページ)

3.7.7.6. スーパーバイザー専用命令アドレス

システムに MMU を備えており、プロセッサーがユーザーモード (status.U = 1) の場合、スーパ
ーバイザー専用命令アドレスにアクセスしようとするとスーパーバイザー専用命令アドレス例外が発生
します。どの命令フェッチでもこの例外を発させる可能性があります。スーパーバイザー専用アドレス範
囲の定義については、仮想メモリー・パーティションの表を参照してください。

この例外は、MMU を含む Nios II プロセッサーでのみ実装されています。

関連情報
仮想メモリーアドレス空間 (40 ページ)

3.7.7.7. スーパーバイザー専用データアドレス

システムに MMU を含んでいて、プロセッサーがユーザーモード (status.U = 1) になっている場
合、スーパーバイザー専用データアドレス例外のスーパーバイザー専用データアドレスの結果にアクセ
スしようとします。スーパーバイザー専用データアドレス例外を発生させる可能性のある命令は、すべて
のロード、すべてのストアー、および flushdaです。

この例外は MMU を含む Nios II プロセッサーでのみ実装されます。
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3.7.7.8. ミスアライメント・データアドレス

Nios II プロセッサーは、ロード命令とストアー命令のミスアライメント・データアドレスをチェックし、
ミスアラインメント・データアドレスが発生した場合に例外を生成することができます。システムに
MMU または MPU が備わっている場合、ミスアライメント・データアドレスのチェックが常にオンになっ
ています。MMU または MPU が存在しない場合は、プロセッサーにミスアライメント・データアドレスが
ないかチェックするオプションがあります。

このオプションの制御については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロ
セッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

バイトアドレスがロードまたはストアー命令のデータ幅 ( データの場合は 4 バイト、ハーフワードの場
合は 2 バイト）の幅の倍数でない場合 、データアドレスはミスアライメントとみなされます。バイトのロ
ードおよびストア命令は常にアライメントしていますので、ミスアライメント・アドレス例外は発生しませ
ん。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

3.7.7.9. ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

Nios II プロセッサーは callr、jmp、ret、eret、bret、およびすべての分岐命令のミスアライメン
ト・デスティネーション・アドレスをチェックし、ミスアライメント・デスティネーション・アドレスが発生した
場合に例外を生成します。システムに MMU または MPU が備わっている場合、みｓアドレスのずれが常
に調整されます。 MMU または MPU が存在しない場合は、プロセッサに不整合の宛先アドレスがある
かどうかをチェックさせるオプションがあります。

このオプションの制御については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II プロ
セッサーのインスタンス化」の章を参照してください。

命令のターゲット・バイト・アドレスが 4 の倍数でない場合、デスティネーション・アドレスはミスアライメ
ントとみなされます。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

3.7.7.10. 除算エラー

Nios II プロセッサーは、除算エラーをチェックし、除算エラーが発生した場合に例外を生成することが
できます。

除算エラー例外は、表現できない商を生成する除算命令を検出します。この 2 つの場合は、ゼロで割っ
たものと負の 大値 -2147483648 (0x80000000) を -1 (0xffffffff) で割った符号付き除算です。
除算命令がハードウェアでサポートされている場合にのみ除算エラー検出が可能です。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

3.7.7.11. 高速 TLB ミス

高速 TLB ミス例外は、MMU を備える Nios II プロセッサーでのみ実装されます。MMU には、Qsys
の Nios II Processor パラメーター・エディターで指定された特別な例外ベクター ( 高速 TLB ミス )
があり、特に TLB ミス例外を迅速に処理できます。プロセッサーが VPN ( オプションでプロセス識別
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子により拡張される ) に一致する TLB エントリーを検索できない場合 、結果は TLB ミス例外です。例
外が発生した時点で、プロセッサーは 初に status.EHをチェックします。status.EH = 0 の場
合、他の例外はすでに処理中のため、プロセッサーは TLB が高速 TLB ミスを逃したと見なし、
status.EHを 1 に設定しして、( 一般的な例外ハンドラではなく ) 高速 TLB ミス例外ハンドラーに
制御を転送します。

高速 TLB ミス例外には 2 種類あります。

• 高速 TLB ミス ( 命令 )—命令フェッチによりこの例外が発生する可能性があります。

• 高速 TLB ミス ( データ )—ロード、ストアー、initda、および flushda命令によりこの例外が
発生する可能性があります。

高速 TLB ミス例外ハンドラーは tlbmisc.Dフィールドを検査して、どのような種類の高速 TLB ミス
例外が発生したかを判定できます。

3.7.7.12. ダブル TLB ミス

ダブル TLB ミス例外は、MMU を備える Nios II プロセッサーでのみ実装されます。ソフトウェアが現
在例外 ( すなわち、status.EH = 1) を処理してい際に TLB ミス例外が発生すると、ダブル TLB ミ
ス例外が生成されます。特に、プロセッサーが VPN ( オプションでプロセス識別子により拡張される )
に一致する TLB エントリーと status.EH = 1を探せない場合、結果はダブル TLB ミス例外になり
ます。 も一般的なシナリオは、高速 TLB ミス例外の処理中にダブル TLB ミス例外が発生することで
す。プロセッサーは元の例外からのレジスター値を保存し、新しく生成された例外を処理する一般的な例
外ハンドラーに制御を移します。

がブル TLB ミス例外には 2 種類あります。

• ダブル TLB ミス ( 命令 )—命令フェッチによりこの例外が発生する可能性があります。

• ダブル TLB ミス ( データ )—ロード、ストアー initda、および flushda命令によりこの例外
が発生する可能性があります。

一般的な例外ハンドラーは、exception.CAUSEまたは tlbmisc.Dフィールドのいずれかを検査
し、どちらの種類のダブル TLB ミス例外が発生したかを判断することができます。

3.7.7.13. TLB 許可違反

TLB 許可違反例外は、MMU を備える Nios II プロセッサーでのみ実装されます。VPN と一致する
TLB エントリー ( プロセス識別子によりオプションで拡張される ) が見つかると、そのアクセスが完了
することを許可しない場合、TLB 許可違反例外が生成されます。

TLB 許可違反例外には 3 種類あります。

• TLB 許可違反 ( 実行 )—命令フェッチによりこの例外が発生する可能性があります。

• TLB 許可違反 ( リード )—ロード命令によりこの例外が発生する可能性があります。

• TLB 許可違反 ( ライト )—ストアー命令によりこの例外が発生する可能性があります。

一般的な例外ハンドラーは、exception.CAUSEフィールドを例外を検査し、どの許可が違反された
かを判断します。

注意: データキャッシュ管理命令 (initd、initda、flushd、および flushda) は TLB 許可を無視し、
TLB 許可違反例外を生成しません。
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3.7.7.14. MPU 領域違反

MPU 領域違反例外は、MPU を含む Nios II プロセッサーでのみ実行されます。MPU 領域違反例外
は、次のいずれかの条件で生成されます。

• 命令フェッチまたはデータアドレスが領域と一致するが、その領域での許可がアクションの完了を
許可しません。

• 命令フェッチまたはデータアドレスがどの領域とも一致しません。

一般的な例外ハンドラーは、MPU 領域の属性を読み取って、アドレスがどの領域にも一致しないか、違
反があったかどうかを判断します。

MPU 領域違反の例外には 2 種類あります。

• MPU 領域違反 ( 命令 )—命令フェッチによりこの例外が発生する可能性があります。

• MPU 領域違反 ( データ )—ロード、ストアー、initda、および flushda命令によりこの例外が
発生する可能性があります。

一般的な例外ハンドラは exception.CAUSEフィールドを検査し、どの種類の MPU 領域違反例外
が発生したかを判断することができます。

3.7.8. その他の例外

前セクションでは、公開時に Nios II アーキテクチャーで定義されているすべての例外タイプについて
説明しました。ただし、プロセッサーの実装によっては、前セクションで列挙した分類に該当しない例外
が生成される場合があります。したがって、堅牢な例外ハンドラーは例外の原因が特定できない場合に
は安全な応答 ( 警告の発行など ) を提供する必要があります。

3.7.9. 例外処理フロー

ブレーク例外 ( この章の「ブレーク処理」を参照 ) を除いて、このセクションでは、割り込みや命令に関
連する例外を含んだ例外に対するプロセッサーの応答方法について説明します。

関連情報
• 例外処理

Nios II の例外ハンドラーのパフォーマンスを向上させる方法について詳しくは、「Nios II ソ
フトウェア開発ハンドブック」の「例外処理」の章を参照してください。

• ブレークの処理 (78 ページ)

3.7.9.1. 一般的な例外処理

一般的な例外ハンドラーは、各例外 ( ダブル TLB ミス例外を含む ) の原因を特定し、例外に応答する
例外ルーチンをディスパッチするルーチンです。Qsys の Nios II Processor パラメーター・エディター
で指定された一般的な例外ハンドラーのアドレスは、Nios II プロセッサー・パラメーター・エディターで
例外ベクターと呼ばれます。実行時にはこのアドレスは固定されており、ソフトウェアはそれを変更でき
ません。プログラマーは例外ベクターに直接アクセスせずにアドレスを意識することなくプログラムを書
くことができます。

注意: EIC インターフェイスが存在する場合、一般的な例外ハンドラーは例外のみを処理します。

3. ソフトウェア・プログラミング・モデル
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

87

http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii52006.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


高速 TLB ミス例外ハンドラーは、高速 TLB ミス例外のみを処理します。これは、TLB ミスを迅速に処
理するために構築されています。Qsys の Nios II Processor パラメーター・エディターで指定された
高速 TLB ミス例外ハンドラーアドレスは、Nios II プロセッサー・パラメーター・エディターで高速 TLB
ミス例外ベクターと呼ばれます。

3.7.9.2. EIC インターフェイスによる例外フロー

EIC インターフェイスが存在する場合、割り込み処理は非割り込み例外処理と著しく異なります。EIC イ
ンターフェイスは、各割り込み要求に対して Nios II プロセッサーに次の情報を提供します。

• RHA—要求された割り込みに割り当てられた割り込みハンドラーの要求されたハンドラーアドレス

• RRS—要求されたレジスターは、割り込みハンドラーが実行される際に使用されるように設定され
る。シャドー・レジスター・セットが実装されていない場合、RRS は常に 0 の必要があります。

• RIL—要求される割り込みレベルは、割り込みの優先順位を指定します。

• RNMI—要求された NMI フラグは、割り込みをマスク不能として扱うかどうかを指定します。

RHA、RRS、RIL、RNMI の詳細については、「Nios II プロセッサ・リファレンス・ハンドブック」の
「Nios II コア実装の詳細」の章の「Nios II/f コア」を参照してください。

EIC インターフェイスが Nios II プロセッサーに割り込みがある場合、プロセッサーは次のようないく
つかの基準を使用して割り込みを取るかどうかを決定します。

• マスク不能割り込み—プロセッサーは、前の NMI を処理していない限り、任意の NMI を受け取り
ます。

• マスク可能割り込み—マスク可能割り込みが有効になり、要求される割り込みレベルが現在処理さ
れている割り込み ( 存在する場合 ) のレベルより高い場合、プロセッサーはマスク可能割り込み
を受け取ります。しかしながら、シャドー・レジスター・セットが実装されている場合、割り込みが現在
のレジスターセットと異なるレジスターセットを要求する場合か、レジスターセットが割り込みイネ
ーブルフラグ (status.RSIE) を設定される場合にのみ、プロセッサーは割り込みを受け取りま
す。

表 45. 外部割り込みを受け取るために必要な条件

RNMI == 1 RNMI == 0

status.NMI
== 0

status.NMI
== 1

status.PIE
== 0

status.PIE == 1

RIL <=
status.IL

RIL > status.IL

プロセッサーにシャドー・レジスター・セットが存在する場
合

シャドー・レジス
ター・セットが存
在しない場合

RRS == status.CRS RRS !=
status.CRS

status.RSIE
== 0

status.RSIE
== 1

有 無 無 無 無(17) 有 有 有

Nios II プロセッサーは、この章の「シャドー・レジスター・セット」のセクションの説明のように、シャドー・
レジスター・セットによる高速ネスト割り込みをサポートしています。

(17) 同じレジスターセットを使用するネスト化割り込みは、システム・ソフトウェアが status.RSIEを明示的に許
可した場合にのみ許可されます。この制限は、ハンドラーがレジスター・コンテキストを保存するようにコーディン
グされている場合にのみ、そのような割り込みが実行されるようにします。
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status.PIEを設定すると、割り込みハンドラーが status.PIEを 1 に設定することなく、上位レ
ベルの割り込みを即座に実行できます。

プロセッサーは、シャドー・レジスター・セットなしの場合と同様に、例外を取る際にマスク可能割り込み
を無効にします。個々の割り込みハンドラーは、必要に応じて status.PIEを 1 に設定して割り込み
を再び有効にできます。

関連情報
• シャドー・レジスター・セット (81 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

3.7.9.3. 内部割り込みコントローラーでの例外フロー

一般的な例外ハンドラーは、保留中の割り込みの中で も優先度が高いものを判断し、適切な ISR に
制御を移します。ISR は、PIEを返す前および再度有効にする前、あるいは、PIEを返す前または再度
有効にする前に、割り込みが表示されないようにします ( ソースでクリアーするか、ienableを使用し
てスクします )。ISR は、PIEを再度有効にする前に estatusと ea (r29) も保存します。

割り込みは、PIEビットに 1 を書き込むことで再びイネーブルにでき、それによって現在の ISR を割り
込ませることができます。通常、例外ルーチンは割り込みを再度有効にする前に、優先度が等しいかそれ
より低い IRQ が無効になるように ienableを調整します。

詳細は、「ネスト式例外の処理」を参照してください。

関連情報
ネスト式例外の処理 (92 ページ)

3.7.9.4. 例外とプロセッサー・ステータス

例外を受け取り後の Nios II プロセッサー・ステータスの表には、ハードウェアで実行されるノンブレー
ク例外処理の結果としての Nios II プロセッサー・ステータスに対するすべての変更がリストされていま
す。MMU を有するシステムの場合、status.EHは例外処理がすでに処理中であるかどうかを表示し
ます。status.EH = 1 の場合、例外処理がすでに処理中で、例外レジスターのステータスは 例外処
理は既に進行中であり、元の例外のステータスを保持するために例外レジスターのステータスは保持さ
れます。
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表 46. 例外を受け取り後の Nios II プロセッサー・ステータス

プロセッサー・ステータス・レジス
ターまたはフィールド

例外受け取り前のシステムステータス

外部割り込みの挿入(18) 内部割り込みの挿入または割り込み以外の例外

status.EH==1 (33) status.EH==0 status.EH==1 status.EH==0

TLB ミス(35) TLB ミスなし s

RRS==0 (
34)

RRS!=0 RRS==0 RRS!=0 TLB 許可違
反(35) 

TLB 許可違反なし

pteaddr.VPN (19) 変更なし VPN (20) 変更なし

status.PRS (34) 変更なし status.CRS (34)  (36) 変更なし

pc RHA 一般的な例外ベク
ター(21)

高速 TLB 例
外ベクター
(22)

一般的な例外ベクター(34)

sstatus  (23) (37) 変更なし status  (36)
(24)

変更なし

estatus (37) 変更なし status (36) 変更なし status (36)

ea 変更なし アドレスを返す(25) 変更なし アドレスを返す

tlbmisc.D (33) 変更なし (26)

tlbmisc.DBL (33) 変更なし (27)

tlbmisc.PERM (33) 変更なし (28)

tlbmisc.BAD (33) 変更なし (29)

status.PIE 変更なし 0 (30)

status.EH (33) 変更なし 1 (31)

status.IH (39) 1 変更なし

status.NMI (39) RNMI 変更なし

continued...   

(18) Nios II プロセッサーが EIC インターフェイスを有さない場合、外部割り込みは発生しません。

(19) Nios II プロセッサーが MMU を有さない場合、このレジスターは実装されません。

(20) 例外をトリガーするアドレスの VPN

(21) 一般的な例外ハンドラーを呼び出します。

(22) 高速 TLB ミス例外ハンドラーを呼び出します。

(23) Nios II プロセッサーがシャドー・レジスターのセットを有さない場合、このレジスターは実装されません。

(24) RRS が status.CRSと等しくない場合は、sstatus.SRSは 1 に設定されます。

(25) 例外が発生した場合、次の実行される命令のアドレス

(26) データアクセス例外で 1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

(27) ダブル TLB ミスで 1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

(28) TLB 許可違反で 1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

(29) バッド仮想アドレス例外で 1 に設定し、それ以外の場合は 0 に設定します。

(30) 禁止された例外とマスク不可能な割り込み

(31) MMU が実装されている場合、プロセッサーは例外を処理していることを表示します。
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プロセッサー・ステータス・レジス
ターまたはフィールド

例外受け取り前のシステムステータス

外部割り込みの挿入(18) 内部割り込みの挿入または割り込み以外の例外

status.EH==1 (33) status.EH==0 status.EH==1 status.EH==0

TLB ミス(35) TLB ミスなし s

RRS==0 (
34)

RRS!=0 RRS==0 RRS!=0 TLB 許可違
反(35) 

TLB 許可違反なし

status.IL (39) RIL 変更なし

status.RSIE (34) (39) 0 変更なし

status.CRS (34) RRS 変更なし

status.U (33) 0 (32)

3.7.10. 割り込みおよび命令関連の例外の原因の特定

一般的な例外ハンドラーは、各例外の原因を判断し、制御を適切な例外ルーチンに移す必要がありま
す。

3.7.10.1. Nios II/f 例外の概要

exceptionレジスターの CAUSEフィールドには、その時点で発生している も高い優先順位の例
外のコードを含まれています。badaddrレジスターの BADDRフィールドには、特定の例外におけるバ
イト命令アドレスまたはデータアドレスが含まれています。

例外の概要のセクションの詳細については、Nios II の例外の表を参照してください。

注意: 外部割り込みは exception.CAUSEを設定しません。

例外の原因を特定するには、exception.CAUSEから例外の原因をシンプルに読み取り、制御を適切
な例外ルーチンに移します。

(18) Nios II プロセッサーが EIC インターフェイスを有さない場合、外部割り込みは発生しません。

(32) プロセッサーをスーパーバイザー・モードにします。

(33) Nios II プロセッサーが MMU を有さない場合、このフィールドは実装されません。その値は常に 0 であり、プロ
セッサーはそれに応じて動作します。

(34) Nios II プロセッサーがシャドー・レジスター・セットを有さない場合、このフィールドは実装されません。その値は
常に 0 であり、プロセッサーはそれに応じて動作します。

(35) Nios II プロセッサーが MMU を有さない場合、TLB に関連のある例外は発生しません。

(36) 例外前の値

(37) プロセッサーの例外前のステータスを保存します。

(38) MMU が実装されている場合、プロセッサーが例外を処理していることを表示します。

(39) Nios II プロセッサーが EIC インターフェイスを有さない場合、このフィールドは実装されません。
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3.7.10.2. Nios II/e の例外処理

例-3: Nios II/e の例外処理における例外の原因の特定

/* With an internal interrupt controller, check for interrupt   
   exceptions. With an external interrupt controller, ipending is
   always 0, and this check can be omitted. */
if (estatus.PIE == 1 and ipending != 0) {
   handle interrupt

/* Decode exception from instruction */
/* Note: Because the exception register is included with the MMU and */
/* MPU, you never need to determine MMU or MPU exceptions by decoding */
} else {
   decode instruction at $ea-4
   if (instruction is trap)
      handle trap exception
   else if (instruction is load or store)
      handle misaligned data address exception
   else if (instruction is branch, bret, callr, eret, jmp, or ret)
      handle misaligned destination address exception
   else if (instruction is unimplemented)
      handle unimplemented instruction exception
   else if (instruction is illegal)
      handle illegal instruction exception
   else if (instruction is divide) {
      if (denominator == 0)
         handle division error exception
      else if (instruction is signed divide and numerator == 0x80000000
                                             and denominator == 0xffffffff)
         handle division error exception
      }
   }

   /* Not any known exception */
   } else {
      handle unknown exception (If internal interrupt controller
         is implemented, could be spurious interrupt)
   }
}

3.7.11. ネスト式例外の処理

Nios II プロセッサーは、実装されたオプション機能に応じ、ネスト式例外の型の一部をサポートしてい
ます。ネスト式例外は次の状況下で発生する可能性があります。

• 例外ハンドラーがマスク可能割り込みを有効にする場合

• EIC が存在し、NMI が発生する場合

• EIC が存在し、プロセッサーが割り込みを受け取る際にマスク可能割り込みの有効状態を保つた
めに構成される場合

• 例外ハンドラーが命令に関連する例外をトリガーする場合

Nios II プロセッサーが例外を受け取る場合について詳しくは、3–44 ページの「例外処理フロー」
を参照してください。

未実装命令について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プロセッサー・ア
ーキテクチャー」の章を参照してください。

MMU および MPU の例外について詳しくは、この章の「命令関連の例外」のセクションを参照してくださ
い。
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システムは、ネスト式例外の可能性を排除するように設計することができます。ただし、ネスト式例外が
可能な場合は、各ハンドラーがプリエンプト・ハンドラーが実行されるコンテキストを破損しないよう
に、例外ハンドラーを慎重に記述する必要があります。

例外ハンドラーが trap命令、オプションの命令または MMU または MPU の例外を生成する可能性
のある命令を発行する場合、estatusおよび eaレジスターのコンテンツを保存および復元する必要
があります。

関連情報
• 例外処理フロー (87 ページ)

• 命令関連の例外 (82 ページ)

• プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

3.7.11.1. 内部割り込みコントローラーによるネスト式例外

それぞれの例外ハンドラーでネスト式例外をケースバイケースで有効にできます。特定の例外ハンドラ
ーあらかじめ取得するようにする場合は、ハンドラーの先頭付近で status.PIEを 1 に設定します。
ハンドラーの早い段階でマスク可能割り込みを有効にすると、ネスト式例外のワーストケースのレイテ
ンシーが 小限に抑えられます。

注意: すべてのプリエンプトがレジスター・コンテンツを保持していることを確認してください。

3.7.11.2. 外部割り込みコントローラーによるネスト式例外

EIC では、ネスト型割り込みの処理は、内部割り込みコントローラーよりも洗練されています。ただし、割
り込みではない例外の処理は同様です。

個々の外部割り込みに専用のシャドー・レジスター・セットがある場合、Nios II プロセッサーはレジスタ
ー・コンテンツを保存するためにオーバーヘッドなしで高速割り込み処理をサポートします。高速割り込
み処理を 大限に活用するには、システム・ソフトウェアが特定の条件を設定する必要があります。次の
条件を満たすと、ISR は開始と終了時のレジスター内容の保存および復元の必要はありません。

• 自動ネスト型割り込みが有効になる場合

• 各割り込みが専用のシャドー・レジスター・セットに割り当てられている場合

• 同じ RIL を持つすべての割り込みが専用のシャドー・レジスター・セット二割荒れられている場合

• 異なる RIL を持つ複数の割り込みが 1 つのシャドー・レジスター・セットに割り当てられる場合。た
だし、複数のレジスターセットがある場合、あるシャドー・レジスター・セットに割り当てられた RIL
を別のレジスターセットに割り当てられた RIL とオーバーラップさせないようにする必要がある。

次の表は、レジスターセット内のプリエンプションが有効状態の際のレジスターセットの割り当ての
妥当性を示しています。

表 47. 不正な RIL 割り当ての例

RIL レジスターセット 1 レジスターセット 2

1 IRQ0

2 IRQ1

3 IRQ2

4 IRQ3
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RIL レジスターセット 1 レジスターセット 2

5 IRQ4

6 IRQ5

7 IRQ6

表 48. 正当な RIL 割り当ての例

RIL レジスターセット 1 レジスターセット 2

1 IRQ0

2 IRQ1

3 IRQ3

4 IRQ2

5 IRQ4

6 IRQ5

7 IRQ6

注意: 割り込み以外の例外ハンドラーは通常のレジスターセットで実行されるため、常にレジスター内容を保
存して復元する必要があります。

複数の割り込みは、レジスターセットを共有できますが、パフォーマンスはいくらか低下します。レジスタ
ーセットの共有は、次の 2 つの方法があります。

• status.RSIEを 0 に設定します。ISR が特定のレジスターセットで実行中の場合、プロセッサ
ーは同じレジスターセットに割り当てられたマスク可能割り込みを受け取りません。このような割り
込みは、それらの割り込みレベルに関係なく、実行中の ISR が完了するまで待機する必要がありま
す。

注意: この方法は優先順位を逆にする可能性があります。

• それぞれの ISR がエントリーおよび終了時にレジスターを保存および復元し、レジスターが保存さ
れた後に status.RSIEを 1 に設定するようにします。特定のレジスターセットで ISR が実行
されている場合、プロセッサーはより高い割り込みレベルを有する場合、同じレジスターセット内の
割り込みを取ります。

Nios II プロセッサーはマスク可能割り込みを受け取る際に割り込みを無効にします ( マスク不能割り
込みは常にマスク可能割り込みを無効にします )。個別の ISR は、この章の「内部割り込みコントロー
ラーのネスト式例外」の説明に従って、status.PIEを 1 に設定することで、ネスト化割り込みを再び
有効にできます。

関連情報
内部割り込みコントローラーによるネスト式例外 (93 ページ)

3.7.12. マスク不能割り込みの処理

NMI ハンドラーの書くことは、他の割り込みハンドラーを書くことと同様の基本的なテクニックが必要
です。ただし、マスク不能割り込みは常にマスク可能割り込みより優先され、前もって取得できません。こ
の知識は幾分かハンドラーのデザインを単純化しますが、NMI ハンドラーが全体の割り込みレイテンシ
ーに大きな影響を与える能性があることを意味します。 高のシステムのパフォーマンスを得るために
は、NMI ハンドラーで絶対的な 小限の処理を実行し、重要度の低い処理をマスク可能割り込みハンド
ラーまたはフォアグラウンド・ソフトウェアに据え置きます。
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NMI は、各 NMI が専用のシャドー・レジスター・セットに割り当てられている場合、マスク可能割り込み
およびその他の例外に関連するプロセッサー・ステート、ならびに通常、例外以外の処理をそのまま残し
ます。したがって、NMI は透過的に処理することができます。

注意: 専用のシャドー・レジスター・セットに割り当てられていない場合、NMI は例外処理に関連するプロセッ
サー・ステータスを上書きし、中断された例外に戻れなくなります。

注意: マスク不能 ISR の status.PIEを設定しないでください。status.PIEが設定されると、マスク可
能割り込みは NMI をプリエンプトでき、プロセッサーは NMI モードを終了します。次のマスク不能割
り込みまで NMI モードに戻すことはできません。

3.7.13. 例外のマスク化と無効化

Nios II プロセッサーはソフトウェアから一部またはすべての例外を一時的にオフにするいくつかの方
法を提供します。使用可能な方法はハードウェア構成によって異なります。このセクションでは、潜在的
に使用可能なすべての方法について説明します。

3.7.13.1. マスク可能割り込みの無効化

ソフトウェアは status.PIEでマスク可能割り込みを無効にも有効にもできます。PIE = 0 の場
合、マスク可能割り込みは無視されます。PIE = 1 の場合、内部およびマスク可能外部割り込みは割り
込みコントローラーのステータスに応じて受け取られます。

3.7.13.2. 外部割り込みコントローラーを使用した割り込みのマスク化

典型的な EIC の実装により、システム・ソフトウェアは個々の割り込みをマスクすることができます。個
々の割り込みをマスキングする方法は、実装ごとに異なります。

status.ILフィールドは可能な外部マスカブル割り込みのレベルを制御します。プロセッサーは要求
された割り込みレベルが status.ILより大きい場合にのみ、マスク可能割り込みを処理します。

ISR は status.ILを操作してネストを中断するための実行時の調整を行うことができます。例えば、
ISR がレベル 5 で実行されている場合、別のレベル 5 の割り込みによるプリエンプションを一時的に
許可するには、status.ILを 4 に設定できます。

全ての外部割り込みを有効にするには、status.ILを 0 に設定します。すべての外部割り込みを無効
にするには、status.ILを 63 に設定します。

3.7.13.3. 内部割り込みコントローラーを使用した割り込みのマスク化

ienableレジスターは、内部ハードウェア割り込みの処理を制御します。ienableレジスターの各ビ
ットは、割り込み入力 irq0~irq31の 1 つに対応します。ビット n の値が 1 の場合、対応する
irqn 割り込みが有効になり、故に、レジスターは内部ハードウェア割り込みの処理を制御します。

詳しくは、この章の「例外処理」のセクションを参照してください。

ISR は同等またはより下の優先順位の IRQ が無効にされるので ienableを調整することができま
す。詳しくは、この章の「ネスト式例外の処理」のセクションを参照してください。

関連情報
• ネスト式例外の処理 (92 ページ)

• 例外処理 (74 ページ)
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3.7.13.4. 割り込みおよび命令関連の例外からの戻り値

eret命令は、例外前のアドレスで実行を再開するために使用されます。

例外ハンドラーがレジスターを変更すると、レジスターが戻る際にそれらが復元されるようにする必要
があります。これは次のいずれかの方法で処理できます。

• ISR の場合、EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットが実装されていて、ISR に専用の
レジスターセットがある場合は、ソフトウェアのアクションは必要ではありません。Nios II プロセ
ッサーはレジスター内容を復元する eretを実行すると、前のレジスターセットに戻ります。

• 詳しくは、この章の「外部割り込みコントローラーを使用したネスト式例外」のセクションを参照して
ください。

• 割り込み以外の例外、内部割り込みコントローラーのあるシステムの ISR、および専用のシャドー・
レジスター・セットがない ISR の場合、例外ハンドラーはエントリー上のレジスターを保存し、終了
時にそれらを復元する必要があります。レジスター内容をスタックに保存することは一般的であり、
再入可能な実装です。

注意: 例外一時 (et または r24) レジスターを保存および復元する必要はありません。

eret 命令を実行すると、プロセッサーは次のタスクを実行します。

1. 次のように、statusの以前の内容を復元します。

• status.CRSが 0 の場合 estatus を statusにコピーする。

• status.CRSがゼロ以外の場合、 sstatus を statusにコピーする。

2. status.CRSの元の値で指定されたレジスターセット内の ea レジスター (r29) のアドレス
に、プログラム実行を転送します。

注意: eret 命令はプロセッサーが NMI モードを終了させることができます。しかしながら、プロセッサーを
NMI モードにすることはできません。言い換えると、status.NMI が 0 で estatus.NMI ( また
は sstatus.NMI) が 1 の場合、eretの実行後も、status.NMIはまだ 0 のままです。この制限
は、プロセッサーが誤って NMI モードに入るのを防ぎます。

注意: EIC インターフェイスおよびシャドー・レジスター・セットが Nios II コアに実装されている場合、ISR を
含めたソフトウェアは Nios II EDS のバージョン 9.0 以降を含めた GCC コンパイラーのバージョン
で構築されている必要があります。それ以前のバージョンはシャドー・レジスター・セットと互換性のない
eret命令が実装されています。

関連情報
内部割り込みコントローラーによるネスト式例外 (93 ページ)

3.7.13.4.1. 戻りアドレスの考慮事項

戻りアドレスは例外処理ルーチンから戻る際にいくつかの考慮事項が必要です。例外が発生した後、ea
は例外が発生したポイントに続く命令のアドレスが格納されます。

命令関連の例外から復帰する際は、例外が発生した命令の次の命令から実行を再開する必要がありま
す。したがって、eaには正しい戻りアドレスが含まれています。

一方、ハードウェアの割り込み例外は、中断された命令自体から実行を再開する必要があります。この場
合、例外ハンドラーは中断された命令を指し示すために eaから 4 を引く必要があります。
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3.8. メモリーおよびペリフェラル・アクセス

Nios II のアドレスは 32 ビットで、 大 4 ギガバイトのアドレス空間にアクセスできます。MMU は完
全な 32 ビットの物理アドレスをサポートしています。ビット 31 のバイパスはオプションで、MMU なし
で完全な 32 ビット・アドレッシングにアクセスできます。

詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II コアの実装の詳細」の章を参
照してください。

ペリフェラル、データメモリーおよびプログラムメモリーは同一のアドレス空間にマップされます。アド
レス空間内のメモリーペリフェラルの位置は、システム生成時に決定されます。メモリーまたはペリフェ
ラルにマップされていないアドレスへの読み出しまたは書き込みは、未定義の結果になります。

プロセッサーのデータバスは 32 ビット幅です。命令は、バイト、ハーフワード (16 ビット )、またはワー
ド (32 ビット ) データを読み書きするために使用できます。

Nios II アーキテクチャーでは、リトル・エンディアンのバイト順序が使用されます。メモリーに保存され
た 8 ビットより広いデータの場合、上位ビットは上位アドレスに配置されます。

Nios II アーキテクチャーは、レジスターと即値アドレッシングをサポートしています。

関連情報
Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

3.8.1. キャッシュメモリー

Nios II アーキテクチャーおよび命令セットは、データキャッシュと命令キャッシュメモリーの存在に対
応します。キャッシュ管理は、キャッシュ管理命令を使用してソフトウェアで実装されます。命令により、
キャッシュの初期化、必要に応じたキャッシュのフラッシュ、およびメモリーにマップされたペリフェラル
を適切にアクセスするためのデータキャッシュのバイパスが提供されます。

Nios II アーキテクチャーはデータキャッシュのバイパスに、次の方法を提供します。

• MMU が存在しない場合、アドレスのビット 31 はオプションのビット 31 のキャッシュバイパス用
に予約されます。ビット 31 のキャッシュバイパスでは、プロセッサー・コアのアドレス空間は 2 GB
で、アドレスの上位ビットはデータ・メモリー・アクセスのキャッシュを制御します。

• MMU が存在する場合、キャッシャビリティーは MMU により制御され、ビット 31 は通常のアドレ
スビットとして機能します。詳しくは、この章の「アドレス空間およびメモリー・パーティション」および
「TLB 構成」のセクションを参照してください。

• ldwioや stwioなどのキャッシュバイパス命令

どのプロセッサー・コアをビット 31 のキャッシュバイパスに実装するかについて詳しくは、「Nios II プ
ロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II コアの実装の詳細」の章を参照してください。

キャッシュバイパス命令の詳細は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「命令セット・リ
ファレンス」の章を参照してください。

キャッシュメモリーを備えたプロセッサー・コア用に書かれたコードは、キャッシュメモリーなしでプロセ
ッサー・コア上で正しく動作します。その逆は真ではありません。プログラムが複数の Nios II プロセッ
サー・コアの実装で適切に動作する必要がある場合、プログラムは命令キャッシュとデータキャッシュが
存在するかのように動作しなければなりません。キャッシュメモリーを有さないシステムでは、キャッシュ
管理命令は何の動作も実行せず、悪影響はありません。
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密結合メモリーについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブック」の「キャッシュおよび密結
合メモリー」の章を参照してください。

プロセッサーのリセット後にキャッシュの一貫性を保証するには、いくつかの考慮が必要です。詳細につ
いては、この章の「例外のリセット」を参照してください。

キャッシュ・アーキテクチャーおよびメモリー階層について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレン
ス・ハンドブック」の「プロセッサー・アーキテクチャー」の章を参照してください。

関連情報
• キャッシュおよび密結合メモリー

• 例外のリセット (77 ページ)

• TLB 構成 (42 ページ)

• アドレス空間およびメモリー・パーティション (40 ページ)

• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

• プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

3.8.1.1. 仮想アドレス・エイリアシング

仮想アドレスエイリアスは、2 つの仮想アドレスが同じ物理アドレスにマップされた場合に発生します。
MMU およびキャッシュが存在し、キャッシュがページ (4 KB) より大きい場合、オペレーティング・シス
テムは不正な仮想アドレスエイリアスを回避する必要があります。キャッシュは仮想的にインデックス付
けされ、物理的にタグ付けされるため、仮想アドレスの一部はキャッシュラインの選択に使用されます。
キャッシュサイズが 4 KB 以下である場合、キャッシュラインの選択に使用される仮想アドレスの部分
は、物理アドレスのビット 11:0 と同じ値を有する仮想アドレスのビット 11:0 に適合します ( それら
は ページのオフセットの未変換ビットです )。ただし、キャッシュが 4 KB より大きい場合は、ページの
オフセット ( ビット 12 以上 ) を超えるビットがキャッシュラインの選択で使用され、これらのビットは
対応する物理アドレスと異なります。

例えば、16 バイト・ラインの 64 KB のダイレクトマップ・キャッシュではビット 15:4 がラインを選択す
るために使用されます。仮想アドレス 0x1000が物理アドレス 0xF000にマッピングされ、仮想アドレ
ス 0x2000も物理アドレス 0xF000にマッピングされると仮定します。仮想アドレス 0x1000へのア
クセスはライン 0x1 を使用し、仮想アドレス 0x2000へのアクセスは同じ物理アドレスにマップされ
ていてもライン 0x2 を使用するため、これは不正な仮想アドレスエイリアスです。これにより、同じ物理
アドレスの 2 つのコピーがキャッシュに格納されます。不正な仮想アドレスエイリアスが回避されてい
ない場合、n バイトのダイレクトマップ・キャッシュでは、キャッシュ内に同じ物理アドレスの n/4096 の
コピーが存在する可能性があります。ラインの選択に使用され、変換されたビット ( ビット 12 以上 )
である仮想アドレスのビットは、アドレスの色として知られています。オペレーティング・システムは、複数
の仮想アドレスが同じ物理アドレスをマッピングする場合、仮想アドレスが同じ色を持つことを保証し
て、不正な仮想アドレスエイリアスを回避します。

3.9. 命令セットのカテゴリー

この項では、実行される処理のタイプ別により分類された Nios II 命令について紹介します。
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3.9.1. データ転送命令

Nios II アーキテクチャーは、ロード / ストアー・アーキテクチャーの一種です。レジスター、メモリー、お
よびペリフェラル間のすべてのデータ移動は、ロード命令とストア命令によって処理されます。メモリーと
ペリフェラルは共通アドレス空間を共有します。一部の Nios II プロセッサー・コアは、メモリー・キャッ
シングと書き込みバッファリングの両方または一方を使用して、メモリー帯域幅を向上させています。こ
のアーキテクチャーは、キャッシュアクセスと非キャッシュアクセスの両方に対する命令を提供していま
す。

表 49. データ転送命令幅

命令 説明

ldw

stw

ldwおよび stw命令はそれぞれ、32 ビット・データ・ワードをメモリーからロード / メモリーに格納します。有効アドレスは、レジスター
の内容と命令に含まれる符号付き即値との合計です。メモリー転送をキャッシュまたはバッファリングすると、プログラムの性能が向上し
ます。このキャッシングおよびバッファリングによってメモリーサイクルの発生が乱れたり、キャッシングによって一部のサイクルが完全に
抑制される場合があります。
I/O ペリフェラルのデータ転送では、ldwioおよび stwioを使用する必要があります。

ldwio

stwio

ldwioおよび stwio命令はそれぞれ、キャッシングやバッファリングを実行せずに、32 ビット・データ・ワードをペリフェラルからロー
ドし、また、ペリフェラルに格納します。 ldwioおよび stwio命令のアクセスサイクルは、命令の順に発生することが保証されており、
抑制されません。

表 50. Narrow データ転送命令

命令 説明

ldb
ldbu
stb
ldh
ldhu
sth

ldb、ldbu、ldhおよび ldhuはバイトまたはハーフワードをメモリーからレジスターにロードします。ldbおよび ldhは値を 32
ビットに符号拡張し、ldbuおよび ldhuは値を 32 ビットにゼロ拡張します。
stbおよび sthはそれぞれバイト値およびハーフワード値を格納します。
メモリーアクセスをキャッシュまたはバッファーすると、性能が向上します。データを I/O ペリフェラルに転送するには、表の次に説明す
る io バージョンの命令を使用します。

ldbio
ldbuio
stbio
ldhio
ldhuio
sthio

これらの処理では、キャッシングまたはバッファリングを実行せずに、バイトおよびハーフワード・データをペリフェラルからロード / ペリ
フェラルに格納します。

3.9.2. 算術命令および論理命令

論理命令は and、or、xor、および nor演算をサポートしています。算術命令は、加算、減算、乗算、お
よび除算演算をサポートしています。

表 51. 算術命令および論理命令

命令 説明

and
or
xor
nor

これらは標準的な 32 ビット論理演算です。これらの演算は、2 つのレジスター値を受け取り、ビット単位で結合して、第 3 のレジスタ
ーに対する結果を生成します。

andi
ori
xori

これらの演算は、and、or、および xor命令の即値バージョンです。16 ビットの即値が 32 ビットにゼロ拡張され、レジスター値と結
合されて結果を生成します。
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命令 説明

andhi
orhi
xorhi

and、or、および xorのこれらのバージョンでは、16 ビットの即値が論理的に 16 ビットで左シフトされ、32 ビットのオペランドを生
成します。右からゼロがシフトインされます。

add
sub
mul
div
divu

これらは標準的な 32 ビット算術演算です。これらの演算では、2 つのレジスターを入力として受け取り、結果を第 3 のレジスターに格
納します。

addi
subi
muli

これらの命令は、add、sub、および mul 命令の即値バージョンです。命令ワードには符号付き 16 ビット値が含まれます。

mulxss
mulxuu

これらの命令は、32x32 乗算演算の上位 32 ビットへのアクセスを提供します。オペランドを符号付き値または符号なし値のどちらで
扱うかに応じて、適切な命令を選択します。これらの命令の前に mulを付ける必要はありません。

mulxsu この命令は、64x64 符号付き乗算の 128 ビットの結果を計算するのに使用されます。

3.9.3. 移動命令

これらの命令は、レジスターの値または即値を別のレジスターにコピーする移動操作を提供します。

表 52. 移動命令

命令 説明

mov
movhi
movi
movui
movia

movはあるレジスターの値を別のレジスターにコピーします。moviは 16 ビットの符号付き即値をレジスターに移動し、値を 32 ビッ
トに符号拡張します。movuiおよび movhiはそれぞれ、レジスターの下位または上位 16 ビットに、16 ビットの即値を移動し、残り
のビット位置にゼロを挿入します。レジスターにアドレスをロードするには、moviaを使用します。

3.9.4. 比較命令

Nios II アーキテクチャーは、多数の比較命令をサポートしています。これらすべては 2 つのレジスター
またはレジスターと即値を比較し、結果レジスターに 1 つ ( 真の場合 ) または 0 を書き込みます。これ
らの命令は、C プログラミング言語のすべての等価演算子と関係演算子を実行します。

表 53. 比較命令

命令 説明

cmpeq ==

cmpne !=

cmpge 符号付き >=

cmpgeu 符号なし >=

cmpgt 符号付き >

cmpgtu 符号なし >

cmple 符号なし <=

cmpleu 符号なし <=
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命令 説明

cmplt 符号付き <

cmpltu 符号なし <

cmpeqi
cmpnei
cmpgei
cmpgeui
cmpgti
cmpgtui
cmplei
cmpleui
cmplti
cmpltui

これらの命令は比較演算の即値バージョンです。レジスターの値と 16 ビットの即値を比較します。符号付き演算では、即値が
32 ビットに符号拡張されます。符号なし演算では上位ビットにゼロが入ります。

3.9.5. シフト命令およびローティト命令

シフトおよびローティト演算は次の命令で提供されます。ローティトまたはシフトするビット数は、レジス
ター内にまたは即値で指定できます。

表 54. シフト命令とローティト命令

命令 説明

rol
ror
roli

rol命令および roli命令は、左ビット・ローティトを実行します。roliは即値を使用して、ローティトするビット数を指定します。ror
命令は右ビット・ローティトを実行します。
roliを使用して同等の演算が実行できるため、rorの即値バージョンはありません。

sll
slli
sra
srl
srai
srli

これらのシフト命令は、C プログラミング言語の << 演算子および >> 演算子の動作を実現します。sll、slli、srl、srli命令は、
左および右論理ビット・シフト操作を実行し、ゼロを挿入します。sraおよび srai命令は、算術右ビット・シフトを実行し、 上位ビット
の符号ビットを複製します。slli、srliおよび sraiは、即値を使用して、シフトするビット数を指定します。

3.9.6. プログラム制御命令

Nios II アーキテクチャーは、無条件ジャンプ命令、分岐命令および呼び出し命令 をサポートしていま
す。これらの命令には遅延スロットはありません。

表 55. 無条件ジャンプ命令および呼び出し命令

命令 説明

call この命令は、即値をサブルーチンの絶対アドレスとして使用してサブルーチンを呼び出し、レジスター raに戻りアドレスを格納します。

callr この命令は、レジスター内の絶対アドレスに置かれているサブルーチンを呼び出して、戻りアドレスをレジスター raに格納します。この
命令は C 関数ポインターを逆参照する役割を果たします。

ret ret命令は、callまたは callrで呼び出されたサブルーチンから復帰するために使用されます。retは、レジスター raのアドレス
で指定される命令をロードして実行します。

jmp jmp命令は、レジスターに格納された絶対アドレスへのジャンプを実行します。jmpは、C プログラミング言語の switch 文を実現する
のに使用されます。

jmpi jmpi命令は、絶対アドレスを決定ために即値を使用して絶対アドレスにジャンプします。

br この命令は現在の命令に対し、相対的に分岐します。符号付き即値で、次に実行する命令のオフセットを設定します。
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条件付き分岐命令は、レジスター値を直接比較し、式が真の場合は分岐します。条件付き分岐は C プロ
グラミング言語の以下の等号比較および関係比較をサポートしています。

• == および !=

• < および <= ( 符号付きおよび符号なし )

• > および >= ( 符号付きおよび符号なし )

条件付き分岐命令には遅延スロットはありません。

表 56. 条件付き分岐命令

命令 説明

bge
bgeu
bgt
bgtu
ble
bleu
blt
bltu
beq
bne

これらの命令は、2 つのレジスター値を比較する相対分岐を実現し、式が真の場合は分岐します。実装されている関係演
算子の説明については、この章の「比較命令」を参照してください。

関連情報
比較命令 (100 ページ)

3.9.7. その他の制御命令

表 57. その他の制御命令

命令 説明

trap
eret

trap命令と eret命令は、例外を生成して、例外から復帰します。これらの命令は、call/retのペアと類似していますが、例外に
対して使用されます。trapは statusレジスターの内容を estatusレジスターに、戻りアドレスを eaレジスターに保存してか
ら例外ハンドラーに実行を移します。eretは、estatusから statusを復元し、eaのアドレスで指定された命令を実行して例外
処理から復帰します。

break
bret

break命令はブレークを生成し、bret命令はブレークから復帰します。breakと bretは、ソフトウェア・デバッグ・ツールによっ
て排他的に使用されます。プログラマーがアプリケー ション・コードでこれらの命令を使用することはありません。

rdctl
wrctl

これらの命令は、statusレジスターなどのコントロール・レジスターに読み出しと書き込みを行います。値は 1 つの汎用レジスター
に読み書きされます。

flushd
flushda
flushi
initd
initda
initi

これらの命令は、データ・キャッシュ・メモリーと命令キャッシュメモリーの管理に使用されます。

flushp この命令は、プリフェッチされたすべての命令をパイプラインからフラッシュします。この処理は、 近変更された命令メモリーにジャ
ンプする前に実行する必要があります。

sync この命令を実行すると、すでに発行されたすべての操作が完了してから、後続のロードおよびストアー操作が許可されるようになりま
す。

rdprs
wrprs

これらの命令は、現在のレジスターセットと別のレジスターセットの間で汎用レジスターを読み書きします。
wrprsはシャドー・レジスター・セットで r0を 0 に設定します。システム・ソフトウェアは、そのレジスターセットを使用する前に各シ
ャドー・レジスター・セットで wrprsを使用して r0を 0 に初期化する必要があります。
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3.9.8. カスタム命令

custom命令は、カスタム命令ロジックへの低水準アクセスを提供しま す。カスタム命令の組み込み
は、Qsys の Nios II プロセッサー・パラメーター・エディターに指定され、カスタム命令ロジックで実装
される機能はデザインによって決まります。

詳細は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プロセッサー・アーキテクチャー」の章の
「カスタム命令」のセクションを参照してください。

カスタム命令については Nios II Custom Instruction User Guide を参照してください。

マシン生成された C 関数とアセンブリー・マクロを利用すると、カスタム命令へのアクセスが可能にな
り、実装の詳細がユーザから隠蔽されます。したがって、ほとんどのソフトウェア開発者は、customアセ
ンブリー命 令を直接使用することはありません。

関連情報
• Nios II Custom Instruction User Guide

• プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

3.9.9. 無演算命令

Nios II アセンブラーでは、無演算命令 nopが利用できます。

3.9.10. 未実装の可能性がある命令

Nios II プロセッサー・コアには、ハードウェアですべての命令をサポートしていないものもあります。そ
の場合、プロセッサーは未実装命令を発行した後で例外を生成します。未実装命令例外を生成できるの
は、次の命令のみです。

• mul

• muli

• mulxss

• mulxsu

• mulxuu

• div

• divu

• initda

その他のすべての命令は、未実装命令例外を生成しないことが保証されています。

例外ルーチンで上記の命令を使用する場合、それまでの例外が適切に処理される前に別の例外が発生
する可能性があるため、注意が必要です。

未実装命令処理の詳細については、この章の「未実装命令」を参照してください。

関連情報
未実装命令 (83 ページ)
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3.10. 改訂履歴

表 58. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 本章から余分な例外情報のオプションを削除。

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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4. Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化

この章では、Qsys での Nios II Gen2 Processor パラメーター・エディターについて説明します。
Nios II プロセッサー・パラメーター・エディターは特定の Nios II ハードウェア・システムにおいてプロ
セッサー機能を指定することができます。この章は Nios II Processor パラメーター・エディターでコン
フィグレーション可能な Nios II プロセッサーの機能をカバーしており、完全な Nios II プロセッサー・
システムを作成するためのユーザーガイドではありません。

カスタム Nios II システムの設計を始めるには、「Nios II Hardware Development Tutorial」を参
照してください。

アルテラデバイスの開発キットは、アルテラのウェブサイトの「すべての開発キット」のページで検索で
き、Nios II プロセッサーの何種類かの構成の既製のハードウェア・デザイン例も提供しています。

関連情報
Nios II Hardware Development Tutorial

4.1. Nios II Gen2 の Main タブ

Main タブは主にプロセッサー・コアを選択する際に使用します。このタブで選択するコアによって、この
タブやその他のタブで利用できるオプション変化します。

図 -6: Qsys の Nios II Gen2 の Main タブ
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アルテラは次の Nios II コアを提供しています。

• Nios II/f—Nios II/f の高速コアは、高速性能を達成するように設計されています。そのため、こ
のコアには大部分の構成オプションが提供されており、プロセッサーを微調整して性能を高めるこ
とができます。

• Nios II/e—Nios II/e のエコノミーコアは、可能な限り 小のコアサイズを達成するように設計
されています。そのため、このコアの機能セットは限定されており、Nios II/e コアを選択すると多数
の設定が利用できなくなります。

Main タブは各コアの基本プロパティーをリストする「Selector Guide」テーブルを表示します。

詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II コア実装の詳細」の章を参照
してください。

関連情報
Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

4.2. Vectors タブ

図 -7: Qsys の Nios II Gen2 の Vector タブ

4.2.1. リセットベクター

この項のパラメーターは、リセットコード ( ブートローダー ) が存在するメモリーモジュールとリセット
ベクター ( リセットアドレス ) の位置を選択します。リセットベクターは、システムのメモリー・コンポー
ネントが配置されるまで構成できません。

Nios II プロセッサーでマスターされたすべてのメモリーモジュールを含む Reset vector
memory リストは、リセットベクター・メモリーモジュールを選択します。標準的なシステムでは、リセッ
トコード用の不揮発性メモリーモジュールを選択します。
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Reset vector offset は、メモリーモジュールのベースアドレスに関連するリセットベクターの位置
を指定します。Qsys は、メモリーモジュール、オフセット、またはメモリーモジュールのベースアドレス
を変更すると、リセットベクターの物理アドレスを計算します。Qsys では、Reset vector は計算され
たリード専用のアドレスを表示します。MMU が存在する場合でも、アドレスは常に物理アドレスです。

注意: Qsys は Absolute オプションを提供しており、Reset vector offset に絶対アドレスを指定でき
ます。絶対アドレスは、リセットハンドラーを格納しているメモリーがプロセッサー・システムおよびプロ
セッサー・システムのサブシステムの外にある場合に使用します。

リセット例外について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「命令セット・リフ
ァレンス」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

4.2.2. 例外ベクター

この項のパラメーターは、一般的な例外ベクター ( 例外アドレス ) が存在するメモリーモジュールと一
般的な例外ベクターの場所を選択します。一般的なの例外ベクターは、システムのメモリー・コンポーネ
ントが配置されるまで構成できません。

Nios II プロセッサーでマスターされたすべてのメモリーモジュールを含む Exception vector
memory リストは、例外ベクター・メモリーモジュールを選択します。標準的なシステムでは、例外コー
ド用の低レイテンシー・メモリーモジュールを選択します。

Exception vector offset は、メモリーモジュールのベースアドレスに関連する例外ベクターの位
置を指定します。Qsys は、メモリーモジュール、オフセット、またはメモリーモジュールのベースアドレ
スを変更すると、例外ベクターの物理アドレスを計算します。Qsys では、Exception vector は計算
されたリード専用のアドレスを表示します。MMU が存在する場合でも、アドレスは常に物理アドレスで
す。

注意: Qsys は Absolute オプションを提供しており、Exception vector offset に絶対アドレスを指定
できます。絶対アドレスは、例外ハンドラーを格納しているメモリーがプロセッサー・システムおよびプロ
セッサー・システムのサブシステムの外にある場合に使用します。

例外について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モード」
の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

4.2.3. 高速 TLB ミス例外ベクター

高速 TLB ミス例外ベクターは、TLB ミス例外を処理するために MMU によって排他的に使用される特
別な例外ベクターです。この項のパラメーターは、高速 TLB ミス例外ベクター ( 例外アドレス ) が存
在するメモリーモジュールと高速 TLB ミス例外ベクターの位置を選択します。高速 TLB ミス例外ベク
ターは、システムのメモリー・コンポーネントが配置されるまで構成できません。

Nios II プロセッサーによってマスターされたすべてのメモリーモジュールを含む Fast TLB Miss
Exception vector memory リストは、例外ベクター・メモリーモジュールを選択します。標準的なシス
テムでは、例外コード用に低レイテンシーのメモリーモジュールを選択します。
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注意: Qsys は Absolute オプションを提供しており、Fast TLB Miss Exception vector offset で絶対ア
ドレスを指定できます。絶対アドレスは、例外ハンドラーを格納しているメモリーがプロセッサー・システ
ムおよび絶対アドレスのサブセットの外にある場合に使用します。

Fast TLB Miss Exception vector offset は、メモリーモジュールのベースアドレスに関連する例外
ベクターの位置を指定します。Qsys は、メモリーモジュール、オフセット、またはメモリーモジュールの
ベースアドレスを変更すると、例外ベクターの物理アドレスを計算します。Qsys では、高速 TLB ミス例
外ベクターは計算されたリード専用のアドレスを表示します。MMU が存在する場合でも、アドレスは常
に物理アドレスです。

注意: Nios II MMU はオプションで Nios II MPU と相互に排他的です。Nios II システムは、MMU または
MPU のいずれかを含むことができますが、同一デザインで MMU と MPU の両方を含むことはできませ
ん。

Nios II MMU について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミン
グ・モデル」の章を参照してください。

MMU で正しく機能させるには、ハードウェアが仮想アドレスをカーネル・パーティションに正しくマップ
できるように、すべての例外ベクター ( リセット、一般例外、ブレーク、および高速 TLB ミス ) のベース
物理アドレスがロー物理メモリーを指している必要があります。この制限は、Nios II Processor パラ
メーター・エディターにより適用されます。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

4.3. Caches and Memory Interfaces タブ

Caches and Memory Interfaces タブでは、命令およびデータ・マスターポートのためのキャッシ
ュおよび密結合メモリーの使用をコンフィグレーションすることができます。

図 -8: Qsys の Nios II Gen2 の Caches and Memory Interfaces タブ
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4.3.1. 命令キャッシュ

Instruction cache パラメーターは、Nios II/f コア用の次のオプションがあります。

• Size—命令キャッシュのサイズを指定します。有効なサイズは、512 バイトから 64K バイト、また
は None です。

None を選択すると、命令キャッシュがディスエーブルされます。Nios II プロセッサーからの
Avalon-MM 命令マスターポートはまだ有効です。この場合、密結合命令メモリーを実装する必要
があります。

• Add burstcount signal to instruction_master—Nios II プロセッサーは、バースト転
送を使用して命令キャッシュラインを満たせます。通常、命令が DRAM に格納されている際はプロ
セッサーの命令マスターでバーストをイネーブルし、命令が SRAM に格納されている際はバース
トをディスエーブルします。

DRAM へのバーストは、通常、メモリー帯域幅を改善しますが、追加の FPGA リソースを消費する
可能性があります。バーストを有効にする際は、スレーブへのアクセスは追加のハードウェア ( バー
ストアダプターと呼ばれる ) を経由し、fMAX が低下する可能性があるため注意が必要です。

Nios II プロセッサーが実行をキャッシュラインの 初のワードに転送すると、プロセッサーは 0、
4、8、12、16、20、24、28 などの昇順のアドレスを持つ一連のワード転送を実行してラインを満た
します。

ただし、Nios II プロセッサーがキャッシュラインの 初のワードでない命令に実行を転送すると、
プロセッサーは必要な ( または「重要な」) 命令を 初にフェッチし、残りのキャッシュラインを満
たします。バーストのアドレスは、キャッシュラインの 後のワードが満たされるまで増加し、その
後、キャッシュラインの 初のワードで続行されます。例えば、32 バイトのキャッシュラインではア
ドレス 8 への制御の移行で 8、12、16、20、24、28、0、4 のアドレス・シーケンスでバーストが発生
します。

4.3.2. ブラッシュ・アクセラレーター

フラッシュ・アクセラレーターは、リアルタイムのアプリケーション用の小さな完全連想型キャッシュで
す。フラッシュなどのオンチップ・メモリーから直接実行する場合は、フラッシュ・アクセラレーターを使用
してください。

ラインサイズのオプションには、64 ビットまたは 128 ビットのいずれかを選択できます。ラインサイズ
を選択した後、システムで 2 つまたは 4 つのキャッシュラインが選択できます。フラッシュ・アクセラレ
ーターをインスタンス化した後、flash_instruction_master信号は有効になります。

注意: MAX 10 の内蔵フラッシュでフラッシュ・アクセラレーターを使用することをお勧めします。
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4.3.3. データキャッシュ

Data Cache パラメーターでは、次の Nios II/f コア用オプションがあります。

• Size—データキャッシュをのサイズを指定します。有効なサイズは、512 バイトから 64K バイト、
または None です。Data Cache の値によっては、以下のオプションが提供されます。

• Victim buffer implementation—RAM またはレジスターのどちらを使用するかを指定しま
す。データキャッシュのビクティブバッファーは、データが外部メモリーに書き戻されている間、一時
的にダーティー・キャッシュラインを保持します。

• Add burstcount signal to data_master—Nios II プロセッサーは、バースト転送を使用
して命令キャッシュラインを満たします。通常、プロセッサーのデータが DRAM に格納されている
際はプロセッサーのデータバスでバーストをイネーブルし、プロセッサーのデータが SRAM に格納
されている際はバーストをディスエーブルします。

DRAM へのバーストは、通常、メモリー帯域幅を改善しますが、追加の FPGA リソースを消費する
可能性があります。バーストを有効にする際は、スレーブへのアクセスは追加のハードウェア ( バー
ストアダプターと呼ばれる ) を経由し、fMAX が低下する可能性があるため注意が必要です。

バースト長のラインサイズは、常に 32 バイトです。データキャッシュは常にキャッシュライン境界
に揃えられます。例えば、32 バイトの Nios II データ・キャッシュ・ラインでは、アドレス 8 へのキャ
ッシュミスにより、0、4、8、12、16、20、24 および 28 のアドレスシーケンスでバーストが発生しま
す。

• Use most-significant address bit in processor to bypass data cache—このオ
プションはデフォルトで有効になっており、データマスター・インターフェイスは 大 31 ビットのバ
イトアドレスのみをサポートします。完全な 32 ビットのバイトアドレスをサポートするには、このオ
プションを無効にします。

Nios II プロセッサーは、Avalon-MM 命令またはデータマスターを必要とせずに密結合メモリーから
完全に動作できますが、Avalon-MM 命令またはデータマスターのいずれかが省略されているとソフト
ウェア・デバッグはできません。

注意: デフォルトでは、この機能は Nios II Classic コアとの後方互換性のためにオンになっています。

4.3.4. 密結合メモリー

Number of tightly coupled instruction master port(s) (Include tightly coupled
instruction master port(s))—Nios II Gen2 プロセッサー用の 1 つから 4 つの密結合命令マ
スターポートを指定します。Qsys では、Number of tightly coupled instruction master
port(s) リストから数を選択します。密結合メモリーポートは Qsys System Contents タブの Nios
II Gen2 プロセッサーの接続パネルに表示されます。

4.3.5. ペリフェラル領域

Caches and Memory Interfaces タブの Peripheral Region セクションの 大サイズは 2 ギガバ
イトです。サイズが選択されたら、ベースアドレスを設定することができます。ペリフェラル領域のすべて
のアドレスは、キャッシュ不能なデータアクセスを生成します。

4.4. Arithmetic Instructions タブ

Nios II/f コアは、異なるハードウェア乗算および除算オプションを提供します。エンベデッド乗算器の
使用、ロジックエレメント (LE) の使用、および性能の間でバランスを図るための 良のオプションを選
択できます。

4. Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化
683836 | 2016.10.28

Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド フィードバック

110

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -9: Qsys の Nios II Gen2 の Arithmetic Instructions タブ

4.4.1. 演算命令

• Multiply/Shift/Rotate Hardware:—自動または手動で選択したハードウェアを選択する
オプションがあります。現在の Qsys プロジェクトのデバイスファミリーに従ってハードウェアを選
択するための自動を選択することを推奨します。

• Divide Hardware:—Qsys の使用により、除算ハードウェアのオプションとして SRT Radix-2
が選択できます。

表 59. 除算ハードウェア: SRT Radix-2

ハードウェア パフォーマンス リソース 命令

32 ビット除算器 35 サイクル ロジックエレメント すべての除算器
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4.4.2. 演算実装

このセクションは、乗算 / シフト / ローティトハードウェアを手動で選択する場合にのみ有効です。

• 32-bit multiply instruction implementation—32 ビット乗算命令には 3 つのオプシ
ョンがあります。1 つの 32 ビット乗算器オプションを選択すると、すべてのリソースが 32 ビット乗
算器に割り当てられ、64 ビット乗算命令およびシフト / ローティト命令のリソースになります。

表 60. 32 ビット乗算器命令実装のオプション

パフォーマンス リソース 命令

11 サイクル ロジックエレメント すべての 32 ビット乗算器

1 サイクル 3 つの 16 ビット乗算器 すべての 32 ビット乗算器

1 サイクル 1 つの 32 ビット乗算器 すべての 32 ビット乗算器

• 64-bit multiply instruction implementation—このオプションは、32 ビット乗算器命
令の選択が 3 つの 16 ビット乗算器オプションに設定されている場合にのみ使用できます。Nios
II は 大 32×32 ビットの乗算しかサポートしていません。64 ビットのオプションは、32 ビット
乗算器と乗算器拡張命令 (mulxss、mulxsu、mulxuu) を使用することによって実現され、本資
料の「命令セット・リファレンス」の章で参照できます。

表 61. 64 ビット乗算器命令実装のオプション

パフォーマンス リソース 命令

2 サイクル 1 つの 16 ビット乗算器 すべての 64 ビット乗算器

• Shift/rotate instruction implementation—Qsys には、非パイプラインまたはパイプラ
イン化を選択するオプションをがあります。

表 62. シフト / ローティト命令実装のオプション

パフォーマンス リソース 命令

2 ~ 11 サイクル ロジックエレメント ( 非パイプライン ) すべてのシフト / ローティト

1 サイクル ロジックエレメント ( お会いプライン化 ) すべてのシフト / ローティト

注意: 自動を選択することを強く推奨します。Qsys は以前に選択したデバイスファミリーに基づいて選択を行
います。

4.5. MMU and MPU Settings タブ

MMU and MPU Settings タブには、Nios II Gen2 プロセッサーの MMU と MPU をコンフィグ
レーションするための設定が表示されます。ターゲット・アプリケーションに適した機能を選択できます。
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図 -10: Qsys の Nios II Gen2 の MMU and MPU Settings タブ

注意: このタブは Nios II/f コアでのみ有効です。

4.5.1. MMU

MMU and MPU Settings タブの Include MMU がオンの場合、MMU and MPU Settings
タブの MMU 設定は Nios II/f コアで MMU 用に次のオプションを提供します。通常、これらの設定を
デフォルト値から変更する必要はありません。

• Process ID (PID) bits—プロセス識別子を表すために使用するビット数を指定します。

• Optimize number of TLB entries based on device family—オンの場合、ターゲッ
ト・ハードウェアのデバイスファミリーに基づいて割り当てる TLB エントリーの 適な数を指定し、
TLB entries を無効にします。

• TLB entries—変換ルックアサイド・バッファー (TLB) のエントリー数を指定します。

• TLB Set-Associativity—TLB のセット・アソシエイティブ方法の数を指定します。

• Micro DTLB entries—マイクロデータ TLB のエントリー数を指定します。

• Micro ITLB entries—マイクロ命令 TLB のエントリー数を指定します。

MMU について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モデ
ルの章を参照してください。

Nios II/f コアの詳細については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II コア
実装の詳細」の章を参照してください。

関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)
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4.5.2. MPU

MMU and MPU Settings タブの Include MPU がオンの場合、MMU and MPU Settings
タブの MPU 設定は Nios II/f コアで MPU 用に次のオプションを提供します。

• Use Limit for region range—サイズまたは上限アドレスの制限で定義される領域のメモリ
ー量を制御します。オンの場合、メモリー量は指定された上限アドレスの制限に基づいています。オ
フの場合、メモリー量は指定されたサイズに基づいています。

• Number of data regions—割り当てるデータ領域の数を指定します。指定できる値の範囲は
2 ~ 32 です。

• Minimum data region size— 小データ領域サイズを指定します。指定可能な値の範囲は
256 バイトから 1 MB で、2 のべき乗でなければなりません。

• Number of instruction regions—割り当てる命令領域の数を指定します。指定できる値の
範囲は 2 ~ 32 です。

• Minimum instruction region size—命令領域の 小サイズを指定します。指定可能な値の
範囲は 256 バイトから 1 MB で、2 のべき乗でなければなりません。

注意: 大領域サイズは Nios II の命令サイズであり、Nios II システムが Qsys で生成された際に自動的に
決定されます。 大領域サイズは、Nios II 命令およびデータマスターに接続されたスレーブのアドレス
範囲に基づいています。

MPU について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モデ
ル」の章を参照してください。

Nios II/f コアの詳細については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「Nios II コア
実装の詳細」の章を参照してください。

関連情報
• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

• Nios II コア実装の詳細 (120 ページ)

4.6. JTAG Debug タブ

JTAG Debug タブには、Nios II Gen2 プロセッサーの JTAG デバッグモジュールを設定するための
設定が表示されます。ターゲット・アプリケーションに適したデバッグ機能が選択できます。
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図 -11: Qsys の Nios II Gen2 の JTAB Debug タブ

Nios II Gen2 プロセッサーなどのソフト・プロセッサー・コアは、従来の固定プロセッサーの機能を超
える独自のデバッグ機能を提供します。Nios II プロセッサーのソフトコアの特性により、フル機能を備
えたデバッグコアを使用して開発中のシステムをデバッグし、後でデバッグ機能を削除してロジックリソ
ースの節約ができます。製品のリリースバージョンでは、JTAG デバッグモジュール機能を削減したり、
完全に削除するよう選択できます。

表 63. デバッグ・コンフィグレーション機能

機能 説明

JTAG ターゲット接続 アルテラ FPGA 上の標準 JTAG ピンを介して CPU に接続します。この接続により、プロセッサーの実行開始お
よび停止、レジスターおよびメモリーの確認 / 編集が可能になります。

ソフトウェアのダウンロード JTAG 接続を介して実行可能コードをプロセッサーのメモリーにダウンロードします。

ソフトウェア・ブレークポイント RAM に存在する命令に対してブレークポイントを設定します。

ハードウェア・ブレークポイント フラッシュメモリーなどの不揮発性メモリー内の命令に対してブレークポイントを設定します。

データトリガー アドレス値、データ値、またはリードサイクルやライトサイクルに基づいてトリガーします。トリガーを使用して特
定のイベントや条件でプロセッサーを停止したり、実行トレースの開始や外部ロジック・アナライザーへのトリガ
ー信号の送信など、その他のイベントをアクティブ化することが可能です。2 つのデータトリガーを組み合わせて、
一定のデータまたはアドレス範囲でアクティブになるトリガーを形成できます。

命令トレース プロセッサーで実行する命令のシーケンスをリアルタイムにキャプチャーします。

データトレース プロセッサーで実行されるリードおよびライト動作に関連するアドレスおよびデーリアルタイムでキャプチャーし
ます。

オンチップ・トレース トレースデータをオンチップ・メモリーに格納します。

オフチップ・トレース トレースデータを外部デバッグプローブに格納します。オフチップ・トレースは、Nios II コア内部の PLL をインス
タンス化します。オフチップ・トレースの使用には、Imagination Technologies または Lauterbach GmbH の
デバッグプローブが必要です。

4. Nios II Gen2 プロセッサーのインスタンス化
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

115

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


Include debugreq and debugack signals デバッグ信号設定には、次の機能があります。オン
の場合、Nios II プロセッサーにはデバッグ要求とアクノリッジ信号が含まれます。これらの信号は、別
のデバイスがデバッグ目的で Nios II プロセッサーを一時的にサスペンドさせます。信号は、Qsys シス
テムの 上位レベルにエクスポートされます。

デバッグ信号について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プロセッサー・
アーキテクチャー」の章を参照してください。

OCI Onchip Trace を使用して、オンチップ・トレース・バッファー・サイズを 128 ~ 64K トレースフレ
ームのサイズに設定できます。より大きなバッファーサイズはより多くのオンチップ M4K RAM ブロック
を消費します。すべての M4K RAM ブロックには 大 128 のトレースフレームを格納できます。

関連情報
プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

4.7. Advanced Features タブ

図 -12: Qsys の Nios II Gen2 の Advanced Features タブ

4.7.1. ECC

ECC は Nios II/f コアでのみ使用可能で、命令キャッシュ、MMU TLB、およびレジスターファイルなど
の Nios II の内部の RAM ブロックの ECC サポートを提供します。SECDED ECC アルゴリズムは、1
ビットまたは 2 ビットの誤りを検出し、1 ビットの誤りを訂正する Hamming コードに基づきます。
Nios II プロセッサーがエラーを訂正しようとせず、エラーを検出するだけであれば、ECC アルゴリズム
は 3 ビット・エラーを検出することが可能です。

Nios II/f コアでの ECC サポートの詳細については、「Nios II コア実装の詳細」の章の「ECC」を参照
してください。
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関連情報
ECC (133 ページ)

4.7.2. 割り込みコントローラーのインターフェイス

割り込みコントローラー設定は、次のコンフィグレーションのいずれかの実装を決定します。

• 内部割り込みコントローラー

• 外部割り込みコントローラー (EIC) インターフェイス

EIC インターフェイスは Nios II/f コアでのみ使用可能です。

注意: Nios II コアに EIC インターフェイスとシャドー・レジスターのセットが実装されている場合は、ソフト
ウェアが 新の Nios II エンベデッド・デザインスイート (EDS) バージョンで構築されているかを確認
しなければなりません。旧バージョンでは、シャドー・レジスター・セットと互換性のない eret命令が実
装されています。

EIC インターフェイスについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログ
ラミング・モデル」の章にある「例外処理」を参照してください。

関連情報
例外処理 (74 ページ)

4.7.3. シャドー・レジスター・セット

シャドー・レジスター・セット数の設定は、Nios II コアがシャドー・レジスター・セットを実装するかどう化
を決定します。Nios II コアは 大 63 個のシャドー・レジスター・セットがコンフィグレーションできま
す。

シャドー・レジスター・セットは Nios II/f コアでのみ使用可能です。

注意: EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットが Nios II コアで実装される場合、ソフトウェアは
Nios II EDS のバージョン 9.0 以降で構築されている必要があります。

シャドー・レジスター・セットについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プ
ログラミング・モデル」の章にある「レジスター」を参照してください。

関連情報
レジスター (46 ページ)

4.7.4. リセット信号

cpu_resetrequest リセット信号と cpu_resettaken リセット信号には次の機能があります。オ
ンの場合、Nios II プロセッサーはプロセッサー専用のリセット要求信号を含んでいます。これらの信号
は、システム全体をリセットせずに、別のデバイスが個別に Nios II プロセッサーをリセットできます。信
号はシステムのトップレベルにエクスポートされます。

注意: これらの信号は、Qsys システムの外部ロジックに手動で接続する必要があります。

リセット信号について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プロセッサー・ア
ーキテクチャー」の章を参照してください。
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関連情報
プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

4.7.5. CPU ID コントロール・レジスター値

Qsys では、自動的に割り当てられた CPUID コントロール・レジスター値は常に 0x00000000 であ
るため、アルテラは常に手動による値の割り当てを推奨します。

値を割り当てる必要がある場合は、Assign cpuid control register value を手動でオンにし、cpuid
control register value ボックスに 32 ビット値 (16 進数または 10 進数のフォーマット ) を入力し
ます。

4.7.6. トレースファイルの生成

この選択により、Qsys は"system_name"_"cpu_name".trというトレースファイルを作成しま
す。表示するには、nios2-traceコマンドを使用します。

4.7.7. 例外チェック

Exception Checking 設定では、次のオプションがあります。

Misaligned memory access—ミスアライメントされたメモリーアクセス検出は、Nios II/f コア
でのみ使用可能です。ミスアライメントされたメモリーアクセスがオンになると、プロセッサーはミスア
ライメントされたメモリーアクセスをチェックします。

注意: システムに MMU または MPU を含んでいる場合、プロセッサーは自動的にミスアライメントされたメ
モリーアクセスの例外を生成します。したがって、Core Nios II タブの Include MMU または
Include MPU がオンの場合、Misaligned memory access のチェックボックスは常に無効で
す。

下に 2 つのミスアライメントされたメモリーアドレスの例外を示します。

• ミスアライメント・メモリー・アドレス—ロード / ストア命令のデータアドレスのミスアライメントが
チェックされます。バイトアドレスがロード命令またはストア命令のデータ幅の倍数でない場合
( データの場合は 4 バイト、ハーフワードの場合は 2 バイト )、データアドレスはミスアライメント
とみなされます。バイトロード命令とストア命令は常に整列しており、ミスアライメントされたデー
タアドレス例外を生成することはありません。

• ミスアライメント・デスティネーション・アドレス—br、callr、jmp、ret、eretおよび bret命
令のデスティネーション命令アドレスのミスアライメントがチェックされます。命令のターゲット・バ
イトアドレスが 4 の倍数でない場合、デスティネーション命令アドレスはミスアライメントとみなさ
れます。

例外ハンドラーはこのコードを使用して、命令デコーディングの原因を判断するよりも迅速に適切な実
行すべきアクションを判断することができます。さらに、一部の例外は命令または badaddrレジスター
の例外に関連のあるデータアドレスも格納します。

例外、例外処理およびコントロール・レジスターについて詳しくは、Nios II プロセッサー・リファレンス・
ハンドブックの「プログラミング・モデル」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)
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4.7.8. 分岐予測

このタブのこのセクションでは、分岐予測のタイプに対し動的または静的かを選択できます。エントリー
数 (2 ビット幅 ) に関しては、256、4096、または 大 8192 のエントリーを持つことができます。

4.7.9. RAM メモリー保護

RAM Memory Protection セクションには、OCI RAM および マルチサイクル・カスタム命令の
reset_req信号を含めることができます。

4.8. Quartus Prime IP ファイル

Quartus® Prime IP ファイル ( .qip ) は、生成された IP コアに関する情報を含む MegaWizard™

Plug-In Manager によって生成されるファイルです。Quartus Prime ファイルの生成時にこの .qip
ファイルを現在のプロジェクトに追加するように求められます。ほとんどの場合、 .qip ファイルには、
Quartus Prime コンパイラーでコアまたはシステムの処理に必要なすべての必要な割り当てと情報が
含まれています。一般に、1 つの .qip ファイルが各 MegaCore ファンクションおよび各 Qsys シス
テムに対して生成されます。ただし、複雑なコンポーネントの一部は別の .qip ファイルを生成するた
め、システム .qip ファイルはコンポーネント .qip ファイルを参照します。

4.9. 改訂履歴

表 64. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 余分な例外情報のオプションの章を削除。

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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5. Nios II コア実装の詳細

この章では、本資料のリリース時に提供されている Nios® II プロセッサー・コア実装について説明しま
す。ここでは、各プロセッサー・コアの実装固有の機能についてのみ説明します。すべてのコアは、Nios II
命令セット・アーキテクチャーをサポートしています。

Nios II 命令セット・アーキテクチャーについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブ
ック」の「命令セット・リファレンス」の章を参照してください。

共通のコア情報と特定のコアの詳細については、該当するセクションを参照してください。

表 65. Nios II プロセッサー・コア

機能 コア

Nios II/e Nios II/f

オブジェクト コアの 小サイズ 高速実行速度

パフォーマンス DMIPS/
MHz(40)

0.15 1.16

Max. DMIPS 31 218

Max. fMAX 200 MHz 185 MHz

エリア < 700 LEs;
< 350 ALMs

MMU または MPU なし :
    < 1800 LEs;
    < 900 ALMs
With MMU:
    < 3000 LEs;
    < 1500 ALMs
With MPU:
    < 2400 LEs;
    < 1200 ALMs

パイプライン 1 ステージ 6 ステージ

外部アドレス空間 2 GB ビット 31 のバイパスなしの 4 GB
MMU ありの 4 GB

命令バス キャッシュ – 512 バイトから 64 KB

パイプライン化メ
モリーアクセス

– 可

分岐予測 – ダイナミックまたはスタティック

密結合メモリー – オプション

データバス キャッシュ – 512 バイトから 64 KB

continued...   

(40) Nios II/f コアの DMIPS パフォーマンスは、ハードウェア乗算のオプションにより異なります。
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機能 コア

Nios II/e Nios II/f

パイプライン化メ
モリーアクセス

– –

キャッシュバイパ
ス方法

– • I/O 命令
• ビット 31 のキャッシュバイパス
• オプションの MMU

密結合メモリー – オプション

算術論理ユニット ハードウェア乗算 – 1 サイクル(41)

ハードウェア除算 – オプション

シフター 1 ビットあたり 1 サイクル 1-cycle barrel
shifter
(41)

JTAG デバッグモジュール JTAG インターフ
ェイス、実行の制
御、ソフトウェア・
ブレークポイント

オプション オプション

ハードウェア・ブ
レークポイント

– オプション

オフチップ・トレー
スバッファー

– オプション

メモリー管理ユニット – オプション

メモリー保護ユニット – オプション

例外処理 例外タイプ ソフトウェア・トラップ、割
り込み、不正命令、ハードウ
ェア割り込み

ソフトウェア・トラップ、割り込み、不正命令、スーパーバイ
ザー専用命令、スーパーバイザー専用命令アドレス、スーパ
ーバイザー専用データアドレス、ミスアライメント・デスティ
ネーション・アドレス、ミスアライメント・データアドレス、除
算エラー、高速 TLB ミス、ダブル TLB ミス、TLB 許可違
反、MPU 領域違反、内部ハードウェア割り込み、外部ハード
ウェア割り込み、マスク不能割り込み

内蔵割り込みコン
トローラー

Yes 可

外部割り込みコン
トローラー・イン
ターフェイス

No オプション

シャドー・レジスター・セット 不可 オプション、 大 63 個

ユーザーモードのサポート 不可 ; 常時スーパーバイ
ザー・モード

可 ; MMU または MPU が存在する場合

カスタム命令サポート 可 可

ECC サポート 可 可

(41) 乗算とシフトのパフォーマンスは、使用するハードウェア乗算オプションによって異なります。ハードウェア乗算オ
プションを使用しない場合、乗算演算はソフトウェアでエミュレートされ、シフト演算には 1 ビットあたり 1 サイ
クルが必要です。詳細は、各コアの算術論理ユニットの説明を参照してください。
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関連情報
命令セット・リファレンス (163 ページ)

5.1. デバイスファミリー・サポート

すべての Nios II コアはターゲットの Altera®デバイスファミリーに対して同じサポートを提供します。

表 66. デバイスファミリー・サポート

デバイスファミリー サポート

Max 10 終

Arria® GX 終

Arria II GX 終

Arria II GZ 終

Arria V 終

Arria 10 終

Cyclone® II 終

Cyclone III 終

Cyclone III LS 終

Cyclone IV GX 終

Cyclone IV E 終

Cyclone V 終

Stratix II 終

Stratix II GX 終

Stratix III 終

Stratix IV E 終

Stratix IV GT 終

Stratix IV GX 終

Stratix V 終

暫定サポート—コアはこのデバイスファミリーの暫定タイミングモデルで検証されます。コアはすべての
機能要件を満たしていますが、デバイスファミリーのタイミング解析を実行中の可能性があります。量産
デザインでの使用には注意が必要です。

最終サポート—このデバイスファミリーの 終タイミングモデルで検証しています。コアはデバイスファ
ミリーの機能要件とタイミング要件をすべて満たしており、量産デザインで使用可能です。

5.2. Nios II/f コア

Nios II/f 高速コアは、高い実行パフォーマンスを実現するように設計されています。パフォーマンスは
コアサイズを犠牲にして向上します。アルテラは次のデザイン目標を念頭に置いて Nios II/f コアを設
計しています。
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• 1 サイクルあたりの命令実行効率の 大化

• 割り込みレイテンシーの 適化

• プロセッサー・コアの fMAX 性能の 大化

これらを反映したコアは、多彩な機能をもつオペレーティング・システムを実行するシステムのように、大
量のコードやデータを処理するアプリケーションや性能重視のアプリケーションに 適です。

5.2.1. 概要

Nios II/f コアは、次の特長があります。

• 独立したオプションの命令およびデータキャッシュ

• MMU を必要とするオペレーティング・システムをサポートするオプションのメモリー管理ユニット
(MMU)

• メモリー保護が必要な仮想メモリー管理が不要なオペレーティング・システムおよびランタイム環
境をサポートするオプションの MPU

• ビット 31 が有効でない場合、外部アドレス空間の 4 GB までアクセスが可能

• 割り込み優先順位付けをカスタマイズするためのオプションの外部割り込みコントローラー (EIC)
インターフェイスをサポート

• 割り込みレイテンシーを向上するためにオプションのシャドー・レジスター・セットをサポート

• 命令およびデータの密結合メモリー・インターフェイスをサポート

• 大 DMIPS/MHz を達成する 6 ステージのパイプライン

• ダイナミックまたはスタティック分岐予測の実行

• 演算性能を向上するためのオプションのハードウェア乗算、除算、およびシフトオプション

• カスタム命令の追加をサポート

• 内部 RAM ブロック ( データキャッシュ、データキャッシュ・ビクティムバッファー RAM、命令およ
びデータ密結合メモリー、命令キャッシュ、MMU TLB およびレジスターファイル ) のオプションの
ECC サポート

• JTAG デバッグモジュールをサポート

• ハードウェア・ブレークポイントおよびリアルタイム・トレースを含むオプションの JTAG デバッグモ
ジュールの拡張機能をサポート

次のセクションでは、Nios II/f コアの実装の注目すべき詳細について説明します。本資料では、Nios II
ハードウェアまたはソフトウェア設計者に影響がない下位レベルのデザイン上の問題や実装の詳細に
ついては言及しません。

5.2.2. 算術論理ユニット

Nios II/f コアは、乗算、除算、およびシフト操作の性能の向上のためにいくつかの算術論理ユニット
(ALU) オプションを提供します。
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5.2.2.1. 乗算および除算の性能

Nios II/f コアは、次のハードウェア・マルチプライヤーのオプションがあります。

• DSP ブロック—ターゲットデバイスで使用可能な DSP ブロック・マルチプライヤーを含みます。こ
のオプションは、32 ビットの乗算をサポートする ハードウェア・マルチプライヤーを備えたアルテ
ラ FPGA でのみ使用可能です。

• エンベデッド・マルチプライヤー—ターゲットデバイスで使用可能な専用のエンベデッド・マルチプ
ライヤーを含みます。このオプションは、エンベデッド・マルチプライヤーを備えたアルテラ FPGA
でのみ使用可能です。

• ロジックエレメント—ロジックエレメント (LE) リソースから構築されたハードウェア・マルチプラ
イヤーを含みます。

• なし—ハードウェア・マルチプライヤーを含みません。この場合、乗算演算はソフトウェアーでエミュ
ーレートされます。

Nios II/f コアでは、ALU の LE ベースの除算回路を含むハードウェア除算オプションも提供していま
す。

ALU オプションを含めると、1 つ以上の演算命令の性能が向上します。

注意: エンベデッド・マルチプライヤーの性能はターゲット FPGA ファミリーにより異なります。

表 67. Nios II/f コアにおけるハードウェア乗算および除算の概要

ALU オプション ハードウェアの詳細 命令ごとのサイクル レイテンシー・サイクル
の結果

サポートされる命令

ハードウェア乗算および除算な
し

乗算および除算命令は例外を生成
する

– – なし

ロジック・エレメント 32×4 ビット乗算器を含む ALU 11 +2 mul、muli

32 ビット乗算器 32×32 ビット乗算器を含む ALU 1 +2 mul、muli、
mulxss、
mulxsu、
mulxuu

16 ビット乗算器 16×16 ビット乗算器を含む ALU 1 +2 mul、muli

16 ビット乗算器 4 つの 16×16 ビット乗算器を含
む ALU

2 +2 mul、muli、
mulxss、
mulxsu、
mulxuu

ハードウェア除算 SRT Radix-2 除算回路を含む
ALU

35 +2 div、divu

1 命令あたりのサイクル値は、ALU が命令をディスパッチして各結果を生成できる 大レートを決定し
ます。レイテンシー値は、結果がいつ使用可能になるかを判断します。バックツーバック命令とオペラン
ド間の結果にデータ依存性がない場合、レイテンシーはスループットに影響しません。ただし、命令が以
前の命令の結果に依存する場合、プロセッサーは結果が準備完了するまで結果レイーテンシー・サイク
ルを停止します。
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次のコード例では、乗算演算 (1 命令サイクルと 2 回の結果レイテンシー・サイクル ) の直後に、乗算の
結果を使用する加算演算が続きます。Nios II/f コアでは、ほとんどの ALU 命令と同様に、addi命令
は 1 サイクルで実行されます。ただし、このコード例では addi命令の実行は乗算演算が完了するまで
2 サイクル追加されます。

mul r1, r2, r3        ; r1 = r2 * r3
addi r1, r1, 100      ; r1 = r1 + 100 (Depends on result of mul)

対照的に、次のコードはプロセッサーを停止させません。

mul r1, r2, r3        ; r1 = r2 * r3
or r5, r5, r6         ; No dependency on previous results
or r7, r7, r8         ; No dependency on previous results
addi r1, r1, 100      ; r1 = r1 + 100 (Depends on result of mul)

5.2.2.2. シフト・パフォーマンスおよびローティト・パフォーマンス

シフト操作のパフォーマンスは、ハードウェア乗算オプションによって異なります。ハードウェア・マルチ
プライヤーが存在する場合、ALU は 3 または 4 クロックサイクルでシフトおよびローティト演算を行
います。それ以外の場合、ALU は、1 サイクルあたり 1 ビットシフトを達成し、パフォーマンスを向上さ
せる専用のシフト回路が含まれています。

関連情報
命令のパフォーマンス (130 ページ)

5.2.3. メモリーアクセス

Nios II/f コアは、オプションの命令キャッシュとデータキャッシュを提供します。それぞれのキャッシュ
サイズは 512 バイトから 64 KB の間でユーザー定義が可能です。

Nios II/f コアのメモリーアドレス幅は、オプションの MMU が存在するかどうかによって異なります。
MMU がないと、Nios II/f コアはデータ・マスター・ポートの I/O にアクセスするためのビット 31 のキ
ャッシュバイパス方式をサポートしています。したがって、アドレスは 31 ビット幅であり、キャッシュバイ
パス機能のためのビット 31 を確保します。MMU の場合、キャッシュバイパスはメモリー・パーティショ
ンと変換索引バッファー (TLB) の内容です。したがって、ビット 31 のキャッシュバイパスはディスエー
ブルされ、32 のアドレスビットがメモリーのアドレス指定に使用できます。

5.2.3.1. 命令マスターポートおよびデータマスター・ポート

命令マスターポートは、パイプライン化された Avalon マスターマップド (Avalon-MM) マスターポー
トです。また、コアには 32 バイトの固定長のデータキャッシュが含まれているため、データマスター・ポ
ートはパイプライン化された Avalon-MM マスターポートになります。

Nios II/f コアの命令マスターポートおよびデータマスター・ポートはオプションです。マスターポート
は、不足しているマスタポートの代わりに少なくとも 1 つの密結合メモリーがコアに含まれている限り、
除外できます。

注意: Nios II プロセッサーは、Avalon-MM 命令またはデータマスターを必要とせずに、密結合メモリーから
完全に動作できますが、Avalon-MM 命令またはデータマスターのいずれかが省略されている場合は、
ソフトウェア・デバッグは実行できません。
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パイプライン化された Avalon-MM 転送のサポートにより、パイプライン・レイテンシーを伴う同期メモ
リーの影響が 小になります。パイプライン化された命令およびデータマスター・ポートは、前の要求が
終了する前に連続するリード要求を発行します。

5.2.3.2. 命令キャッシュおよびデータキャッシュ

このセクションではキッシュメモリーおよびデータ・キャッシュ・メモリーの類似する特性と、次に相違点
について説明します。

命令キャッシュアドレスとデータキャッシュ・アドレスの両方は、システムに MMU が存在するかどうか
に基づいてフィールドに分割されます。

表 68. データキャッシュ・アドレス・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

タグ ライン

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ライン オフセット

表 69. キャッシュ仮想バイトアドレス・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

ライン

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ライン オフセット

表 70. キャッシュ物理バイトアドレス・フィールド

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

タグ

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

オフセット

5.2.3.2.1. 命令キャッシュ

命令キャッシュメモリーには次の特長をがあります。

• ダイレクトマップ・キャッシュの実装

• 1 キャッシュラインあたり 32 バイト (8 ワード )

• 命令マスターポートは一度にメモリーからキャッシュライン全体を読み出し、クロックサイクルごと
に 1 回の読み出しを発行します。

• クリティカル・ワード・ファースト

• MMU が存在する場合、VIPT ( 仮想インデックス、物理タグ付け )
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タグフィールドのサイズは、キャッシュメモリーと物理アドレスのサイズに依存します。ラインフィールド
のサイズは、キャッシュメモリーのサイズにのみ依存します。オフセットフィールドは、常に 5 ビット ( す
なわち、32 バイトのライン ) です。MMU が存在しないシステムでは、命令バイトアドレスの 大サイズ
は 31 ビットです。MMU を有するシステムでは、 大命令バイトアドレス・サイズは 32 ビットで、タグフ
ィールドは常に物理フレーム番号 (PFN) のすべてのビットを含みます。

命令キャッシュはオプションです。ただし、Nios II/f コアからの命令キャッシュを排除するには、コアに
少なくとも 1 つの密結合命令メモリーが含まれている必要があります。

5.2.3.2.2. データキャッシュ

• ダイレクト・マップ・キャッシュの実装

• 32 バイトのラインサイズ

• データマスター・ポートは一度にメモリーからキャッシュライン全体を読み出し、クロックサイクルご
とに 1 回の読み出しを発行します。

• ライトバック

• 書き込み割り当て ( 例 : 命令の格納時、キャッシュミスはそのアドレスでラインを割り当てます。)

• MMU が存在する場合、VIPT ( 仮想インデックス、物理タグ付け )

タグフィールドのサイズは、キャッシュメモリーと物理アドレスのサイズに依存します。ラインフィールド
のサイズは、キャッシュメモリーのサイズにのみ依存します。オフセットフィールドのサイズは、ラインサイ
ズに依存します。32 バイトのラインサイズはそれぞれ 5 ビット幅となります。MMU が存在しないシス
テムでは、 大データのバイトアドレス・サイズは 31 ビットです。MMU を有するシステムでは、 大デ
ータのバイトアドレス・サイズは 32 ビットで、タグフィールドは常に物理フレーム番号 (PFN) のすべて
のビットを含みます。

データキャッシュはオプションです。データキャッシュがコアから除外されている場合、データマスタポー
トも除外できます。

Nios II 命令セットはデータキャッシュをクリアーするためのいくつかの異なる命令を提供しています。
使用する命令を判断する際は、2 つの重要な質問に回答する必要があります。キャッシュの一致を検索
する際にタグフィールドを考慮する必要がありますか ? クリアーする前に、ダーティー・キャッシュライン
をメモリーにライトバックする必要がありますか ? 表の下は、各ケースで使用するための も適切な命
令のリストです。

表 71. データキャッシュをクリアーする命令

命令 無視するタグフィールド 検討するタグフィールド

Write Dirty Lines flushd flushda

Do Not Write Dirty Lines initd initda

Nios II 命令セットについて詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「命令セッ
ト・リファレンス」の章を参照してください。

Nios II/f コアはすべてのデータキャッシュ・バイパス手法を実装します。

データキャッシュバイパス手法について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の
「プロセッサー・・アーキテクチャー」の章を参照してください。
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キャッシュアクセスと非キャッシュアクセスを同じキャッシュラインに混在させると、データの読み込みが
無効になる可能性があります。例えば、次の一連のイベントはキャッシュの非同期性を引き起こします。

1. Nios II コアはデータをキャッシュに書き込み、ダーティー・データ・キャッシュ・ラインを作成します。

2. Nios II コアは同じアドレスからのデータを読み出すが、キャッシュをバイパスします。

注意: キャッシュラインを読み書きしているかどうかにかかわらず、同じキャッシュラインにキャッシュアクセス
と非キャッシュアクセスを混在させないでください。キャッシュされたデータアクセスと非キャッシュのデ
ータアクセスを混在させる必要がある場合は、キャッシュされたアクセスを完了した後、キャッシュされ
ていないアクセスを実行する前に、データキャッシュの対応するラインをフラッシュします。

関連情報
• 命令セット・リファレンス (163 ページ)

• プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

5.2.3.2.3. バースト

データキャッシュが有効になっている場合、データマスター・ポートでバーストを有効にすることができま
す。バーストがパフォーマンスを向上させるかどうか判断するには、データマスター・ポートに接続されて
いるメモリーデバイスのマニュアルを参照してください。.

5.2.4. 密結合メモリー

Nios II/f コアは、命令とデータの両方にオプションの密結合メモリー・インターフェイスを提供します。
Nios II/f コアは、命令とデータの密結合メモリーを 大 4 つまで使用できます。密結合メモリー・イン
ターフェイスがイネーブルされている場合、Nios II コアには追加のメモリー・インターフェイス・マスタ
ー・ポートが含まれています。各密結合メモリー・インターフェイスは、ちょうど 1 つのメモリー・スレーブ・
ポートに直接接続する必要があります。

密結合メモリーが存在する場合、Nios II コアは内部でアドレスをデコードし、要求された命令またはデ
ータが密結合メモリーに存在するかどうかを判断します。アドレスが密結合メモリーにある場合、Nios
II コアは密結合メモリー・インターフェイスを介して命令またはデータをフェッチします。ソフトウェア
は、密結合メモリーに通常の ldwや ldwioなどのロード命令やストア命令でアクセスします。

密結合メモリーにアクセスすると、キャッシュメモリーをバイパスします。プロセッサー・コアは、密結合メ
モリーのアドレス範囲に対してキャッシュが存在しないかのように機能します。initdおよび flushd
などのキャッシュ管理のための命令は、命令が密結合メモリー内のアドレスを指定していても、密結合メ
モリーに影響を与えません。

MMU が存在する場合、密結合メモリーは常にカーネル・パーティション内にマップされ、スーパーバイ
ザー・モードにのみアクセスできます。

5.2.5. メモリー管理ユニット

Nios II/f コアには、Nios II の MMU の性能を向上させるオプションがあります。

MMU アーキテクチャーについては、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミ
ング・モデル」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

5. Nios II コア実装の詳細
683836 | 2016.10.28

Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド フィードバック

128

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


5.2.5.1. マクロ変換索引バッファー

変換索引バッファー (TLB) は、オンチップ RAM に格納された 1 つのメイン TLB と LE ベースのレジ
スターに格納された命令 (μITLB) およびデータ (μDTLB) 用の 2 つの独立したマイクロ TLB
(μTLB) から構成されます。

TLB はコンフィグレーション可能な数のエントリーがあり、完全に結合しています。デフォルト構成に
は、6 つの μDTLB エントリーと 4 つの μITLB エントリーがあります。新しいエントリーをロードする
際は、ハードウェアは も 近使用されていない μTLB エントリーを選択します。

μTLB はソフトウェアからは見えません。それらは、メイン TLB の包括的キャッシュとして機能します。
プロセッサーはまず μTLB のヒットを検索します。それがない場合はメイン TLB のヒットを検索しま
す。メイン TLB がない場合、プロセッサーは例外を取ります。メイン TLB がヒットした場合、TLB エン
トリーはその後のアクセスのために μTLB にコピーされます。

プロセス識別子 (PID) が変更された場合、ハードウェアは自動的に各 TLB 書き込み動作時に μTLB
をフラッシュし、tlbmiscレジスターに wrctlをフラッシュします。

5.2.6. メモリー保護ユニット

Nios II/f コアには、Nios II の MPU の性能を向上させるオプションがあります。

MPU アーキテクチャーについては、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミ
ング・モデル」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

5.2.7. 例外パイプライン

このセクションでは、パフォーマンスが重要なアプリケーションのためのパイプライン動作の概要を説明
します。設計者はこの情報を使用して、不要なプロセッサーのストールを 小限に抑えられます。ほとん
どのアプリケーション・プログラマーは、個々の命令のパフォーマンスを分析する必要はありません。

Nios II/f コアは 6 ステージのパイプラインを適用しています。

表 72. Nios II/f コアのパイプライン・ステージの実装

ステージ表記 ステージ名

F フェッチ

D デコーダー

E 実行

M メモリー

A アライン

W ライトバック
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1 サイクルにつき 1 命令までディスパッチおよび / またはリタイアーされます。命令はディスパッチさ
れ、順序通りにリタイアーされます。ダイナミック分岐予測は、2 ビットの分岐履歴テーブルを使用して
実施されます。パイプラインは次の条件で停止します。

• マルチサイクル命令

• Avalon-MM 命令マスターポート・リードアクセス

• Avalon-MM データマスター・ポート・リード / ライトアクセス

• 長いレイテンシー命令 ( 例 : ロード、乗算、シフト ) でのデータ依存性

5.2.7.1. パイプラインのストール

パイプラインは、ステージがストールした場合、そのステージまたは以前のステージに新しい値が入力さ
れないように設定されています。パイプライン・ステージが空であっても、パイプライン・ステージの「キャ
ッチング・アップ」は許容されません。

A ステージと D ステージのみがストールを作成できます。

次のいずれかの条件が発生すると、A ステージのストールが発生します。

• A ステージのメモリー命令が、Avalon-MM データマスター要求が完了するのを待機しています。
通常、これは、ロードまたはストアーがデータキャッシュでミスした場合、または flushd命令がダ
ーティーラインを書き戻す必要がある場合に発生します。

• A ステージのシフト / ローティト命令はまだ実行中です。これは、マルチサイクル・シフト回路 ( す
なわち、ハードウェア・マルチプライヤーが使用できない場合 ) でのみ発生します。

• A ステージの除算命令はまだ実行中です。これは、オプションの除算回路が使用可能な場合にのみ
発生します。

• A ステージのマルチサイクル・カスタム命令は stall 信号をアサート中です。これは、デザインにマ
ルチサイクル・カスタム命令が含まれている場合にのみ発生します。

D ステージのストールは、命令が遅延結果命令の結果をより早く使用しようとし、かつ M ステージのパ
イプライン・フラッシュがアクティブでない場合に発生します。遅延結果命令は、ロード、シフト、ローティ
ト、rdctl、乗算 ( ハードウェア乗算がサポートされている場合 )、除算 ( ハードウェア除算がサポー
トされている場合 )、およびマルチサイクル・カスタム命令 ( 存在する場合 )です。

5.2.7.2. 分岐予測

Nios II/f コアは、ダイナミック分岐予測およびスタティック分岐予測を実行し、実行された分岐に関連
するサイクル・ペナルティーを 小限に抑えます。

5.2.8. 命令のパフォーマンス

すべての命令は、実行に 1 サイクル以上を要します。一部の命令には、その実行に関連するその他のペ
ナルティーがあります。遅延結果命令には、それらとそれらの結果に使用する命令の間に 2 サイクルあり
ます。パイプラインをフラッシュする命令は、それらの命令がキャンセルされた後で 大 3 つの命令を発
生させます。これにより、3 サイクルのペナルティーと 4 サイクルの実行時間が作成されます。Avalon-
MM 転送を必要とする命令は、必要な Avalon-MM 転送 ( 大 1 回の書き込みと 1 回の読み出し )
が完了するまでストールします。
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表 73. Nios II/f コアの 4 バイト / ライン・データキャッシュの命令実行のパフォーマンス

命令 サイクル ペナルティー

通常の ALU 命令 ( 例 : add, cmplt) 1

組み合わせカスタム命令 1

マルチサイクル・カスタム命令 TK_SLEEP(1)
;

遅延結果

分岐 ( 正確な予測、取得 ) 2

分岐 ( 正確な予測、未取得 ) 1

分岐 ( 誤予測 ) 4 パイプライン・フラッシュ

trap、break、eret、bret、flushp、wrctl、wrprs; 不正および割り込み 4 または 5 パイプライン・フラッシュ

call、jmpi、rdprs 2

jmp、ret、callr 3

rdctl 1 遅延結果

load ( Avalon-MM 転送なし ) 1 遅延結果

load ( Avalon-MM 転送あり ) TK_SLEEP(1)
;

遅延結果

store ( Avalon-MM 転送なし ) 1

store ( Avalon-MM 転送あり ) TK_SLEEP(1)
;

flushd、flushda ( Avalon-MM 転送なし ) 2

flushd、flushda ( Avalon-MM 転送あり ) TK_SLEEP(2)
;

initd、initda 2

flushi、initi 4

乗算 遅延結果

除算 遅延結果

シフト / ローティト ( エンベデッド・マルチプライヤーで使用するハードウェア乗算 ) 1 遅延結果

シフト / ローティト ( LE ベースのマルチプライヤーで使用するハードウェア乗算 ) 2 遅延結果

シフト / ローティト ( ハードウェア乗算なし ) 1～32 遅延結果

その他すべての命令 1

乗算および除算では、サイクル数はハードウェア乗算 / 除算のオプションによって異なります。詳細につ
いては、「算術論理ユニット」および「命令キャッシュとデータキャッシュ」を参照してください。

デフォルトの Nios II/f コンフィグレーションでは、trap、break、eret、bret、flushp、wrctl、
wrprs命令は 4 クロックサイクルを必要とします。次のオプションのいずれかが存在する場合は、5 ク
ロックサイクルが必要です。

• MMU

• MPU

• 除算の例外
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• ミスアライメントされたロード / ストアーアドレス例外

• EIC ポート

• シャドー・レジスター・セット

関連情報
• データキャッシュ (127 ページ)

• 命令キャッシュおよびデータキャッシュ (126 ページ)

• 算術論理ユニット (123 ページ)

5.2.9. 例外処理

Nios II/f コアは次の例外タイプをサポートしています。

• ハードウェア割り込み

• ソフトウェア・トラップ

• 不正命令

• 未実装命令

• スーパーバイザー専用命令 (MMU または MPU のみ )

• スーパーバイザー専用命令アドレス (MMU または MPU のみ )

• スーパーバイザー専用データアドレス (MMU または MPU のみ )

• ミスアライメント・データ・アドレス

• ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

• 除算エラー

• 誤り訂正コード (ECC) のサポート

• 高速変換索引バッファー (TLB) ミス (MMU のみ )

• ダブル TLB ミス (MMU のみ )

• TLB 許可違反 (MMU のみ )

• MPU 領域違反 (MPU のみ)

5.2.9.1. 外部割り込みコントローラー・インターフェイス

EIC インターフェイスを使用すると、カスタム割り込みコントローラーを追加することで複雑なシステム
での割り込み処理を高速化できます。

EIC インターフェイスは、次の入力信号を使用する Avalon-ST シンクです。

• eic_port_valid

• eic_port_data

信号は立ち上がりエッジでトリガーされ、Nios II クロック入力と同期します。
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EIC インターフェイスは eic_port_data信号を介して次の信号を Nios II プロセッサーに提供し
ます。

• 要求されたハンドラーアドレス (RHA)—要求された割り込みに関連する割り込みハンドラーの
32 ビット・アドレス

• 要求されたレジスターセット (RRS)—要求された割り込みに関連する割り込みハンドラーの 6 ビ
ット数

• 要求された割り込みレベル (RIL)—6 ビット割り込みレベル。RIL が 0 の場合、割り込みは要求さ
れない。

• 要求されたマスク不能割り込み (RNMI) フラグ—割り込みがマスク不能として扱われるかどうか
を表示する 1 ビット・フラグ

表 74. eic_port_data 信号

ビットフィールド

44 ...

RHA

... 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RHA RRS RNMI RIL

Avalon-ST プロトコル要件に従って、EIC インターフェイスは、eic_port_validがアサート
(High) された場合のみ eic_port_dataをサンプリングします。 eic_port_validがアサート
されていない場合、プロセッサーは RHA、RRS、RIL および RNMI の前の値をラッチします。
eic_port_dataに新しい値を提示するには、EIC は eic_port_validをアサートして新しい
パケットを送信する必要があります。EIC はクロックサイクルごとに 1 回新しいパケットを送信できま
す。

EIC の実装例については、「Embedded Peripherals IP User Guide」の「Vectored Interrupt
Controller」の章を参照してください。

関連情報
エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

5.2.10. ECC

Nios II/f コアには、次の Nios II の内蔵 RAM ブロックに ECC サポートを追加するオプションがあり
ます。
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• 命令キャッシュ

— 命令キャッシュ内で発生する ECC エラー (1、2 または 3 ビット ) は回復可能で、Nios II プ
ロセッサーは ECC エラーを訂正するのではなく、訂正する ECC エラーに代わって外部メモリ
ーからキャッシュラインを読み出す。

• レジスターファイル

— 1 ビットの ECC エラーは回復可能。

— 2 ビットの ECC エラーは回復不可であり、ECC 例外を生成する。

• MMU TLB

— ハードウェアの読み出しによりトリガーされる 1 ビットの ECC エラーは回復可能。

— ハードウェアの読み出しによりトリガーされる 2 ビットの ECC エラーは回復不可であり、
ECC 例外を生成します。

— TLBMISCレジスターへのソフトウェアの読み出しによりトリガーされる 1 または 2 ビットの
ECC エラーは例外をトリガーせず、代わりに、TLBMISC.EEを 1 に設定します。ソフトウェ
アはこのフィールドを読み出して TLB エントリーを無効 または 上書きする必要があります。

• データキャッシュ

— タグ RAM—ECCINJ.DCTAGフィールドは、ECC エラーをタグ RAM に注入するために使
用されます。

— データ RAM—ECCINJ.DCDATフィールドは、ECC エラーをデータ RAM に注入するため
に使用されます。

• 密結合メモリー (TCM)—Nios II は TCM ごとの ECC エンコーダー / デコーダーロジックが含
まれており、TCM マスターポートのデータ幅は Nios II が ECC パリティービットを読み書きでき
るように増加します。

— 命令密結合メモリー (ITCM)—Nios II は 大 4 つの ITCM をサポートしています。

— データ密結合メモリー (DTCM)—Nios II は 大 4 つの DTCM をサポートします。

ECC インターフェイスは、出力信号 ecc_event_busを持つ Avalon-ST ソースです。このインター
フェイスにより、Nios II プロセッサーの外部ロジックは ECC エラーを監視できます。

表 75. ECC エラー信号

ビット フィールド 説明 ソフトウェアへの
影響

使用可 / 不可

0 EEH 例外ハンドラーモード中の ECC エラー例外 ( 例 :STATUS.EH = 1) 致命的に近い 常時

1 RF_RE レジスターファイル RAM の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし 常時

2 RF_UE レジスターファイル RAM の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い 常時

3 ICTAG_RE 命令キャッシュタグ RAM の回復可能な (1、2 または 3 ビット ) ECC エラー なし 命令キャッシュが存
在する場合

4 ICDAT_RE 命令キャッシュデータ RAM の回復可能な (1、2 または 3 ビット ) ECC エラー なし 命令キャッシュが存
在する場合

5 ITCM0_RE ITCM0の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし ITCM0が存在する
場合

6 ITCM0_UE ITCM0 の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的な可能性
あり

ITCM0 が存在する
場合
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ビット フィールド 説明 ソフトウェアへの
影響

使用可 / 不可

7 ITCM1_RE ITCM1 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし ITCM1 が存在する
場合

8 ITCM1_UE ITCM1 の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い ITCM1 が存在する
場合

9 ITCM2_RE ITCM2 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし ITCM2 が存在する
場合

10 ITCM2_UE ITCM2 の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い ITCM2 が存在する
場合

11 ITCM3_RE ITCM3 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし ITCM3 が存在する
場合

12 ITCM3_UE ITCM3 の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い ITCM3 が存在する
場合

13 DCTAG_RE データキャッシュタグ RAM の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし データキャッシュが存
在する場合

14 DCTAG_UE データキャッシュタグ RAM の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い データキャッシュが存
在する場合

15 DCDAT_RE データキャッシュ・データ RAM のデータ回復可能な ( ダーティーラインを持つ 1 ビッ
ト、クリーンラインを持つ 2 ビットまたは 3 ビット ) ECC エラー。ダーティーラインの
ライトバック中に見つかった回復可能なエラーを除外します。

なし データキャッシュが存
在する場合

16 DCDAT_UE データキャッシュ・データ RAM のデータ回復不可能な ( ダーティーラインを持つ 2 ビ
ット ) ECC エラー。ダーティーラインのライトバック中に見つかった回復不可能なエラ
ーを除外します。

致命的に近い データキャッシュが存
在する場合

17 DCWB_RE データキャッシュ・データ RAM またはダーティーラインのライトバック中のビクティム
ライン・バッファー RAM の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー

なし データキャッシュが存
在する場合

18 DCWB_UE データキャッシュ・データ RAM またはダーティーラインのライトバック中のビクティム
ライン・バッファー RAM の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー

致命的に近い データキャッシュが存
在する場合

19 TLB_RE TLB RAM (TLB のハードウェア読み出し ) の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし MMU が存在する場
合

20 TLB_UE TLB RAM (TLB のハードウェア読み出し ) の回復不可能な (2 ビット ) 致命的な可能性
あり

MMU が存在する場
合

21 TLB_SW TLB ソフトウェア読み出しのソフトウェアがトリガーする (1、2 または 3 ビット )
ECC エラー

致命的な可能性
あり

MMU が存在する場
合

22 DTCM0_RE DTCM0 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし DTCM0 が存在する
場合

23 DTCM0_UE DTCM0 の不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い DTCM0 が存在する
場合

24 DTCM1_RE DTCM1 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし DTCM1 が存在する
場合

25 DTCM1_UE DTCM1 の回復不可能な (2 ビット) ECC エラー 致命的に近い DTCM1 が存在する
場合

26 DTCM2_RE DTCM2 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー None DTCM2 が存在する
場合
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ビット フィールド 説明 ソフトウェアへの
影響

使用可 / 不可

27 DTCM2_UE DTCM2 の回復不可能な (2 ビット ) ECC エラー 致命的に近い DTCM2 が存在する
場合

28 DTCM3_RE DTCM3 の回復可能な (1 ビット ) ECC エラー なし DTCM3 が存在する
場合

29 DTCM3_UE DTCM3 の回復不可能な (3 ビット ) ECC エラー 致命的に近い DTCM3 が存在する
場合

5.2.11. JTAG デバッグモジュール

Nios II/f コアは、JTAG デバッグモジュールをサポートし、ソフトウェア・デバッグ・ツールに JTAG イ
ンターフェイスを提供します。Nios II/f コアはオプションの拡張インターフェイスをサポートしており、
リアルタイムのトレースデータをプロセッサーの外に取り出して外部デバッグプローブに格納すること
ができます。

注意: Nios II MMU は、JTAG デバッグモジュールのトレースをサポートしていません。

5.3. Nios II/e コア

Nios II/e エコノミーコアは、可能な限り 小のコアサイズを達成するように設計されています。アルテ
ラは、Nios II/e をどのような方法でもリソース使用量の低減が可能で、同時に Nios II 命令セット・ア
ーキテクチャーとの互換性を維持することを唯一の目標として設計しました。ハードウェア・リソースは実
行性能を犠牲にして保存されます。

結果となるコアは、コスト重視のアプリケーションやシンプルな制御ロジックを必要とするアプリケーシ
ョンに 適です。

5.3.1. 概要

Nios II/e コアは次の特長があります。

• 6 クロックサイクルあたり 大 1 命令を実行

• 完全な 32 ビット・アドレッシング

• 大 4 GB の外部アドレス空間にアクセス可能

• 追加のカスタム命令をサポート

• JTAG デバッグモジュールをサポート

• 未実装な可能性である命令へのハードウェア・サポートを提供しない

• 命令キャッシュまたはデータキャッシュなし

• 分岐予測を実行しない

次のセクションでは、Nios II/e コア実装の注目すべき詳細について説明します。本資料では、下位レベ
ルのデザイン上の問題や Nios II ハードウェアまたはソフトウェア設計者に影響を与えない実装の詳
細については説明していません。

5.3.2. 算術論理ユニット

Nios II/e コアは、未実装の可能性のある命令をハードウェアでサポートしていません。割り込みはすべ
てソフトウェアでエミュレートされます。
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Nios II/e コアは、専用のシフト回路を使用してシフトおよびローティト動作を実行します。専用のシフ
ト回路は、1 サイクルあたり 1 ビットのシフトおよびローティト動作を実現します。

5.3.3. メモリーアクセス

Nios II/e コアは、命令キャッシュまたはデータキャッシュを提供しません。すべてのメモリーおよびペリ
フェラル・アクセスが Avalon-MM 転送を生成します。Nios II/e コアは、 大 4 GB の外部メモリー、
完全な 32 ビット・アドレッシングへのアドレスが可能です。

データキャッシュのバイパス方式については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プ
ロセッサー・アーキテクチャー」の章を参照してください。

Nios II/e コアは、命令キャッシュまたはデータキャッシュを提供しません。すべてのメモリーおよびペリ
フェラル・アクセスにより Avalon-MM 転送が生成されます。

データキャッシュのバイパス方式については、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プ
ロセッサー・アーキテクチャー」の章を参照してください。

関連情報
プロセッサー・アーキテクチャー (15 ページ)

5.3.4. 命令実行ステージ

このセクションでは、アセンブリー実行時間を推定する手段としてのパイプライン動作の概要を説明しま
す。ほとんどのアプリケーション・プログラマーは、個々の命令のパフォーマンスを分析する必要はありま
せん。

5.3.5. 命令のパフォーマンス

Nios II/e コアは一度に 1 つの命令をディスパッチし、プロセッサーは命令の完了を待機してから、次
の命令をフェッチしてディスパッチします。各命令は、次の命令がディスパッチされる前に完了するため、
分岐予測は必要ありません。これにより、プロセッサー・ストールの考慮が大幅に簡素化されます。 大
性能は 6 クロックサイクルごとに 1 命令です。6 サイクルを達成するには、Avalon-MM 命令マスター
ポートが 1 クロックサイクルで命令をフェッチする必要があります。Avalon-MM 命令マスターポート
のストールは、命令の実行時間を直接延長します。

表 76. Nios II/e コアの命令実行性能

命令 サイクル

通常の ALU 命令 ( 例 : add、cmplt) 6

すべての分岐、jmp、jmpi、ret、call、callr 6

trap、break、eret、bret、flushp、wrctl、rdctl、未実装 6

すべてのロードワード 6 + Avalon-MM 読み出し転送の期間

すべてのロード・ハーフワード 9 + Avalon-MM 読み出し転送の期間

すべてのロードバイト 10 + Avalon-MM 読み出し転送の期間

すべてのストアー 6 + Avalon-MM 書き込み転送の期間

すべてのシフト、すべてのローティト 7～38
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命令 サイクル

その他すべての命令 6

組み合わせカスタム命令 6

マルチサイクル・カスタム命令 6

5.3.6. 例外処理

Nios II/e コアは、次の例外タイプをサポートしています。

• ハードウェア割り込みをディスエーブルします。

• ソフトウェア・トラップ

• 不正命令

• 未実装命令

5.3.7. JTAG デバッグモジュール

Nios II/e コアは、JTAG デバッグモジュールをサポートしており、ソフトウェア・デバッグ・ツールに
JTAG インターフェイスを提供します。Nios II/e コアの JTAG デバッグモジュールは、ハードウェア・ブ
レークポイントまたはトレースをサポートしていません。

5.4. 改訂履歴

表 77. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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6. Nios II プロセッサーのリビジョン履歴

Nios®II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) の各リリースでは、Nios II プロセッサー、ソフトウェ
ア開発ツール、またはその両方が改良されています。この章では Nios II プロセッサーの改訂履歴を記
します。Nios II ソフトウェア・ビルド・ツール (SBT) などの開発ツールのリビジョンは掲載していませ
ん。

Nios II プロセッサーの改良により、以下が影響を受ける場合があります。

• Nios II アーキテクチャーの機能—アーキテクチャー・リビジョンの一例は、浮動小数点演算をサポ
ートする命令の追加です。

• 特定の Nios II コアの実装—コア・リビジョンの一例は、Nios II/f コアに対するデータ・キャッシ
ュ・メモリーの 大許容サイズの増大です。

• JTAG デバッグモジュールの機能—JTAG デバッグモジュール・リビジョンの一例は、JTAG デバッ
グモジュールへの追加トリガー入力の追加です。これにより、新しいタイプのトリガーイベントでプ
ロセッサーの実行を停止できます。

アルテラは、既存の Nios II コア用に記述されたコードが同じコアの将来のリビジョンでも動作するよ
うに、Nios II リビジョンを実装します。

6.1. Nios II のバージョン

Nios II プロセッサーのバージョン番号は、Nios II EDS のバージョンによって決定されます。

表 78. 改訂履歴

バージョン リリース時期 注

14.0 2015 年 1 月 Nios II Gen2 プロセッサーの初回リリース

6.2. アーキテクチャー・リビジョン

アーキテクチャー・リビジョンにより、Nios II アーキテクチャーの基本機能が強化され、すべての Nios
II コアが影響を受けます。アーキテクチャーの変更に伴い、新たなアーキテクチャーの機能強化に対応
するために、すべての Nios II コアに対するリビジョンが必要になります。例えば、アルテラが命令セッ
トに新しい命令を追加した場合、アルテラは新しい命令が認識されるようにすべての Nios II コアを更
新します。

表 79. Nios II アーキテクチャー・リビジョン

バージョン リリース月 注

14.0 2015 年 1 月 Nios II プロセッサー・アーキテクチャーの初回リリース
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6.3. コア・リビジョン

コア・リビジョンによって、既存の Nios II コアに変更が行われます。コア・リビジョンでは通常、確認され
たバグの修正やアーキテクチャー・リビジョンのサポートを追加します。Nios II アーキテクチャーのリリ
ースごとに、すべての Nios II コアにリビジョンが行われるとは限りません。

6.3.1. Nios II/f コア

表 80. Nios II/f コア・リビジョン

バージョン リリース月 注

14.0 2015 年 1 月 Nios II Gen2 f コアの初回リリース

6.3.2. Nios II/e コア

表 81. Nios II/e コア・リビジョン

バージョン リリース月 注 s

14.0 2015 年 1 月 Nios II Gen2 e コアの初回リリース

6.4. JTAG デバッグモジュール・リビジョン

JTAG デバッグモジュールのリビジョンでは、Nios II プロセッサーのデバッグ機能の強化、または
JTAG デバッグモジュール・ロジック内で分離されたバグの修正が行われます。

JTAG デバッグモジュールのリビジョンでは、Nios II プロセッサーのデバッグ機能の強化、または
JTAG デバッグモジュール・ロジック内で分離されたバグの修正が行われます。

表 82. JTAG デバッグモジュールのリビジョン

バージョン リリース月 注

14.0 2015 年 1 月 JTAG デバッグモジュールの初回リリース

6.5. 改訂履歴

表 83. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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7. アプリケーション・バイナリー・インターフェイス

この章では、Nios® II プロセッサーにおけるアプリケーション・バイナリー・インターフェイス (ABI) に
ついて説明します。ABI は次を示します。

• データがメモリーにどのように配置されるか

• スタックの動作と構造

• 関数呼び出し法

7.1. データ型

表 84. C/C++ データ型の表記

型 データサイズ (バイト) 表記

char, signed char 1 2 の補数 (ASCII)

unsigned char 1 バイナリー (ASCII)

short, signed short 2 2 の補数

unsigned short 2 バイナリー

int, signed int 4 2 の補数

unsigned int 4 バイナリー

long, signed long 4 2 の補数

unsigned long 4 バイナリー

float 4 IEEE

double 8 IEEE

pointer 4 バイナリー

long long 8 2 の補数

unsigned long long 8 バイナリー

7.2. メモリー・アライメント

メモリー内の内容は次のようにアライメントされます。

• 関数は、 小 32 ビット境界にアライメントする必要があります。

• データエレメントの 小アライメントはその自然なサイズです。32 ビット以上のデータエレメント
は、32 ビット境界にのみアライメントする必要があります。

• 構造体、共用体、および文字列は、 小 32 ビットにアライメントする必要があります。

• 構造体内のビットフィールドは常に 32 ビットでのアライメントです。
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7.3. レジスター使用率

ABI では、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「プログラミング・モデル」の章で定義
された Nios II レジスターファイルに、追加の使用法を追加しています。

表 85. Nios II ABI レジスター使用率

レジスター 名称 コンパイラー
により使用さ

れる

呼び出し先保存
(42)

通常の使用法

r0 zero v 0x00000000

r1 at 一時的なアセンブラー

r2 v 戻り値 ( 下位 32 ビット )

r3 v 戻り値 ( 上位 32 ビット )

r4 v レジスター引数 ( 初の 32 ビット )

r5 v レジスター引数 ( 2 番目の 32 ビット )

r6 v レジスター引数 ( 3 番目の 32 ビット )

r7 v レジスター引数 ( 4 番目の 32 ビット )

r8 v 呼び出し先保存汎用レジスター

r9 v

r10 v

r11 v

r12 v

r13 v

r14 v

r15 v

r16 v v 呼び出し先保存汎用レジスター

r17 v v

r18 v v

r19 v v

r20 v v

r21 v v

r22 v (43)

r23 v (44)

continued...   

(42) 関数は、 初に保存すると、これらのレジスターの 1 つを使用できます。この関数は終了する前にレジスターの元
の値を復元する必要があります

(43) GNU Linux オペレーティング・システムでは、r22はグローバル・オフセット・テーブル (GOT) を指します。それ
以外の場合は、呼び出し先退避汎用レジスターとして使用できます。

7. アプリケーション・バイナリー・インターフェイス
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レジスター 名称 コンパイラー
により使用さ

れる

呼び出し先保存
(42)

通常の使用法

r24 et 一時的な例外

r25 bt 一時的な中断

R26 gp v グローバルポインター

r27 sp v スタックポインター

r28 fp v (45) フレームポインター

r29 ea 例外戻りアドレス

r30 ba • 通常のレジスターセット : ブレーク戻りアドレス
• シャドー・レジスター・セット : SSTATUSレジスター

r31 ra v 戻りアドレス

8 ビット以上の値のエンディアンはリトル・エンディアンです。 値の上位 8 ビットは上位バイトアドレス
に格納されます。

関連情報
• フレームポインターの消去 (144 ページ)

• ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

7.4. スタック

スタックは下方に ( つまり、より下位アドレスに向かって ) 進みます。スタックポインターは 後に使用
したスロットを指します。フレームポインターは、スタックフレームの 上部付近に保存されたフレーム
ポインターを指します。

下の図は、現在のフレームの構造の例を示します。この場合、関数 a()は関数 b()を呼び出し、呼び出
しの前と呼び出された関数のプロローグが完了した後にスタックを表示します。

(42) 関数は、 初に保存すると、これらのレジスターの 1 つを使用できます。この関数は終了する前にレジスターの元
の値を復元する必要があります

(44) GNU Linux オペレーティング・システムでは、r23スレッドポインターを指します。それ以外の場合は、呼び出し
先退避汎用レジスターとして使用します。

(45) フレームポインターが使用されていない場合、レジスターは呼び出し先退避一時レジスターとして使用できます。
「フレームポインターの消去」を参照してください。
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図 -13: スタックポインター、フレームポインター、および現在のフレーム
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現在のフレームの各セクションは、32 ビット境界に位置が合わせされています。ABI では、スタックポイ
ンターを常に 32 ビットに合わせる必要があります。

7.4.1. フレームポインターの消去

フレームポインターは、デバッガーサポート用に提供されています。デバッガーを使用していない場合
は、-fomit-frame-pointerコンパイラー・オプションを使用して、フレームポインターを削除して
コードを 適化できます。フレームポインタが削除されると、レジスター fpは一時レジスターとして使
用できます。

7.4.2. 保存されたレジスターの呼び出し

コンパイラーは、関数への入力時に保存する必要があるレジスターを保存し、終了時にレジスターを復
元するコードを生成します。このようなレジスターが存在する場合、それらは上位アドレスから下位アド
レスへ、次の順序でスタックに保存されます。:ra、fp、sp、gp、r25、r24、r23、r22、r21、r20、
r19、r18、r17、r16、r15、r14、r13、r12、r11、r10、r9、r8、r7、r6、r5、r4、r3、および r2。保
存されていないレジスターにはスタックスペースが割り当てられません。

7.4.3. スタックのその他の例

スタックレイアウトには、このセクションで説明するいくつかの特別なケースがあります。
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7.4.3.1. alloca() を持つ関数のスタックフレーム

Nios II スタックフレームの実装は、C への Berkeley Software Distribution (BSD) 拡張で定義さ
れ、gcc コンパイラーによって実装される alloca()関数のサポートを提供します。alloca()によっ
て割り当てられた領域は出力引数を置き換え、出力引数はフレームの 下部に割り当てられた新しい領
域を取得します。

注意: Nios II C/C++ コンパイラーは、-fomit-frame-pointerが指定されていたとしても
alloca()を呼び出す関数用のフレームポインターを保持します。

図 -14: alloca() 呼び出しの後のスタックフレーム
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7.4.3.2. スタックポインター、フレームポインター、および現在のフレーム

可変引数 (varargs) を受け取る関数は、他の関数と同様に、レジスター r4から r7に到着する引数
の 初の 16 バイトを依然として保持しています。

varargsが機能するためには、可変引数をとる関数はスタックに 16 の余分な記憶域を割り当てま
す。次のように、レジスター r4から r7から引数の 初の 16 バイトをスタックにコピーします。
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図 -15: 可変引数を使用したスタックフレーム
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7.4.3.3. 値渡しの構造を持つ関数のスタックフレーム

struct値の引数を受け取る関数は、他の関数と同様に、 初の 16 バイトの引数がレジスター r4か
ら r7に到着します。

構造体の一部がレジスターを使用して渡された場合、関数はレジスターの内容をスタックにコピーする
必要があります。この操作は、上の図の可変引数を使用したスタックフレームで示すように、可変引数の
場合に必要な操作と類似します。

関連情報
スタックポインター、フレームポインター、および現在のフレーム (145 ページ)

7.4.4. 関数プロローグ

Nios II C/C++ コンパイラーは、スタックの一時保存と出力引数を保存する関数のスタックフレーム
を割り当てる関数プロローグを生成します。さらに、各プロローグは、呼び出し関数の状態を保存しなけ
ればなりません。これは、特定のレジスターのスタックへの保存を必要とします。これらのレジスター、呼
び出し先保存レジスターは、「レジスター使用率」セクションの「Nios II ABI レジスター使用率」の表に
リストされています。関数プロローグは、関数がレジスターを使用する場合にのみ、呼び出し先保存レジ
スターを保存する必要があります。
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関数プロローグのアルゴリズムが与えられると、バックトレースを実行時にデバッガーは命令を逆アセ
ンブルして呼び出し関数のプロセッサー状態を再構築できます。

注意: プロローグが何を実行したのかを把握するより良い方法は、実行可能でリンク可能なフォーマットであ
る (.elf)ファイルの DWARF-2 デバッギング・フィールドに格納されている情報を使用することです。.

Nios II 関数プロローグで検索可能な命令は、次のタスクを実行します。

• スタックポインターの調整 ( フレームの割り当て )

• フレームへのレジスターの保存

• フレームポインターの保存されるフレームポインターの位置への設定

例-4: 関数プロローグ

/* Adjust the stack pointer */
addi    sp, sp, -16   /* make a 16-byte frame */

/* Store registers to the frame */
stw     ra, 12(sp)    /* store the return address */
stw     fp, 8(sp)     /* store the frame pointer*/
stw     r16, 4(sp)    /* store callee-saved register */
stw     r17, 0(sp)    /* store callee-saved register */

/* Set the new frame pointer */
addi    fp, sp, 8

関連情報
レジスター使用率 (142 ページ)

7.4.4.1. プロローグ・バリエーション

プロローグでは、次のバリエーションが発生する可能性があります。

• 関数のフレームサイズが 32,767 バイトより大きい場合は、新しいスタックポインターの計算に
も、呼び出し先退避レジスターを格納する場所のオフセットにも、余分な一時レジスターが使用さ
れます。Nios II プロセッサーで許可されている即値の 大サイズのために、余分なレジスターが必
要です。

• フレームポインターが未使用の場合、フレームポインターを再計算する 後の命令は生成されませ
ん。

• 可変引数が使用される場合、余分な命令は引数レジスターをスタックに格納する。

• コンパイラーが関数をリーフ関数として指定した場合、戻りアドレスは保存されません。

• 適化がオンの場合、特に命令スケジューリングの場合、命令の順序が変更され、プロローグの後
にある命令とインターレースされる可能性があります。

7.5. 引数と戻り値

このセクションでは引数を関数に渡し、値を関数から戻す詳細について説明します。

7.5.1. 引数

関数への 初の 16 バイトは、レジスター r4から r7に渡されます。引数は、引数の型を含む構造体が
構築され、構造体の 初の 16 バイトが r4から r7にあるかのように渡されます。
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シンプルな例

int function (int a, int b);

引数を表す同等の構造体は次のとおりです。

struct { int a; int b; };

structの 初の 16 バイトは r4から r7に割り当てられます。したがって、r4は a の値と r5の b
の値です。

可変引数を取る関数への 初の 16 バイトは、可変引数を取らない関数と同じ方法で渡されます。呼び
出される関数は、可変引数をサポートするために必要に応じてスタックをクリーンアップする必要があり
ます。

可変引数を持つ関数については、スタックフレームを参照してください。

関連情報
スタックポインター、フレームポインター、および現在のフレーム (145 ページ)

7.5.2. 戻り値

r2と r3には 大 8 バイトの型の戻り値が返されます。8 バイト以上の戻り値の場合、呼び出し元は結
果にメモリーを割り当てる必要があり、結果メモリーのアドレスを隠しゼロ引数として渡す必要がありま
す。

隠しゼロ引数は、例を使って説明するのが一番です。

例-5: 構造体返し

/* b() computes a structure-type result and returns it */
STRUCT b(int i, int j)
{
   ...
   return result;
}
void a(...)
{
   ...
   value = b(i, j);
}

上記の例では、結果の型が 8 バイト以下の場合、b()は結果を r2と r3に返します。

戻り型が 8 バイトより大きい場合、Nios II C/C++ コンパイラーは a()が b()へのポインターを渡
したかのようにこのプログラムを処理します。下の例は、Nios II C/C++ コンパイラーが上記の構造体
返しのコードでどのようにコードを見ているかを示しています。

例-6: 構造体返しは 8 バイト以上

void b(STRUCT *p_result, int i, int j)
{
   ...
   *p_result = result;
}

void a(...)
{
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   STRUCT value;
   ...
   b(&value, i, j);
}

7.6. DWARF-2 定義

レジスター r0から r31は、すべての DWARF-2 のデバッギング・セクションの 0 から 31 までに割り
当てられます。

7.7. オブジェクト・ファイル

表 86. Nios II 特有の ELF ヘッダー値

メンバー 値

e_ident[EI_CLASS] ELFCLASS32

e_ident[EI_DATA] ELFDATA2LSB

e_machine EM_ALTERA_NIOS2 == 113

7.8. 再配置

Nios II オブジェクト・ファイルでは、各再配置可能なアドレス参照に再配置型があります。再配置型は、
再配置アドレスを計算する方法を指定します。ビットマスクは、命令内でアドレスがどこにあるかを指定
します。

表 87. Nios II の再配置計算

名称 値 オーバーフロー
check

(46)

再配置アドレス
R

ビットマスク
M

ビットシフト
B

R_NIOS2_NONE 0 N/A なし N/A N/A

R_NIOS2_S16 1 チェックあり S + A 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_U16 2 チェックあり S + A 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_PCREL16 3 チェックあり ((S + A) – 4) – PC 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CALL26(47) 4 チェックあり (S + A) >> 2 0xFFFFFFC0 6

R_NIOS2_CALL26_NOAT 41 チェックなし (S + A) >> 2 0xFFFFFFC0 6

R_NIOS2_IMM5 5 チェックあり (S + A) & 0x1F 0x000007C0 6

R_NIOS2_CACHE_OPX 6 チェックあり (S + A) & 0x1F 0x07C00000 22

R_NIOS2_IMM6 7 チェックあり (S + A) & 0x3F 0x00000FC0 6

R_NIOS2_IMM8 8 チェックあり (S + A) & 0xFF 0x00003FC0 6

R_NIOS2_HI16 9 チェックなし ((S + A) >> 16) &
0xFFFF

0x003FFFC0 6

continued...   

(46) オーバーフロー・チェックが行われない再配置型の場合、再配置アドレスは命令に合わせて切り捨てられます。

(47) リンカーはオーバーフローを解決する過程でレジスター AT を壊すことが許可されています。
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名称 値 オーバーフロー
check

(46)

再配置アドレス
R

ビットマスク
M

ビットシフト
B

R_NIOS2_LO16 10 チェックなし (S + A) & 0xFFFF 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_HIADJ16 11 チェックなし Adj(S+A) 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_BFD_RELOC_32 12 チェックなし S + A 0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_BFD_RELOC_16 13 チェックあり (S + A) & 0xFFFF 0x0000FFFF 0

R_NIOS2_BFD_RELOC_8 14 チェックあり (S + A) & 0xFF 0x000000FF 0

R_NIOS2_GPREL 15 チェックなし (S + A – GP) & 0xFFFF 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_GNU_VTINHERIT 16 N/A なし N/A N/A

R_NIOS2_GNU_VTENTRY 17 N/A なし N/A N/A

R_NIOS2_UJMP 18 チェックなし ((S + A) >> 16) &
0xFFFF,
(S + A + 4) & 0xFFFF

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CJMP 19 チェックなし ((S + A) >> 16) &
0xFFFF,
(S + A + 4) & 0xFFFF

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CALLR 20 チェックなし ((S + A) >> 16) &
0xFFFF)
(S + A + 4) & 0xFFFF

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_ALIGN 21 N/A なし N/A N/A

R_NIOS2_GOT16 22(48) チェックあり G 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CALL16 23(48) チェックあり G 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_GOTOFF_LO 24(48) チェックなし (S + A – GOT) &
0xFFFF

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_GOTOFF_HA 25(48) チェックなし Adj (S + A – GOT) 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_PCREL_LO 26(48) チェックなし (S + A – PC) & 0xFFFF 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_PCREL_HA 27(48) チェックなし Adj (S + A – PC) 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_GD16 28(48) チェックあり Thread-Local Storage
セクションを参照

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_LDM16 29(48) チェックあり Thread-Local Storage
セクションを参照

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_LDO16 30(48) チェックあり Thread-Local Storage
セクションを参照

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_IE16 31(48) チェックあり Thread-Local Storage
セクションを参照

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_LE16 32(48) チェックあり Thread-Local Storage
セクションを参照

0x003FFFC0 6

R_NIOS2_TLS_DTPMOD 33(48) チェックなし Thread-Local Storage
セクションを参照

0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_TLS_DTPREL 34(48) チェックなし Thread-Local Storage
セクションを参照

0xFFFFFFFF 0

continued...   

(46) オーバーフロー・チェックが行われない再配置型の場合、再配置アドレスは命令に合わせて切り捨てられます。
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名称 値 オーバーフロー
check

(46)

再配置アドレス
R

ビットマスク
M

ビットシフト
B

R_NIOS2_TLS_TPREL 35(48) チェックなし Thread-Local Storage
セクションを参照

0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_COPY 36(48) チェックなし Copy Relocation セクシ
ョンを参照

N/A N/A

R_NIOS2_GLOB_DAT 37(48) チェックなし S 0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_JUMP_SLOT 38(48) チェックなし Jump Slot Relocation
セクションを参照

0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_RELATIVE 39(48) チェックなし BA+A 0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_GOTOFF 40(48) チェックなし S+A 0xFFFFFFFF 0

R_NIOS2_GOT_LO 42(48) チェックなし G & 0xFFFF 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_GOT_HA 43(48) チェックなし Adj(G) 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CALL_LO 44(48) チェックなし G & 0xFFFF 0x003FFFC0 6

R_NIOS2_CALL_HA 45(48) チェックなし Adj(G) 0x003FFFC0 6

上の表の規定は、次の表現を使用しています。

• S: シンボルアドレス

• A: 加数

• PC: プログラムカウンター

• GP: グローバルポインター

• Adj(X): (((X >> 16) & 0xFFFF) + ((X >> 15) & 0x1)) & 0xFFFF

• BA: 共有ライブラリーがロードされるベースアドレス

• GOT: グローバル・オフセット・テーブル (GOT) ポインターの値 (Linux のみ )

• G: シンボル S の GOT スロットの GOT 内へのオフセット (Linux のみ )

上の表の情報を使用し、次のようにどの Nios II 命令も符号なし 32 ビット整数として操作し、再配置す
ることができます。

Xr = (( R << B ) & M | ( X & ~M ));

ここでの各表記は次のとおりです。

• R : 上の表で計算された再配置アドレス

• B : ビットシフト

• M : ビットマスク

• X : 元の命令

• Xr : 再配置された命令

(46) オーバーフロー・チェックが行われない再配置型の場合、再配置アドレスは命令に合わせて切り捨てられます。

(48) 再配置サポートは Linux システムで提供されています。
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関連情報
• ジャンプスロット再配置 (153 ページ)

• コピー再配置 (153 ページ)

• スレッドローカル・ストレージ (154 ページ)

7.9. Linux システム用 ABI

このセクションでは、「Nios II ABI レジスター使用率」の表および「Nios II の再配置の計算」の表の
Linux 固有情報以外の Linux システムの詳細について説明します。

関連情報
• 再配置 (149 ページ)

• レジスター使用率 (142 ページ)

7.9.1. Linux ツールチェーンの再配置情報

動的再配置は、実行可能ファイルと共有オブジェクトのランタイム再配置セクションに現れますが、( デ
バッグ情報に使用される R_NIOS2_TLS_DTPREL の例外がある ) オブジェクト・ファイルには現れ
ません。他の再配置は動的ではありません。

表 88. 動的再配置

R_NIOS2_TLS_DTPMOD

R_NIOS2_TLS_DTPREL

R_NIOS2_TLS_TPREL

R_NIOS2_COPY

R_NIOS2_GLOB_DAT

R_NIOS2_JUMP_SLOT

R_NIOS2_RELATIVE

R_NIOS2_GOT16、R_NIOS2_GOT_LO、および / または R_NIOS2_GOT_HA を使用して参照さ
れるグローバル・オフセット・テーブル (GOT) エントリーは、ロード時に解決される必要があります。
R_NIOS2_CALL16、R_NIOS2_CALL_LO および / または R_NIOS2_CALL_HA を使用してのみ
参照される GOT エントリーは、 初にプロシージャー・リンケージ・テーブル (PLT) エントリーを参照
してから、遅延し解決されます。

TP 相対再配置は 16 ビット再配置のため、ローカル動的またはローカル実行可能なスレッドローカル・
ストレージ (TLS) を使用する動的オブジェクトは、64 KB 以上の TLS データは持てません。将来これ
をサポートするために、新しい再配置が追加される可能性があります。

次の表に示すように、Linux 固有の再配置を生成するために、いくつかの新しいアセンブラー演算子が
定義されています。
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表 89. 再配置および演算子

再配置 演算子

R_NIOS2_GOT16 %got

R_NIOS2_CALL16 %call

R_NIOS2_GOTOFF_LO %gotoff_hiadj

R_NIOS2_GOTOFF_HA %gotoff_lo

R_NIOS2_PCREL_LO %hiadj

R_NIOS2_PCREL_HA %lo

R_NIOS2_TLS_GD16 %tls_gd

R_NIOS2_TLS_LDM16 %tls_ldm

R_NIOS2_TLS_LDO16 %tls_ldo

R_NIOS2_TLS_IE16 %tls_ie

R_NIOS2_TLS_LE16 %tls_le

R_NIOS2_TLS_DTPREL %tls_ldo

R_NIOS2_GOTOFF %gotoff

R_NIOS2_GOT_LO %got_lo

R_NIOS2_GOT_HA %got_hiadj

R_NIOS2_CALL_LO %call_lo

R_NIOS2_CALL_HA %call_hiadj

%hiadj演算子と %lo演算子は、再配置される表現が PC 相対であるかどうかに応じて、PC 相対
再配置または PC 非相対再配置を生成します。例えば、%hiadj(_gp_got - .)は
R_NIOS2_PCREL_HA を生成します。%tls_ldoは、即値オペランドとして使用される場合は
R_NIOS2_TLS_LDO16 を生成し、.wordディレクティブとともに使用する場合は
R_NIOS2_TLS_DTPREL を生成します。

7.9.1.1. コピー再配置

R_NIOS2_COPY 再配置は、共有ライブラリーに定義されている実行可能ファイルに割り当てられた
変数をマークするために使用されます。変数の初期値は、共有ライブラリーから再配置された場所にコ
ピーされます。

7.9.1.2. ジャンプスロット再配置

ジャンプスロット再配置は PLT に使用されます。

PLT について詳しくは、「プロシージャー・リンケージ・テーブル」セクションを参照してください。

関連情報
• プロシージャー・リンケージ・テーブル (160 ページ)

• プロシージャー・リンケージ・テーブル (160 ページ)
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7.9.1.3. スレッドローカル・ストレージ

Nios II プロセッサーはスレッドローカル・ストレージに Variant I モデルを使用します。

スレッド・コントロール・ブロック (TCB) の終わりは、スレッドポインターの前に 0x7000 バイトにあり
ます。TCB は 8 バイト長です。 初のワードはダイナミック・スレッド・ポインター (DTV) および 2 番目
のワードは予約されています。各モジュールのダイナミック・スレッド・ポインターは 0x8000 ( when
retrieved using __tls_get_addrを使用して取得した場合 ) でバイアスされます。スレッド・ライ
ブラリーは TBC の前に追加のプライベート情報を格納することができます。

GNU Linux ツールチェーンでは、GOT ポインター (_gp_got) は常に r22に保持され、スレッドポ
インターは常に r23に保持されます。

次の例では、__tls_get_addrの引数が常に r4に渡され、その戻り値は常に r2に返されることを
除き、どのレジスターも使用できます。__tls_get_addrへの呼び出しは、PIC コードで通常の位置
に依存しないコード (PIC) 呼び出し規約を使用する必要があり、つまり、これらのシーケンスは単なる
例であり、コンパイラーは異なるシーケンスを生成する可能性があります。リンカー緩和は定義されてい
ません。

例-7: 一般的な動的モデル

addi r4, r22, %tls_gd(x)         # R_NIOS2_TLS_GD16 x
call __tls_get_addr              # R_NIOS2_CALL26 __tls_get_addr
# Address of x in r2

一般的な動的モデルでは、「一般的な動的モデルでの GOT スロット」の例で示すように、x に対して 2
ワードの GOT スロットが割り当てられます。

例-8: 一般的な動的モデルでの GOT スロット

GOT[n]                R_NIOS2_TLS_DTPMOD x
GOT[n+1]              R_NIOS2_TLS_DTPREL x

例-9: ローカル動的モデル

addi r4, r22, %tls_ldm(x)             # R_NIOS2_TLS_LDM16 x
call __tls_get_addr                   # R_NIOS2_CALL26 __tls_get_addr
addi r5, r2, %tls_ldo(x)              # R_NIOS2_TLS_LDO16 x
# Address of x in r5
ldw r6, %tls_ldo(x2)(r2)              # R_NIOS2_TLS_LDO16 x2
# Value of x2 in r6

リンクされたオブジェクト内のすべての R_NIOS2_TLS_LDM16 演算に 1 つの 2 ワード GOT スロ
ットが割り当てられます。このオブジェクトのスレッドローカル・シンボルは、「スレッドローカル・ストレー
ジを持つ GOT スロット」の例に示すように使用できます。

例-10: スレッドローカル・ストレージを持つ GOT スロット

GOT[n]          R_NIOS2_TLS_DTPMOD x
GOT[n+1]        0
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例-11: 初期実行モデル

ldw       r4, %tls_ie(x)(r22)       # R_NIOS2_TLS_IE16 x
add       r4, r23, r4
# Address of x in r4

単一 GOT スロットは、「初期実行モデルでの GOT スロット」の例で示すように、スレッドポインターか
らの x のオフセットを保持するために割り当てられます。

例-12: 初期実行モデルでの GOT スロット

GOT[n]          R_NIOS2_TLS_TPREL x

例-13: ローカル実行モデル

addi       r4, r23, %tls_le(x)       # R_NIOS2_TLS_LE16 x
# Address of x in r4

ローカル実行モデルに関連する GOT スロットはありません。

デバッグ情報は GNU 拡張子 DW_OP_GNU_push_tls_address を使用します。

例-14: デバッグ情報

.byte 0x03                # DW_OP_addr

.word %tls_ldo(x)         # R_NIOS2_TLS_DTPREL x

.byte 0xe0                # DW_OP_GNU_push_tls_address

7.9.2. Linux 関数コール

レジスター r23は GNU Linux システム上のスレッドポインター用に予約されています。これは C ラ
イブラリーによって初期化され、TLS アクセスには直接使用できますが変更はされません。非 Linux シ
ステムでは、r23は汎用の callee-saved レジスターです。

グローバルポインター r26または gpは、グローバルに固定されています。スタートアップ・コードで初
期化され、常に関数への入力時に有効です。この手法は複数の gp値を許容しないため、gp相対データ
参照はメイン・アプリケーション ( すなわち、位置依存コードから ) でのみ可能です。gpは PIC として
コンパイルされたコードが共有ライブラリーから使用される可能性があるため、GOT アクセスではなく、
小さなデータアクセスにのみ使用されます。リンカーは、アドレスが範囲内にある場合、より短い PLT シ
ーケンスに対して gpを使用できます。コンパイラーは gprelの使用を無効にするオプションを必要と
するため、過剰な量の小データがあるアプリケーションにはオプションが必要です。比較では、XUL
(Mozilla ディスプレイ・エンジン、16 MB コード、2 MB データ ) は 27 KB の小さなデータしか持た
ず、制限は 64 KB です。-G 0 は ABI の非互換性を作成するため、このオプションは -G 0 とは別で
す。-G 0 でコンパイルされたファイルはグローバル int変数を.dataに入れますが、-G 8 でコンパ
イルされたファイルはそのよううな int変数が.sdataにあることを前提としています。

GOT ポインターを必要とする PIC コードは、nextpcを使用してポインターをローカルに初期化する
必要があり、つまり、関数コール中に GOT ポインターは渡されません。このアプローチは、静的再配置
バイナリーと System V スタイルの共有オブジェクトの両方と互換性があります。個別に再配置可能な
テキストとデータを持つ共有オブジェクトには、別個の ABI が必要です。
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スタックの配置は 32 ビットです。フレームポインターは、バックトレースを簡略化するためにスタックの
使用時にスタックの先頭を指します。ローカル変数と出力引数の間に allocaを挿入します。スタック
ポインターは、出力引力エリアの下を指します。

大きな structの戻り値は、 初の引数レジスターにポインターを渡すことで処理されます ( 非同期
の戻り値レジスターではありません )。

7.9.3. Linux オペレーション・システムコール・インターフェイス

表 90. 処理されていない命令関連の例外の信号

例外 信号

スーパーバイザー専用命令アドレス SIGSEGV

TLB 許可違反 ( 実行 ) SIGSEGV

スーパーバイザー専用命令 SIGILL

未実装命令 SIGILL

不正命令 SIGILL

ブレーク命令 SIGTRAP

スーパーバイザー専用データアドレス SIGSEGV

ミスアライメント・データアドレス SIGBUS

ミスアライメント・デスティネーション・アドレス SIGBUS

除算エラー SIGFPE

TLB 許可違反 ( 読み出し ) SIGSEGV

TLB 許可違反 ( 書き込み ) SIGSEGV

浮動小数点例外はありません。オプションの浮動小数点ユニット (FPU) は例外をサポートしておらず、
正確な IEEE 準拠を望むすべてのプロセスはソフトフロート・ライブラリーを使用する必要があります
( 付属の FPU の使用により加速される可能性があります )。

ユーザープロセス内の break命令は、そのプロセスの SIGTRAP信号を生成する可能性があります
が、必須ではありません。ユーザー空間プログラムは break命令を使用すべきではなく、ユーザー空間
デバッガーはそれを挿入すべではありません。ハードウェア・デバッガーが接続されていない場合、OS は
break命令によってシステムが応答を停止しないことを保証する必要があります。

ユーザー空間のデバッグについて詳しくは、「ユーザー空間のブレークポイント」を参照をしてください。

ページサイズは 4 KB です。ユーザーモードの仮想アドレスはすべて、MMU 設計のため 2 GB 未満で
す。NULL ページはマップされません。

関連情報
ユーザー空間のブレークポイント (162 ページ)

7.9.4. Linux プロセスの初期化

スタックポインター spは、スタック上の引数カウントを指します。
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表 91. ユーザープロセス開始時にスタックの初期状態

用途 開始アドレス 長さ

不特定 上位アドレス

参照される文字 不定

不特定

Null 補助ベクトルエントリー 4 バイト

補助ベクトルエントリー 8 バイトごと

envp 用 NULL ターミネーター 4 バイト

環境ポインター sp + 8 + 4 × argc 4 バイトごと

agv 用 NULL ターミネーター sp + 4 + 4 × argc 4 バイト

引数ポインター 4 4 バイトごと

引数カウント sp 4 バイト

不特定 下位アドレス

アプリケーションが atexitでデストラクター関数を登録する必要がある場合、ポインタは r4に配置
されます。それ以外の場合、r4はゼロです。

他のすべてのレジスターの内容は不特定です。ユーザーコードは、フレームチェーンの終わりを示すため
に fpをゼロに設定する必要があります。

補助ベクターは、AT_NULLタグで終了する一連の 32 ビットタグと 32 ビット値のペアです。

7.9.5. Linux 位置独立コード

グローバルデータまたはグローバル関数を使用するすべての位置独立コード (PIC) 関数は、GOT ポイ
ンターの値をレジスターにロードする必要があります。使用可能な任意のレジスターが使用されます。呼
び出し元退避レジスターが使用されている場合は、呼び出しを保存して復元する必要があります。呼び
出し先退避レジスターを使用する場合は、現在の関数の周辺に保存して復元する必要があります。本資
料の例では、GOT ポインターに r22を使用しています。

GOT ポインターは、PC 相対オフセットを使用して_gp_got シンボルにロードされます。

例-15: GOT ポインターのロード

nextpc r22
1:
   orhi r1, %hiadj(_gp_got - 1b) # R_NIOS2_PCREL_HA _gp_got
   addi r1, r1, %lo(_gp_got - 1b) # R_NIOS2_PCREL_LO _gp_got - 4  
   add r22, r22, r1
   # GOT pointer in r22

データは、GOT からその位置をロードすることでアクセスできます。シングルワード GOT エントリー
が、参照される各シンボルに対して生成されます。

例-16: グローバルシンボルでの小さな GOT モデルエントリー

addi   r3, r22, %got(x)      # R_NIOS2_GOT16

GOT[n]                         R_NIOS2_GLOB_DAT x
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例-17: グローバルシンボルでの大きな GOT モデルエントリー

movhi r3,     %got_hiadj(x)    # R_NIOS2_GOT_HA
addi  r3, r3, %got_lo(x)       # R_NIOS2_GOT_LO
add   r3, r3, r22

GOT[n]                           R_NIOS2_GLOB_DAT x

ローカルシンボルでは、x へのシンボリック・リファレンスは、次の例に示すように、リンク・タイム・アドレ
ス x を加数としてシンボルゼロに対する相対的な再配置に置き換えられます。

例-18: 小さな GOT モデルでのローカルシンボル

addi   r3, r22, %got(x)         # R_NIOS2_GOT16

GOT[n]                            R_NIOS2_RELATIVE +x

例-19: 大きな GOT モデルでのローカルシンボル

movhi r3,     %got_hiadj(x)     # R_NIOS2_GOT_HA
addi  r3, r3, %got_lo(x)        # R_NIOS2_GOT_LO
add   r3, r3, r22

GOT[n]                            R_NIOS2_RELATIVE +x

call命令および jmpi命令は、位置独立コードでは使用できません。代わりに、すべての呼び出しは
GOT を通じて行われます。関数アドレスは%callでロードすることができ、遅延バインディングが可能
でます。関数ポインターを初期化するには、代わりに%gotで関数のアドレスをロードします。関数のアド
レスを必要とする入力オブジェクトがない場合、次の例に示すように、遅延バインディングのために
GOT エントリーが PLT GOT に配置されます。

PLT について詳しくは、「プロシージャのリンク表」を参照してください。

例-20: PLT GOT の小さな GOT モデルエントリー

ldw      r3, %call(fun)(r22)      # R_NIOS2_CALL16 fun
callr    r3

PLTGOT[n]                           R_NIOS_JUMP_SLOT fun

例-21: PLT GOT の大きな GOT モデルエントリー

movhi r3,     %call_hiadj(x)     # R_NIOS2_CALL_HA
addi  r3, r3, %call_lo(x)        # R_NIOS2_CALL_LO
add   r3, r3, r22
ldw   r3, 0(r3)
callr r3

PLTGOT[n]                           R_NIOS_JUMP_SLOT fun

関数または変数がコンパイル時に現在の共有オブジェクトに存在する場合は、次に示すように、PC 相対
オフセットまたは GOT 相対オフセットを使用してアクセスできます。
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例-22: 現在の共有オブジェクトの関数または変数へのアクセス

orhi      r3, %gotoff_hiadj(x)       # R_NIOS2_GOTOFF_HA x
addi      r3, r3, %gotoff_lo(x)      # R_NIOS2_GOTOFF_LO x
add       r3, r22, r3
# Address of x in r3

switch 文のような多方向分岐は、次に示すように、GOT 相対オフセットの表で実装可能です。

例-23: 表で実装された switch 文

# Scaled table offset in r4
   orhi      r3, %gotoff_hiadj(Ltable)       # R_NIOS2_GOTOFF_HA Ltable
   addi      r3, r3, %gotoff_lo(Ltable)      # R_NIOS2_GOTOFF_LO Ltable
   add       r3, r22, r3                     # r3 == &Ltable
   add       r3, r3, r4
   ldw       r4, 0(r3)                       # r3 == Ltable[index]
   add       r4, r4, r22                     # Convert offset into 
destination   
   jmp       r4
   ...
Ltable:
   .word %gotoff(Label1)
   .word %gotoff(Label2)
   .word %gotoff(Label3)

関連情報
プロシージャー・リンケージ・テーブル (160 ページ)

7.9.6. Linux プログラムのロードおよび動的リンク

7.9.6.1. グローバル・オフセット・テーブル

共有ライブラリーは位置に依存しないため、シンボルの絶対アドレスを含むことはできません。代わり
に、アドレスは GOT からロードされます。

GOT の 初のワードは、動的セクションの先頭にある_DYNAMICの未再配置アドレスでリンクエディ
ターで埋められます。2 番目と 3 番目のワードは動的リンカーに予約されています。

動的リンカーに詳しくは、「手続きリンク表」を参照してください。

リンカー定義のシンボル_GLOBAL_OFFSET_TABLE_は、GOT の先頭の予約エントリーを指しま
す。リンカー定義のシンボル_gp_gotは、GOT 相対再配置に使用されるベースアドレスを指します。
リンカーが複数の GOT セクションを作成する場合、_gp_gotの値はオブジェクト・ファイルにより異
なる場合があります。

関連情報
プロシージャー・リンケージ・テーブル (160 ページ)

7.9.6.2. 関数アドレス

関数アドレスは、x86_64 などといった他のアーキテクチャーと同様に、PLT エントリーに対して同じ
SHN_UNDEFおよび st_value規則を使用します
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7.9.6.3. プロシージャー・リンケージ・テーブル

位置依存実行可能ファイル内の関数コールは、256 MB のセグメントの内容に対処する callおよび
jmpi命令を使用できる可能性があります。また、%lo、%hiおよび %hiadj演算子を使用して関数の
アドレスを取得することもできます。関数が別の共有オブジェクトにある場合、リンカーは実行可能ファ
イルに PLT エントリーと呼ばれる呼び出し可能なスタブを作成します。PLT エントリーは、呼び出され
た関数のアドレスを PLT GOT (GOT の先頭の領域 ) からロードし、制御をそこに転送します。

PLT GOT エントリーは、タイプ R_NIOS2_JUMP_SLOT の 終シンボルを参照する再配置が必要で
す。動的リンカーは直ちにそれを解決するか、遅延バインディングのために変更しないでおくことができ
ます。リンクエディターは、PLT セクションの開始時に遅延バインディング・スタブを指す初期値を入力し
ます。

次の例に示すように、各 PLT エントリーが表示されます。

例-24: PLT エントリー

.PLTn:
   orhi   r15, r0, %hiadj(plt_got_slot_address)
   ldw    r15, %lo(plt_got_slot_address)(r15)
   jmp    r15

次の例は、PLT GOT が相対的なジャンプのために小さなデータエリアに十分接近している場合の PLT
エントリーを示しています。

例-25: 小さなデータエリアに近い PLT エントリー

.PLTn:
   ldw    r15, %gprel(plt_got_slot_address)(gp)
   jmp    r15

例-26: 初期の PLT エントリー

res_0:
   br .PLTresolve
   ...
.PLTresolve:
   orhi    r14, r0, %hiadj(res_0)
   addi    r14, r14, %lo(res_0)
   sub     r15, r15, r14
   orhi    r13, %hiadj(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)
   ldw     r14, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+4)(r13)
   ldw     r13, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+8)(r13)
   jmp     r13

初期の PLT エントリーの前に、一連の分岐が 初のエントリー (nextpc命令 ) の開始点となります。
各 PLT エントリーには、res_0から res_Nというラベルの分岐が 1 つあります。 後のいくつかの
分岐は、nop命令に置き換えることで性能を改善できます。リンクエディターは N 番目の PLT エントリ
ーが N 番目の分岐を指すように配置します。res_N – res_0は、対応する R_JUMP_SLOT 再配置
の .rela.plt セクションへのインデックスの 4 倍です。

動的リンカーは、GOT[1] を各ライブラリーの一意の識別子に初期化し、GOT[2] をランタイム・リゾル
バー・ルーチンのアドレスに初期化します。.PLTresolve内の 2 つのロードが同じ%hiadjを共有
するためには、_GLOBAL_OFFSET_TABLE_を 16 バイト境界に揃える必要があります。
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ランタイムリゾルバーは、r4から r7までの元の関数引数、r14の GOT[1] からの共有ライブラリー
識別子、r15の再配置インデックスの 4 倍を受け取ります。リゾルバーは、対応する PLT GOT エント
リーを更新して、PLT エントリーが後のにターゲットに直接制御を移した後、ターゲットに制御を移しま
す。

共有オブジェクトでは、リンク時にライブラリーのロードアドレスがわからないため、callおよび
jmpi命令を使用できません。現在の共有オブジェクトの外にある関数への呼び出しは、GOT を通過す
る必要があります。プログラムは%callを使用して関数アドレスをロードし、リンクエディターはそのよ
うなエントリーが遅延バウンディングされるように調整します。PLT エントリーは遅延バインディングに
のみ使用されるため、共有オブジェクトの PLT は次のように小さくなります。

例-27: 共有オブジェクト PLT

.PLTn:
   orhi    r15, r0, %hiadj(index * 4)  
   addi    r15, r15, %lo(index * 4)
   br      .PLTresolve

例-28: 初期の PLT エントリー

.PLTresolve:
   nextpc    r14
   orhi      r13, r0, %hiadj(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)
   add       r13, r13, r14
   ldw       r14, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+4)(r13)
   ldw       r13, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+8)(r13)
   jmp       r13

初期の PLT エントリーが範囲外である場合、次に示すように、長い分岐より 1 命令のみ長いため、リゾ
ルバーはインラインになる可能性があります。

例-29: 範囲外の初期の PLT エントリー

.PLTn:
   orhi      r15, r0, %hiadj(index * 4)
   addi      r15, r15, %lo(index * 4)
   nextpc    r14
   orhi      r13, r0, %hiadj(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_)
   add       r13, r13, r14
   ldw       r14, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+4)(r13)
   ldw       r13, %lo(_GLOBAL_OFFSET_TABLE_+8)(r13)
   jmp       r13

7.9.6.4. Linux プログラム・インタープリター

プログラム・インタープリターは/lib/ld.so.1 です。

7.9.6.5. Linux 初期化および Termination 関数

実装は、 DT_INIT()、DT_INIT_ARRAY()、DT_PREINIT_ARRAY()、DT_FINI()、および
DT_FINI_ARRAY()を呼び出す必要があります。
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7.9.7. Linux 規定

7.9.7.1. システムコール

Linux のシステムコール・インターフェイスは即値引数ゼロの trap命令に依存します。システムコー
ル番号はレジスター r2に渡されます。引数は必要に応じて r4、r5、r6、r7、r8、および r9に渡され
ます。戻り値は、成功すると r2に書き込まれ、または正のエラー番号が失敗した場合に r2に書き込ま
れます。有効な結果とエラー値を区別するために、正常終了を示すフラグが r7に書き込まれ、0 は
syscall成功を示し、1 は r2が正の errno値を含むことを示します。

7.9.7.2. ユーザー空間のブレークポイント

ユーザー空間のブレークポイントは、即値オペランド 31 ( すべて 1) の trap命令を使用して実行さ
れます。OS はこの命令を trap 0システムコールと区別して trap信号を生成する必要があります。

7.9.7.3. アトミック操作

Nios II アーキテクチャには、アトミック操作 ( ロードリンクおよびストアー条件付きなど ) はありませ
ん。アトミック操作は、trap命令によるカーネル・システムコールを使用してエミュレートされます。ツ
ールチェーンは、システムコールを実行する組み込み関数を提供します。アプリケーションは、システム
コールではなくそれらの関数を直接使用する必要があります。後のプロセッサー拡張でアトミック操作
が追加される可能性があります。

7.9.7.4. プロセッサー要件

Linux では、ハードウェア・マルチプライヤーが必要です。完全な 64 ビット・マルチプライヤー (mulx
命令 ) は必要ありません。

7.9.8. 開発環境

次のシンボルは定義されています。

• __nios2

• __nios2__

• __NIOS2

• __NIOS2__

7.10. 改訂履歴

表 92. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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8. 命令セット・リファレンス

この項では Nios® II 命令ワード形式の紹介と Nios II 命令セットの詳しいリファレンスを説明します。

8.1. ワード形式

Nios II 命令のワード形式には、I 型、R 型、および J 型の 3 種類があります。

8.1.1. I 型

I 型の命令ワード形式の定義している特長は、命令ワード内に組み込まれた即値を含んでいます。I 型の
命令ワードは次を含んでいます。

• 6 ビット・オペランドフィールド OP

• 2 つの 5 ビット・レジスターフィールド A と B

• 16 ビット即値データフィールド IMM16

たいていの場合、フィールド A と IMM16 はソースオペランドを指定し、フィールド B はデスティネー
ション・レジスターを指定します。IMM16 は、論理演算と符号なしの比較を除き、符号付きとみなされま
す。

I 型の命令には addiと andi、分岐操作、ロードとストアー操作、およびキャッシュ管理操作といった
算術演算および論理演算が含まれます。

表 93. I 型の命令フォーマット

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 OP

8.1.2. R 型

R 型の命令ワード形式の特性を定義することは、すべての引数および結果がレジスターとして指定され
ることです。R 型の命令には次のものが含まれます。

• 6 ビット・オペコードフィールド OP

• 3 つの 5 ビット・レジスターフィールドの A、B、および C

• 11 ビット・オペコード拡張フィールド OPX

多くの場合、フィールド A と B はソースオペランド、およびフィールド C はデスティネーション・レジス
ターを指定します。
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R 型の命令の一部は OPX の 5 つの下位ビットに小さい即値を埋め込みます。OPX の未使用ビットは
常に 0 です。

R 型の命令には、算術演算と論理演算 (addや norなど ) があり、つまり、cmpeqや cmpltなどの
比較演算子、custom命令、およびレジスター・オペランドのみ必要なその他の演算です。

表 94. R 型の命令フォーマット

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C OPX

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

OPX OP

8.1.3. J 型

J 型の命令には次が含まれます。

• 6 ビット・オペコードフィールド

• 26 ビット即値データフィールド

callおよび jmpiなどの J 型の命令は、256 MB の範囲内でいつでも実行を転送します。

表 95. J 型の命令フォーマット

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

IMM26

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM26 OP

8.2. 命令オペコード

Nios II 命令ワードの OP フィールドは、下の 2 つの表にリストしているとおり、オペコードの主要なク
ラスを指定します。OP のたいていの値は、I 型の命令のエンコードです。1 つのエンコードである OP =
0x00 は J 型の命令 callです。その他のエンコードである OP = 0x3a はすべての R 型の命令に使
用され、このような場合、OPX フィールドは命令を区別します。OP と OPX のすべての未定義のエンコ
ードは予約済みです。

表 96. OP エンコード

OP 命令 OP 命令 OP 命令 OP 命令

0x00 call 0x10 cmplti 0x20 cmpeqi 0x30 cmpltui

0x01 jmpi 0x11 0x21 0x31

0x02 0x12 0x22 0x32 custom

0x03 ldbu 0x13 initda 0x23 ldbuio 0x33 initd

0x04 addi 0x14 ori 0x24 muli 0x34 orhi

continued...   
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OP 命令 OP 命令 OP 命令 OP 命令

0x05 stb 0x15 stw 0x25 stbio 0x35 stwio

0x06 br 0x16 blt 0x26 beq 0x36 bltu

0x07 ldb 0x17 ldw 0x27 ldbio 0x37 ldwio

0x08 cmpgei 0x18 cmpnei 0x28 cmpgeui 0x38 rdprs

0x09 0x19 0x29 0x39

0x0A 0x1A 0x2A 0x3A R-type

0x0B ldhu 0x1B flushda 0x2B ldhuio 0x3B flushd

0x0C andi 0x1C xori 0x2C andhi 0x3C xorhi

0x0D sth 0x1D 0x2D sthio 0x3D

0x0E bge 0x1E bne 0x2E bgeu 0x3E

0x0F ldh 0x1F 0x2F ldhio 0x3F

表 97. R 型の命令の OPX エンコード

OPX 命令 OPX 命令 OPX 命令 OPX 命令

0x00 0x10 cmplt 0x20 cmpeq 0x30 cmpltu

0x01 eret 0x11 0x21 0x31 add

0x02 roli 0x12 slli 0x22 0x32

0x03 rol 0x13 sll 0x23 0x33

0x04 flushp 0x14 wrprs 0x24 divu 0x34 break

0x05 ret 0x15 0x25 div 0x35

0x06 nor 0x16 or 0x26 rdctl 0x36 sync

0x07 mulxuu 0x17 mulxsu 0x27 mul 0x37

0x08 cmpge 0x18 cmpne 0x28 cmpgeu 0x38

0x09 bret 0x19 0x29 initi 0x39 sub

0x0A 0x1A srli 0x2A 0x3A srai

0x0B ror 0x1B srl 0x2B 0x3B sra

0x0C flushi 0x1C nextpc 0x2C 0x3C

0x0D jmp 0x1D callr 0x2D trap 0x3D

0x0E and 0x1E xor 0x2E wrctl 0x3E

0x0F 0x1F mulxss 0x2F 0x3F

8.3. アセンブラーの擬似命令

擬似命令は、通常のアセンブリー命令のようにアセンブリー・ソースコードで使用されます。各疑似命令
は、等価命令を使用して機械レベルで実施されます。movia擬似命令は唯一の例外であり、2 つの命令
で実装されています。ほとんどの疑似命令は、マシンコードの逆アセンブリー・ビューには表示されませ
ん。
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表 98. アセンブラーの擬似命令

擬似命令 等価命令

bgt rA, rB, label blt rB, rA, label

bgtu rA, rB, label bltu rB, rA, label

ble rA, rB, label bge rB, rA, label

bleu rA, rB, label bgeu rB, rA, label

cmpgt rC, rA, rB cmplt rC, rB, rA

cmpgti rB, rA, IMMED cmpgei rB, rA, (IMMED+1)

cmpgtu rC, rA, rB cmpltu rC, rB, rA

cmpgtui rB, rA, IMMED cmpgeui rB, rA, (IMMED+1)

cmple rC, rA, rB cmpge rC, rB, rA

cmplei rB, rA, IMMED cmplti rB, rA, (IMMED+1)

cmpleu rC, rA, rB cmpgeu rC, rB, rA

cmpleui rB, rA, IMMED cmpltui rB, rA, (IMMED+1)

mov rC, rA add rC, rA, r0

movhi rB, IMMED orhi rB, r0, IMMED

movi rB, IMMED addi, rB, r0, IMMED

movia rB, label orhi rB, r0, %hiadj(label)

addi, rB, r0, %lo(label)

movui rB, IMMED ori rB, r0, IMMED

nop add r0, r0, r0

subi rB, rA, IMMED addi rB, rA, (-IMMED)

グローバルポインターの詳細は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「アプリケーショ
ン・バイナリー・インターフェイス」の章を参照してください。

関連情報
アプリケーション・バイナリー・インターフェイス (141 ページ)

8.4. アセンブラー・マクロ

Nios II アセンブラーは、ラベルおよび 32 ビットの即値からハーフワードを抽出するマクロを提供して
います。これらのマクロは、使用されている位置に応じて 16 ビットの符号付きの値または 16 ビットの
符号なしの値を返します。これらのマクロは、16 ビットの符号付き即値を必要とする命令で使用する
と、-32768 ~ 32767 の範囲の値を返します。これらのマクロは、16 ビットの符号なし即値が必要な
命令で使用すると、0 ~ 65535 の範囲の値を返します。
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表 99. アセンブラー・マクロ

マクロ 説明 演算

%lo(immed32) immed32 のビット [15..0] を抽出 immed32 & 0xFFFF

%hi(immed32) immed32 のビット [31..16] を抽出 (immed32 >> 16) & 0xFFFF

%hiadj(immed32) ビット [31..16] を抽出し、immed32 のビット 15 を追加 ((immed32 >> 16) & 0xFFFF) +
((immed32 >> 15) & 0x1)

%gprel(immed32) immed32 アドレスをグローバル・ポインターからのオフセッ
トに置き換え

immed32 –_gp

グローバルポインターの詳細は、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハンドブック」の「アプリケーショ
ン・バイナリー・インターフェイス」の章を参照してください。

関連情報
アプリケーション・バイナリー・インターフェイス (141 ページ)

8.5. 命令セット・リファレンス

次のページには、すべての Nios II 命令のニーモニックがアルファベット順にリストされています。

表 100. 表記規則

表記 意味

X ← Y X は Y で書き込まれる。

PC ← X プログラムカウンター (PC) はアドレス X で書き込まれる。X での命令は、次に実行する命令を指す。

PC 当該のアセンブリー命令のアドレス

rA, rB, rC 32 ビットの汎用レジスターの 1 つ

prs.rA 前のレジスターセット内の汎用レジスター rA

IMMn 命令ワードに埋め込まれた n ビットの即値

IMMED 即値

Xn X の n 番目のビットであり、n = 0 は LSB を指す。

Xn .. m X の n から m までの連続するビット

0xNNMM 16 進表記

X : Y ビット単位の連結
例 : (0x12 : 0x34) = 0x1234

σ(X) 完全なレジスターサイズの符号付き整数に符号拡張された後の X の値

X >> n n ビット位置に右シフトした後の X の値

X << n n ビット位置に左シフトした後の X の値

X & Y ビット単位の論理積 AND

X | Y ビット単位の論理和 OR

X ^ Y ビット単位の排他的論理和 XOR

~X ビット単位の論理否定 NOT (1 の補数 )

continued...   
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表記 意味

Mem8[X] バイトアドレス X のデータメモリー内のバイト

Mem16[X] バイトアドレス X のデータメモリー内のハーフワード

Mem32[X] バイトアドレス X のデータメモリー内のワード

label アセンブリー・ファイルで指定されたアドレスラベル

(signed) rX 符号付きの数として扱われる rX の値

(unsigned) rX 符号なしの数として扱われる rX の値

注意: すべてのレジスター演算は、指定されている場合を除いて、現在のレジスターセットに適用されます。

次の例外は、命令フェッチで発生する可能性があるため、各命令ごとにリストされていません。

• スーパーバイザー専用命令アドレス

• 高速 TLB ミス ( 命令 )

• ダブル TLB ミス ( 命令 )

• TLB 許可違反 ( 実行 )

• MPU 領域違反 ( 命令 )

これらおよびすべての Nios II の例外について詳しくは、「Nios II プロセッサー・リファレンス・ハ
ンドブック」の「プログラミング・モデル」の章を参照してください。

関連情報
ソフトウェア・プログラミング・モデル (37 ページ)

8.5.1. add

命令 加算 (add)

演算 rC ←  rA + rB

アセンブラー構文 add rC, rA, rB

例 add r6, r7, r8

説明 rA の値と rB の値を加算し、結果を rC に格納する。符号付き加算と符
号なし加算の両方に使用される。

使用法 キャリー検出 ( 符号なしオペランド ):
add演算に続いて、符号なしの合計が符号なしのオペランドの 1 つ未
満であるかどうかをチェックすることで、MSB のキャリーアウトの検出が
可能。キャリービットはレジスターに書き込みが可能、またはキャリー条
件に基づいて条件分岐の実行が可能。次のコードで両方の場合を示す。
add rC, rA, rB

cmpltu rD, rC, rA

add rC, rA, rB

bltu rC, rA, label

# The original add operation

# rD is written with the carry bit

# The original add operation

# Branch if carry generated

continued...   
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オーバーフロー検出 ( 符号付きオペランド ) :
オーバーフローは、2 つの正の加算後の合計が負の場合、または 2 つの
負の加算後の合計が正の場合に検出される。オーバーフロー条件は、次
のコードに示すように条件分岐が制御できる。
add rC, rA, rB

xor rD, rC, rA

xor rE, rC, rB

and rD, rD, rE

blt rD, r0,label

# The original add operation

# Compare signs of sum and rA

# Compare signs of sum and rB

# Combine comparisons

# Branch if overflow occurred

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オペランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x31

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x31 0 0x3A

8.5.2. addi

命令 加算 (addi)

演算 rB ←  rA + σ(IMM16)　

アセンブラー構文 addi rB, rA, IMM16

例 addi r6, r7, -100

説明 16 ビットの即値を符号拡張し、それを rA の値に加算する。結果の合計
を rB に格納する。

使用法 キャリー検出 ( 符号なしオペランド ):
addi演算に続いて、符号なしの合計が符号なしのオペランドの 1 つ未
満であるかどうかをチェックすることで、MSB のキャリーアウトの検出が
可能。キャリービットはレジスターに書き込みが可能、またはキャリー条
件に基づいて条件分岐の実行が可能。次のコードで両方の場合を示す。
addi rB, rA, IMM16

cmpltu rD, rB, rA

addi rB, rA, IMM16

bltu rB, rA, label

# The original add operation

# rD is written with the carry bit

# The original add operation

# Branch if carry generated

continued...   
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オーバーフロー検出 ( 符号付きオペランド ):
オーバーフローは、2 つの正の加算後の合計が負の場合、または 2 つの
負の加算後の合計が正の場合に検出される。オーバーフロー条件は、次
のコードに示すように条件分岐が制御できる。
addi rB, rA, IMM16

xor rC, rB, rA

xorhi rD, rB, IMM16

and rC, rC, rD

blt rC, r0,label

# The original add operation

# Compare signs of sum and rA

# Compare signs of sum and IMM16

# Combine comparisons

# Branch if overflow occurred

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x04

8.5.3. and

命令 ビット単位の論理積 (and)

演算 rC ←  rA & rB

アセンブラー構文 and rC, rA, rB

例 and r6, r7, r8

説明 ビット単位の rA の値と rB の値の論理積 AND を計算し、結果を rC
に格納する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オペランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x0e

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x0e 0 0x3A
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8.5.4. andhi

命令 ビット単位の上位ハーフワードの即値論理積 (and immediate)

演算 rB ←  rA  & (IMM16 : 0x0000)

アセンブラー構文 andhi rB, rA, IMM16

例 andhi r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の値の論理積 AND と即値 (IMM16 : 0x0000) を
計算し、その結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x2c

8.5.5. andi

命令 ビット単位の即値論理積 (and immediate)

演算 rB ←  rA & (0x0000 : IMM16)

アセンブラー構文 andi rB, rA, IMM16

例 andi r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の値の論理積 AND と即値 (0x0000 : IMM16) を
計算し、結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x0c
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8.5.6. beq

命令 等しければ分岐

演算 (rA == rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 beq rA, rB, label

例 beq r6, r7, label

説明 rA == rB ならば、beqはプログラム制御をラベルで命令に転送する。
命令エンコーディングでは、IMM16 により与えられるオフセットは beq
の直後の命令に関連する符号付きバイト数として扱われる。命令アドレ
スがワード・アライメントされる必要があるため、IMM16 の 2 つの 下
位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x26

8.5.7. bge

命令 大きいか等しければ分岐

演算 ((signed) rA >= (signed) rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bge rA, rB, label

例 bge r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号付き ) rA >= ( 符号付き ) rB ならば、bgeはプログラム制御
をラベルの命令に転送する。命令エンコーディングでは、IMM16 によっ
て与えられるオフセットは bgeの次の命令に関連する符号付きバイト
数として扱われる。命令アドレスがワード・アライメントされる必要があ
るため、IMM16 の 2 つの 下位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x0e

8.5.8. bgeu

命令 より大きいか符号なしと等しければ分岐

演算 ((unsigned) rA >= (unsigned) rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bgeu rA, rB, label

例 bgeu r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号なし ) rA >= ( 符号なし ) rB ならば、bgeuはプログラム制御
をラベルの命令に転送する。命令エンコーディングでは、IMM16 によっ
て与えられるオフセットは bgeuの直後の命令に関連する符号付きバ
イト数として扱われる。命令アドレスはワード・アライメントされる必要
があるため、IMM16 の 2 つの 下位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x2e

8.5.9. bgt

命令 符号付きより大きければ分岐

演算 ((signed) rA > (signed) rB) ならば
PC ←  label
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bgt rA, rB, label

例 bgt r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号付き ) rA > ( 符号付き ) rB ならば、bgtはプログラム制御を
ラベルの命令に転送する。

疑似命令 bgtはレジスターオペランドのスワップにより bltで実装される。
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8.5.10. bgtu

命令 符号なしより大きければ分岐

演算 ((unsigned) rA > (unsigned) rB) ならば
PC ←  label
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bgtu rA, rB, label

例 bgtu r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号なし ) rA > ( 符号なし ) rB ならば、bgtuはプログラム制御を
ラベルの命令に転送する。

疑似命令 bgtuはレジスターオペランドのスワップにより bltu命令で実装され
る。

8.5.11. ble

命令 よリ小さいか符号付きと等しければ分岐

演算 ((signed) rA <= (signed) rB) ならば
PC ←  label
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 ble rA, rB, label

例 ble r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号付き ) rA <= ( 符号付き ) rB、bleはプログラム制御をラベ
ルの命令に転送する。

疑似命令 bleはレジスターオペランドのスワップにより bge命令で実装される。

8.5.12. bleu

命令 より小さいか符号なしと等しければ分岐

演算 ((unsigned) rA <= (unsigned) rB) ならば
PC ←  label
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bleu rA, rB, label

例 bleu r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号なし ) rA <= ( 符号なし ) rB ならば、bleuはプログラム制御
をラベルの命令に転送する。

疑似命令 bleuはレジスターオペランドのスワップにより bgeu命令で実装され
る。

8.5.13. blt

命令 符号付きより小さければ分岐

演算 ((signed) rA < (signed) rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 blt rA, rB,  label
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例 blt r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号付き ) rA < ( 符号付き ) rB ならば、bltはプログラム制御を
ラベルの命令に転送する。命令エンコーディングでは、 IMM16 によって
与えられるオフセットは bltの直後の命令に関連する符号付きのバイ
ト数として扱われる。命令アドレスはワード・アライメントされる必要が
あるため、IMM16 の 2 つの 下位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令の型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x16

8.5.14. bltu

命令 符号なしより小さければ分岐

演算 ((unsigned) rA < (unsigned) rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bltu rA, rB, label

例 bltu r6, r7, top_of_loop

説明 ( 符号なし ) rA < ( 符号なし ) rB ならば、bltuはプログラム制御を
ラベルの命令に転送する。命令エンコーディングでは、IMM16 によって
与えられるオフセットは bltuの直後の命令に関連のある符号付きバ
イト数として扱われる。命令アドレスはワード・アライメントされる必要
があるため、IMM16 の 2 つの 下位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x36
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8.5.15. bne

命令 等しくなければ分岐

演算 (rA != rB) ならば
PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)
そうでなければ PC ←  PC + 4

アセンブラー構文 bne rA, rB, label

例 bne r6, r7, top_of_loop

説明 rA != rB ならば、bneはプログラム制御をラベルの命令に転送する。
命令エンコーディングでは、IMM16 によって与えられるオフセットは
bneの直後に関連のある符号付きバイト数として扱われる。命令アドレ
スはワード・アライメントされる必要があるため、IMM16 の 2 つの 下
位ビットは常にゼロである。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x1e

8.5.16. br

命令 無条件分岐

演算 PC ←  PC + 4 + σ(IMM16)

アセンブラー構文 br label

例 br top_of_loop

説明 プログラム制御をラベルの命令に転送する。命令エンコーディングでは、
IMM16 によって与えられるオフセットは brの直後の命令に関連のあ
る符号付きバイト数として扱われる。命令アドレスはワード・アライメン
トされる必要があるため、IMM16 の 2 つの 下位ビットは常にゼロで
ある。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 I

命令フィールド IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x06
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8.5.17. break

命令 ブレークポイントのデバッグ

演算 bstatus ←  status
PIE ←  0
U ←  0
ba ←  PC + 4
PC ← break handler address

アセンブラー構文 break

break imm5

例 break

説明 プログラムの実行を中断し、デバッガーのブレーク処理ルーチンに制御
を渡す。次の命令のアドレスをレジスター baに保存し、statusレジス
ターの内容を bstatusに保存する。割り込みを無効にし、実行をブレ
ークハンドラーに転送する。
5 ビット即値フィールドの imm5はプロセッサーで無視されるが、デバ
ッガーで使用可能である。
引数なしの breakは break 0と同様である。

使用法 breakはデバッガーによってのみ使用される。デバッガーのみによりユ
ーザープログラム、オペレーティング・システム、または例外ハンドラーで
breakを配置する必要がある。ブレークハンドラーのアドレスは、Qsys
の Nios II Processor パラメーター・エディターで指定する。
一部のデバッガーではソースコード内の break命令と break 0命
令をサポートしている。これらのデバッガーは、break命令を通常のブ
レークポイントとして扱う。

例外 ブレーク

命令型 R

命令フィールド IMM5 = ブレークポイントの型

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 0x1e 0x34

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x34 IMM5 0x3a

8.5.18. bret

命令 ブレークポイント・リターン

演算 status ←  bstatus
PC ←  ba

アセンブラー構文 bret

例 bret

説明 bstatusの値を statusにコピーし、実行を baのアドレスに転送す
る。

使用法 bretはデバッガーによってのみ使用され、ユーザープログラム、オペレ
ーティング・システム、または例外ハンドラーには表示されない。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス
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スーパーバイザー専用命令

命令型 R

命令フィールド なし

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0x1e 0 0x1e 0x09

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x09 0 0x3a

8.5.19. call

命令 サブルーチンの呼び出し

演算 ra ←  PC + 4
PC ←  (PC31..28 : IMM26 x 4)

アセンブラー構文 call label

例 call write_char

説明 次の命令のアドレスをレジスター raに保存し、実行をアドレス
(PC31..28 : IMM26 x 4) の命令に転送する。

使用法 callは PC31..28 で決定された 256 MB の範囲内の任意の場所に実
行を転送する。Nios II GNU リンカーはアドレスがこの範囲以外の場合
には自動的に処理を行わない。

例外 なし

命令型 J

命令フィールド IMM26 = 26 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

IMM26

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM26 0

8.5.20. callr

命令 レジスターのサブルーチンの呼び出し

演算 ra ←  PC + 4
PC ←  rA

アセンブラー構文 callr rA

例 callr r6

説明 戻りアドレスのレジスターに次の命令のアドレスを保存し、レジスター
rA に格納されているアドレスに実行を転送する。

使用法 callrは C 言語の関数ポインターを逆参照するために使用される。
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例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0x1f 0x1d

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1d 0 0x3a

8.5.21. cmpeq

命令 等価の比較

演算 (rA == rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpeq rC, rA, rB

例 cmpeq r6, r7, r8

説明 rA == rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格
納する。

使用法 cmpeqは C プログラミング言語の == 演算子を実行する。また、
cmpeqは C 言語の論理否定演算子「!」の実装にも使用できる。
cmpeq rC, rA, r0

# Implements rC = !rA

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x20

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x20 0 0x3a

8.5.22. cmpeqi

命令 即値等価の比較

演算 (rA σ(IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpeqi rB, rA, IMM16

continued...   
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例 cmpeqi r6, r7, 100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と
比較する。rA ==σ (IMM16) ならば cmpeqiは 1 を rB に格納し、そ
れ以外の場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpeqiは C プログラミング言語の == 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x20

8.5.23. cmpge

命令 より大きいか符号付き等価と等しければ比較

演算 ((signed) rA >= (signed) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpge rC, rA, rB

例 cmpge r6, r7, r8

説明 rA >= rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格
納する。

使用法 cmpgeは C プログラミング言語の符号付き >= 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x08

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x08 0 0x3a
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8.5.24. cmpgei

命令 より大きいか符号付き即値等価であれば比較

演算 ((signed) rA >= (signed) σ(IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpgei rB, rA, IMM16

例 cmpgei r6, r7, 100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と
比較する。rA >= σ(IMM16) ならば cmpgeiは 1 を rB に格納し、そ
れ以外の場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpgeiは C プログラミング言語の符号付き >= 演算子を実行す
る。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x08

8.5.25. cmpgeu

命令 より大きいか符号なしと等しければ比較

演算 ((unsigned) rA >= (unsigned) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpgeu rC, rA, rB

例 cmpgeu r6, r7, r8

説明 rA >= rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格
納する。

使用法 cmpgeuは C プログラミング言語の符号なし >= 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x28

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x28 0 0x3a

8.5.26. cmpgeui

命令 より大きいまたは符号なし即値と等しければ比較

演算 ((unsigned) rA >= (unsigned) (0x0000 : IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpgeui rB, rA, IMM16

例 cmpgeui r6, r7, 100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットにゼロ拡張し、それを rA の値と
比較する。rA >= (0x0000 : IMM16) ならば cmpgeuiは 1 を rB
に格納し、それ以外の場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpgeuiは C プログラミング言語の符号なし >= 演算子を実行す
る。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x28

8.5.27. cmpgt

命令 符号付きより大きければ比較

演算 ((signed) rA > (signed) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpgt rC, rA, rB

例 cmpgt r6, r7, r8

説明 rA > rB であれば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格
納する。

使用法 cmpgtは C プログラミング言語の符号付き > 演算子を実行する。

疑似命令 cmpgtは rA と rB オペランドのスワップにより cmplt命令で実装さ
れる。
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8.5.28. cmpgti

命令 符号付き即値より大きければ比較

演算 ((signed) rA > (signed) IMMED) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpgti rB, rA, IMMED

例 cmpgti r6, r7, 100

説明 即値 IMMED を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と比較する。
rA > σ(IMMED) ならば cmpgtiは 1 を rB に格納し、それ以外の場
合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpgtiは C プログラミング言語の符号付き > 演算子を実行する。
IMMED の 大許容値は 32766 である。 小許容値は –32769 であ
る。

疑似命令 cmpgtiは即値 IMM16 の IMMED + 1 の cmpgei命令を使用し
て実装される。

8.5.29. cmpgtu

命令 符号なしより大きければ比較

演算 ((unsigned) rA > (unsigned) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC  ←  0

アセンブラー構文 cmpgtu rC, rA, rB

例 cmpgtu r6, r7, r8

説明 rA > rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格納
する。

使用法 cmpgtuは C プログラミング言語の符号なし > 演算子を実行する。

疑似命令 cmpgtuは rA と rB オペランドのスワップにより cmpltu命令で実
装される。

8.5.30. cmpgtui

命令 符号なし即値より大きければ比較

演算 ((unsigned) rA > (unsigned) IMMED) ならば
rB ←   1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpgtui rB, rA, IMMED

例 cmpgtui r6, r7, 100

continued...   

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

183

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


説明 即値 IMMED を 32 ビットにゼロ拡張し、それを rA の値と比較する。
rA > IMMED ならば cmpgtuiは 1 を rB に格納し、それ以外の場合
は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpgtuiは C プログラミング言語の符号なし > 演算子を実行する。
IMMED の 大許容値は 65534 である。 小許容値は 0 である。

疑似命令 cmpgtuiは即値 IMM16 の IMMED + 1 の cmpgeui命令を使用
して実装される。

8.5.31. cmple

命令 より小さいか符号付きと等しければ比較

演算 ((signed) rA <= (signed) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmple rC, rA, rB

例 cmple r6, r7, r8

説明 rA <= rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格
納する。

使用法 cmpleは C プログラミング言語の符号付き <= 演算子を実行する。

疑似命令 cmpleは rA と rB オペランドのスワップにより cmpge命令で実装さ
れる。

8.5.32. cmplei

命令 より小さいか符号付き即値と等しいければ比較

演算 ((signed) rA < (signed) IMMED) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmplei rB, rA, IMMED

例 cmplei r6, r7, 100

説明 即値 IMMED を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と比較する。
rA <= σ(IMMED) ならば cmpleiは 1 を rB を格納し、それ以外の
場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpleiは C プログラミング言語の符号付き <= 演算子を実行す
る。IMMED の 大許容値は 32766 である。 小許容値は –32769
である。

疑似命令 cmpleiは即値 IMM16 の IMMED + 1 の cmplti命令を使用し
て実装される。

8.5.33. cmpleu

命令 より小さいか符号なしと等しければ比較

演算 ((unsigned) rA < (unsigned) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpleu rC, rA, rB
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例 cmpleu r6, r7, r8

説明 rA <= rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC を格
納する。

使用法 cmpleuは C プログラミング言語の符号なし <= 演算子を実行する。

疑似命令 cmpleuは rA と rB オペランドのスワップにより cmpgeu命令で実
装される。

8.5.34. cmpleui

命令 より小さいか符号なし即値と等しければ比較

演算 ((unsigned) rA <= (unsigned) IMMED) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpleui rB, rA, IMMED

例 cmpleui r6, r7, 100

説明 即値 IMMED を 32 ビットにゼロ拡張し、それを rA の値と比較する。
rA <= IMMED ならば cmpleuiは 1 を rB に格納し、それ以外の場
合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpleuiは C プログラミング言語の符号なし <= 演算子を実行す
る。IMMED の 大許容値は 65534 である。 小許容値は 0 である。

疑似命令 cmpleuiは即値 IMM16 の IMMED + 1 の cmpltui命令を使用
して実装される。

8.5.35. cmplt

命令 符号付きより小さければ比較

演算 ((signed) rA < (signed) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmplt rC, rA, rB

例 cmplt r6, r7, r8

説明 rA < rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格納
するる。

使用法 cmpltは C プログラミング言語の符号付き < 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x10

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x10 0 0x3a
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8.5.36. cmplti

命令 符号付き即値より小さければ比較

演算 ((signed) rA < (signed) σ(IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmplti rB, rA, IMM16

例 cmplti r6, r7, 100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と
比較する。rA < σ(IMM16) ならば cmpltiは 1 を rB に格納し、そ
れ以外の場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpltiは C プログラミング言語の符号付き < 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x10

8.5.37. cmpltu

命令 符号なしより小さければ比較

演算 (( 符号なし ) rA < ( 符号なし ) rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpltu rC, rA, rB

例 cmpltu r6, r7, r8

説明 rA < rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC に格納
する。

使用法 cmpltuは C プログラミング言語の符号なし < 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x30

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x30 0 0x3a

8.5.38. cmpltui

命令 符号なし即値より小さければ比較

演算 ((unsigned) rA < (unsigned) (0x0000 : IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpltui rB, rA, IMM16

例 cmpltui r6, r7, 100

説明 16 ビッチの即値 IMM16 を 32 ビットにゼロ拡張し、それを rA の値と
比較する。rA < (0x0000 : IMM16) ならば cmpltuiは 1 を rB に
格納し、それ以外の場合は 0 を rB に格納する。

使用法 cmpltuiは C プログラミング言語の符号なし < 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビッチの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x30

8.5.39. cmpne

命令 等しくなければ比較

演算 (rA != rB) ならば
rC ←  1
そうでなければ rC ←  0

アセンブラー構文 cmpne rC, rA, rB

例 cmpne r6, r7, r8

説明 rA != rB ならば 1 を rC に格納し、それ以外の場合は 0 を rC 格納す
る。

使用法 cmpneは C プログラミング言語の != 演算子を実行する。

continued...   

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

187

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x18

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x18 0 0x3a

8.5.40. cmpnei

命令 即値等価でなければ比較

演算 (rA != σ(IMM16)) ならば
rB ←  1
そうでなければ rB ←  0

アセンブラー構文 cmpnei rB, rA, IMM16

例 cmpnei r6, r7, 100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値と
比較する。rA != σ(IMM16) ならば cmpneiは 1 を rB に格納し、そ
れ以外の場合は 0 を rB を格納する。

使用法 cmpneiは C プログラミング言語の != 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x18

8.5.41. custom

命令 カスタム命令

演算 c == 1 ならば
rC  ←  fN(rA, rB, A, B, C)
そうでなければ Ø ←  fN(rA, rB, A, B, C)

アセンブラー構文 custom N, xC, xA, xB
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ここでの xA は汎用レジスター rA またはカスタムレジスター cA のい
ずれかを意味する。

例 custom 0, c6, r7, r8

説明 customオペコードは、Nios II アーキテクチャーで可能な 大 256
個のカスタム命令へのアクセスを提供している。カスタム命令で実装さ
れる関数はユーザー定義であり、かつ Qsys の Nios_II Processor パ
ラメーター・エディターで指定されている。8 ビットの即値 N フィールド
は使用するカスタム命令を指定する。カスタム命令は xA と xB の 大
2 つのパラメーターを使用でき、オプションで結果をレジスター xC に
書き込むことも可能である。

使用法 カスタム命令のロジック内部のカスタムレジスターにアクセスするに
は、レジスターフィールドと対応するビット readra、readrb、または
writerc をクリアーする。アセンブラー構文では、表記 cN はカスタム・
レジスター・ファイル内のレジスター N を参照し、アセンブラにーオペコ
ードの c ビットをクリアーさせる。例えば、
custom 0, c3, r5, r0は汎用レジスター r5 と r0 で動作する
カスタム命令 0 を実行し、その結果をカスタムレジスター 3 に格納す
る。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド A のレジスター・インデックス
B = オペランド B のレジスター・インデックス
C = オペランド C のレジスター・インデックス
readra = 命令が rA を使用する場合は 1、それ以外の場合は 0
readrb = 命令が rB を使用する場合は 1、それ以外の場合は 0
writerc = 命令が rC に対して結果を生成する場合は 1、それ以外
の場合は 0
N = 命令を選択する 8 ビットの数

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C readr
a

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

readr
b

readr
c

N 0x32

8.5.42. div

命令 除算

演算 rC ←  rA ÷ rB

アセンブラー構文 div rC, rA, rB

例 div r6, r7, r8

説明 この命令は、rA の値と rB の値を符号付き整数としてみなして rA を rB
で除算し、結果の商の整数部分を rC に格納する。除算を 0 で試みた
後、rC の値は未定義となる。ゼロ除算の例外はない。-2147483648 を
-1 で除算すると、rC の値は未定義となる (32 ビットでは
+2147483648 は表現できない )。オーバーフロー例外はない。
div命令が未実装の Nios II プロセッサーでは、未実装命令の例外が
発生する。
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使用法 除算の剰余 :
除算の結果が定義されている場合、剰余は次の命令シーケンスを使用し
て rD で計算することができる。
div rC, rA, rB

mul rD, rC, rB

sub rD, rA, rD

# The original div operation

# rD = remainder

例外 除算エラー
未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x18

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x25 0 0x3a

8.5.43. divu

命令 符号なし除算

演算 rC ←  rA ÷ rB

アセンブラー構文 divu rC, rA, rB

例 divu r6, r7, r8

説明 この命令は、rA と rB を符号なし整数とみなして rA を rB で除算し、結
果の商の整数部分を rC に格納する。除算を 0 で試みた後、rC の値は
未定義となる。ゼロ除算例外はない。
divu命令が未実装の Nios II プロセッサーでは、未実装命令の例外
が発生する。

使用法 除算の剰余 :
除算の結果が定義されている場合、剰余は次の命令シーケンスを使用し
て rD で計算できる。
divu rC, rA, rB

mul rD, rC, rB

sub rD, rA, rD

# The original divu operation

# rD = remainder

例外 除算エラー
未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x24

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x24 0 0x3a

8.5.44. eret

命令 例外復帰

演算 status ←  estatus
PC  ←  ea

アセンブラー構文 eret

例 eret

説明 estatusの値を statusレジスターにコピーし、eaのアドレスへ実
行を転送する。

使用法 eretを使用してトラップ、外部割り込み、およびその他の例外処理ルー
チンから復帰する。ハードウェア割り込み例外から復帰する前に、例外ハ
ンドラーは eaレジスターを調整することに注意する必要がある。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス
スーパーバイザー専用命令

命令型 R

命令フィールド なし

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0x1d 0x1e C 0x01

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x01 0 0x3a

8.5.45. flushd

命令 データ・キャッシュ・ラインのフラッシュ

演算 アドレス rA + σ(IMM16) に関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン
をフラッシュする

アセンブラー構文 flushd IMM16(rA)

例 flushd -100(r6)

説明 Nios II プロセッサーが直接マッピングされているデータキャッシュを
実装している場合、flushdはラインがダーティーであれば指定された
アドレスにマップされているデータ・キャッシュ・ラインをメモリーに書き
戻し、データ・キャッシュ・ラインをクリアーする。flushdaとは異なり、
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flushdはアドレス指定されたデータが現在のキャッシュにない場合
でも、ダーティーデータをメモリーに書き戻す。このプロセス配下のステ
ップで行われる。
• rA と符号付き 16 ビット即値の和で指定された実効アドレスを計

算する。
• 計算された有効アドレスに関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン

を特定する。各データキャッシュの有効アドレスは、tagフィールド
と lineフィールドを含んでいる。データ・キャッシュ・ラインを特定
する場合、flushdは tagフィールドを無視してクリアーするデー
タキャッシュラインを選択するためにのみ lineフィールドを使用
する。

• cash line タグの有効アドレスとの比較をスキップし、アドレス指定
されたデータが現在キャッシュされているかどうかを判断する。
flushdは cash line タグを無視するため、flushdは指定され
たデータ位置が現在キャッシュされているかどうかにかかわらず、キ
ャッシュラインをフラッシュする。

• データ・キャッシュ・ラインがダーティーの場合、ラインをメモリーに
書き戻す。キャッシュラインの 1 つ以上のワードがプロセッサーで
変更される場合はキャッシュラインはダーティーだが、まだメモリー
に書き込まれていない。

• ラインの有効ビットをクリアーする。
Nios II プロセッサー・コアにデータキャッシュがない場合は
flushd命令は何も実行しない。

使用法 アドレス指定されたメモリー位置がキャッシュにない場合でも、
flushdを使用してダーティーラインをメモリーに書き戻し、キャッシュ
ラインをフラッシュする。対照的に、他のキャッシュクリアー・オプション
については、「flushda のデータ・キャッシュ・アドレスのフラッシュ」、
「initd のデータ・キャッシュ・ラインの初期化」、および「initda のデータ・
キャッシュ・アドレスの初期化」を参照。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x3b

関連情報
• キャッシュおよび密結合メモリー

• flushda (193 ページ)

• initda (196 ページ)

• initd (195 ページ)
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8.5.46. flushda

命令 データ・キャッシュ・アドレスのフラッシュ

演算 現在キャッシングしているアドレス rA + σ(IMM16) のデータ・キャッ
シュ・ラインをフラッシュする

アセンブラー構文 flushda IMM16(rA)

例 flushda -100(r6)

説明 Nios II プロセッサーが直接マッピングされているデータキャッシュを
実装している場合、flushdaはラインがダーティーであれば指定され
たアドレスにマップされているデータ・キャッシュ・ラインをメモリーに書
き戻し、データ・キャッシュ・ラインをクリアーする。flushdとは異なり、
flushdaはアドレス指定されたデータが現在のキャッシュがある場合
にのみ、ダーティーデータをメモリーに書き戻す。このプロセス配下のス
テップで行われる。
• rA と符号付き 16 ビット即値の和で指定された実効アドレスを計

算する。
• 計算された有効アドレスに関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン

を特定する。各データキャッシュの有効アドレスは、tagフィールド
と lineフィールドを含んでいる。ラインを特定する場合、
flushdaは tagフィールドと lineフィールドの両方を使用す
る。

• cash line タグの有効アドレスとの比較をスキップし、アドレス指定
されたデータが現在キャッシュされているかどうかを判断する。tag
が不一致の場合は有効アドレスが現在キャッシュされていないた
め、命令を何も実行しない。

• データ・キャッシュ・ラインがダーティーで tagフィールドが一致す
る場合、ラインをメモリーに書き戻す。キャッシュラインの 1 つ以上
のワードがプロセッサーで変更される場合はキャッシュラインはダ
ーティーだが、まだメモリーに書き込まれていない。

• ラインの有効ビットをクリアーする。
Nios II プロセッサー・コアにデータキャッシュがない場合は
flushda命令は何も実行しない。

使用法 アドレス指定されたメモリー位置がキャッシュにない場合にのみ、
flushdaを使用してダーティーラインをメモリーに書き戻し、キャッシ
ュラインをフラッシュする。対照的に、他のキャッシュクリアー・オプショ
ンについては、「flushd のデータ・キャッシュ・アドレスのフラッシュ」、
「initd のデータ・キャッシュ・ラインの初期化」、および「initda のデータ・
キャッシュ・アドレスの初期化」を参照。
Nios II データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発
ハンドブック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x1b

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

193

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


関連情報
• キャッシュおよび密結合メモリー

• initda (196 ページ)

• initd (195 ページ)

• flushd (191 ページ)

8.5.47. flushi

命令 命令キャッシュラインのフラッシュ

演算 アドレス rA に関連付けられた命令キャッシュラインをフラッシュする

アセンブラー構文 flushi rA

例 flushi r6

説明 タグを無視すると、flushiは rA のバイトアドレスに関連付けられた
命令キャッシュラインを識別し、そのラインを無効にする。
Nios II プロセッサー・コアに命令キャッシュがない場合は、flushi
命令は演算を実行しない。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0 0x0c

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x0c 0 0x3a

関連情報
キャッシュおよび密結合メモリー

8.5.48. flushp

命令 パイプラインのフラッシュ

演算 プリフェッチされた命令のプロセッサー・パイプラインをフラッシュする

アセンブラー構文 flushp

例 flushp

説明 プリフェッチされた命令が flushp命令の後にパイプラインから削除
されるようにする。

使用法 新しく更新された命令メモリーに制御を転送する前に、flushpを使用
する必要がある。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド なし
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0 0x04

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x04 0 0x3a

8.5.49. initd

命令 データ・キャッシュ・ラインの初期化

演算 アドレス rA + σ(IMM16) に関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン
の初期化

アセンブラー構文 initd IMM16(rA)

例 initd 0(r6)

説明 Nios II プロセッサーが直接マッピングされているデータキャッシュを
実装している場合、initdはラインがダーティーであれば指定されたア
ドレスにマップされているデータ・キャッシュ・ラインのチェックをせずに
( または書き込まずに ) メモリーに書き戻し、データ・キャッシュ・ライン
をクリアーする。initdaとは異なり、initdはアドレス指定されたデ
ータが現在のキャッシュされいないかどうかにかかわらず、キャッシュラ
インをクリアーする。このプロセス配下のステップで行われる。
• rA と符号付き 16 ビット即値の和で指定された有効アドレスを計

算する。
• 計算された有効アドレスに関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン

を特定する。各データキャッシュの有効アドレスは、tagフィールド
と lineフィールドを含んでいる。ラインを特定する場合、initd
は tagフィールドを無視してクリアーするデータ・キャッシュ・ライン
を選択するためにのみ lineフィールドを使用する。

• cash line タグの有効アドレスとの比較をスキップし、アドレス指定
されたデータが現在キャッシュされているかどうかを判断する。
initdは cash line タグを無視するため、initdは指定された
データ位置が現在キャッシュされているかどうかにかかわらず、キャ
ッシュラインをフラッシュする。

• データ・キャッシュ・ラインがダーティーの場合、チェックをスキップす
る。initdはダーティー・キャッシュ・ラインをスコップするため、プ
ロセッサーに変更されたがまだメモリーに書き込まれていないデー
タは失われる。

• ラインの有効ビットをクリアーする。
Nios II プロセッサー・コアにデータキャッシュがない場合、initd命
令は何も実行しない。

使用法 プロセッサーのデータキャッシュを初期化するには、プロセッサーのリセ
ット後およびデータメモリーにアクセスする前に initdを使用する。
initdはダーティーデータを書き戻さないため、慎重に使用する必要
がある。対照的に、他のキャッシュクリアーのオプションについては、
「flushd のデータ・キャッシュ・ラインのフラッシュ」、「flushda のデータ・
キャッシュ・アドレスのフラッシュ」、および「initda のデータ・キャッシュ・
アドレスの初期化」を参照。 アルテラはプロセッサーがリセット解除さ
れた際にのみ initdを使用することを推奨している。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用命令

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

195

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x33

関連情報
• キャッシュおよび密結合メモリー

• flushda (193 ページ)

• initda (196 ページ)

• flushd (191 ページ)

8.5.50. initda

命令 データ・キャッシュ・アドレスの初期化

演算 現在キャッシュしているアドレス rA + σ(IMM16) のデータ・キャッシ
ュ・ラインを初期化する

アセンブラー構文 initda IMM16(rA)

例 initda -100(r6)

説明 Nios II プロセッサーがダイレクト・マップ・データキャッシュを実装して
いる場合、initdaは指定されたアドレスにマップされたダーティーデ
ータ・キャッシュラインをメモリーにチェックイン ( または書き込み ) せ
ずに、データ・キャッシュ・ラインをクリアーする。initdとは異なり、
initdaは指定されたデータが現在キャッシュされている場合にのみ
キャッシュラインをクリアーする。このプロセスは、次のステップで行わ
れる :
• rA の値と符号付き 16 ビット即値の和で指定された有効アドレス

を計算する。
• 計算された有効アドレスに関連付けられたデータ・キャッシュ・ライン

を特定する。各データキャッシュの有効アドレスは、tagフィールド
と lineフィールドを含む。ラインを特定するとき、initdaは
tagフィールドと lineフィールドの両方を使う。

• アドレス指定されたデータが現在キャッシュ場合、cache line タグ
を有効アドレスと比較する。tagフィールドが一致しない場合は、有
効アドレスは現在キャッシュされていないため、命令は何も実行しな
い。

• データ・キャッシュ・ラインがダーティーであるかのチェックをスキッ
プする。initdはダーティー・キャッシュ・ラインのチェックをスキッ
プするため、プロセッサーによりデータは変更されるが、まだメモリ
ーに書き込まれていないデータは失われる。

• ラインの有効ビットをクリアーする。
Nios II プロセッサー・コアにデータキャッシュがない場合、
initda命令は演算を何も実行しない。

使用法 initdaを使用してダーティーラインをメモリーに書き戻すことをスキ
ップし、アドレス指定されたメモリー位置が現在キャッシュにある場合に
のみキャッシュラインをフラッシュする。これとは対照的に、他のキャッシ
ュ消去オプションについては、「flushd のデータ・・キャッシュ・ラインのフ
ラッシュ」、「flushda のデータ・キャッシュ・アドレスのフラッシュ」、およ
び「initd のデータ・キャッシュ・ラインの初期化」を参照。initdaは、ダ
ーティーデータを書き戻さないため、慎重に使用する必要がある。
Nios II のデータキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開
発ハンドブック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

continued...   
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例外 スーパーバイザー専用データアドレス
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )
未実装命令

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x13

関連情報
• キャッシュおよび密結合メモリー

• flushda (193 ページ)

• initd (195 ページ)

• flushd (191 ページ)

8.5.51. initi

命令 命令キャッシュラインの初期化

演算 アドレス rA に関連付けられた命令キャッシュラインを初期化する

アセンブラー構文 initi rA

例 initi r6

説明 タグを無視すると、initiは raのバイトアドレスに関連付けられた命
令キャッシュラインを識別し、initiはそのラインを無効にする。
Nios II プロセッサー・コアに命令キャッシュがない場合、initi命令
は何も実行しない。

使用法 この命令はプロセッサーの命令キャッシュの初期化に使用される。プロ
セッサーをリセットした直後に、initiを使用して命令キャッシュの各
ラインを無効にする。
命令キャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブッ
ク」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0 0x29

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x29 0 0x3a
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関連情報
キャッシュおよび密結合メモリー

8.5.52. jmp

命令 計算されたジャンプ

演算 PC ←  rA

アセンブラー構文 jmp rA

例 jmp r12

説明 レジスター rA に格納されているアドレスに実行を転送する。

使用法 レジスター r31 に格納されているアドレスへのジャンプは不正である。
callまたは callrで呼び出されるサブルーチンから復帰するには、
jmpの代わりに retを使用する。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0 0x0d

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x0d 0 0x3a

8.5.53. jmpi

命令 即値ジャンプ

演算 PC ←  (PC31..28 : IMM26 x 4)

アセンブラー構文 jmpi label

例 jmpi write_char

説明 アドレス (PC31..28 : IMM26 x 4) の命令に実行を転送する。

使用法 jmpiは Low オーバーヘッドのローカルジャンプである。jmpiは
PC31..28 で決定された任意の 256 MB の範囲内で実行を転送できる。
Nios II GNU リンカーはアドレスがこの範囲外のケースを自動的に処
理しない。

例外 なし

命令型 J

命令フィールド IMM26 = 26 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

IMM26

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM26 0x01
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8.5.54. ldb / ldbio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O からのバイトのロード

演算 rB ←  σ(Mem8[rA + σ(IMM16)])

アセンブラー構文 ldb rB, byte_offset(rA)

ldbio rB, byte_offset(rA)

例 ldb r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビット即値の和で指定される有効なバイトア
ドレスを計算する。レジスター rB を目的のメモリーバイトでロードし、8
ビット値を 32 ビットに拡張して符号付けする。データキャッシュがある
Nios II プロセッサー・コアでは、この命令はメモリーからではなくキャッ
シュから目的のデータを取り出すことがある。

使用法 ldbio命令はペリフェラル I/O に使用する。データキャッシュがある
プロセッサーでは ldbioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM デー
タ転送を生成することが保証されている。データキャッシュのないプロセ
ッサーでは ldbioは ldbのように動作する。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 読み出し )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 101. ldb

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x07

表 102. ldbio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x27
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8.5.55. ldbu / ldbuio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O からの符号なしバイトのロード

演算 rB ←  0x000000 : Mem8[rA + σ(IMM16)]

アセンブラー構文 ldbu rB, byte_offset(rA)

ldbuio rB, byte_offset(rA)

例 ldbu r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビット即値の合計で指定される有効なバイト
アドレスを計算する。レジスター rB に目的のメモリーバイトをロードし、
ゼロは 8 ビットの値を 32 ビットに拡張する。

使用法 データキャッシュがあるプロセッサーでは、この命令はメモリーからでは
なくキャッシュから目的のデータが取り出せる。ペリフェラル I/O には
ldbuio命令を使用する必要がある。データキャッシュがあるプロセッ
サーでは ldbuioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM データ転送
の生成が可能。データキャッシュがないプロセッサーでは、ldbuioは
ldbuのように動作する。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 読み出し )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 103. ldbu

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x03

表 104. ldbuio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x23
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8.5.56. ldh / ldhio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O からのハーフワードのロード

演算 rB ←  σ(Mem16[rA + σ(IMM16)])

アセンブラー構文 ldh rB, byte_offset(rA)

ldhio rB, byte_offset(rA)

例 ldh r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビット即値の和で指定される有効なバイトア
ドレスを計算する。有効なバイトアドレスにあるメモリーのハーフワード
でレジスター rB をロードし、16 ビット値を 32 ビットに拡張する。有効
なバイトアドレスは、ハーフワード・アライメントされている必要がある。
バイトアドレスが 2 の倍数でない場合、演算は未定義である。

使用法 データキャッシュがあるプロセッサーでは、この命令はメモリーからでは
なくキャッシュから目的のデータを取り出すことができる。ldhio命令
はペリフェラル I/O に使用する。データキャッシュがあるプロセッサー
では、ldhioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM データ転送を生
成することが保証されている。データキャッシュのないプロセッサーでは
ldhioは ldhのように動作する。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 読み出し )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 105. ldh

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x0f

表 106. ldhio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x2f

関連情報
キャッシュおよび密結合メモリー

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

201

http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii52007.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


8.5.57. ldhu / ldhuio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O からの符号なしハーフワードのロード

演算 rB ←  0x0000 : Mem16[rA + σ(IMM16)]

アセンブラー構文 ldhu rB, byte_offset(rA)

ldhuio rB, byte_offset(rA)

例 ldhu r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビット即値の合計で指定される有効なバイト
アドレスを計算する。レジスター rB を有効なバイトアドレスにあるメモ
リー・ハーフワードでロードすし、16 ビット値を 32 ビットにゼロ拡張す
る。有効なバイトアドレスは、ハーフワード・アライメントされている必要
がある。バイトアドレスが 2 の倍数でない場合、演算は未定義である。

使用法 データキャッシュがあるプロセッサーでは、この命令はメモリーからでは
なくキャッシュから目的のデータが取り出せる。ペリフェラル I/O には
ldhuio命令を使用する必要がある。データキャシュがあるプロセッサ
ーでは、ldhuioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM データ転送の
生成が保証されている。データキャッシュがないプロセッサーでは、
ldhuioは ldhuのように動作する。 .
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 読み出し )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 107. ldhu

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x0b

表 108. ldhuio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x2b
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8.5.58. ldw / ldwio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O からの 32 ビット・ワードのロード

演算 rB ←  Mem32[rA + σ(IMM14)]

アセンブラー構文 ldw rB, byte_offset(rA)

ldwio rB, byte_offset(rA)

例 ldw r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビットの即値の合計により指定される有効な
バイトアドレスを計算する。有効なバイトアドレスにあるメモリーワード
でレジスター rB をロードする。有効なバイトアドレスはワード・アライメ
ントされる必要がある。バイトアドレスが 4 の倍数でない場合、演算は
未定義である。

使用法 データキャッシュがあるプロセッサーでは、この命令はメモリーからでは
なくキャッシュからの目的のデータの取り出しが可能。ペリフェラル I/O
では ldwio命令を使用する必要がある。データキャッシュがあるプロ
セッサーでは ldwioはキャッシュとメモリーをバイパスする。ペリフェ
ラル I/O には ldwio命令を使用する必要がある。データキャッシュが
あるプロセッサーでは ldwioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM
データ転送の生成が保証されている。データキャッシュがないプロセッ
サーでは ldwioは ldwのように動作する。
データキャッシュについて詳しくは、「Nios II ソフトウェア開発ハンドブ
ック」の「キャッシュおよび密結合メモリー」の章を参照。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 読み出し )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 109. ldw

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x17

表 110. ldwio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x37
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関連情報
キャッシュおよび密結合メモリー

8.5.59. mov

命令 レジスターからレジスターへ移動

演算 rC ←  rA

アセンブラー構文 mov rC, rA

例 mov r6, r7

説明 rA の内容を rC に移動する。

疑似命令 movは add rC, rA, r0として実装される。

8.5.60. movhi

命令 上位ハーフワードへの即値の転送

演算 rB ←  (IMMED : 0x0000)

アセンブラー構文 movhi rB, IMMED

例 movhi r6, 0x8000

説明 即値 IMMED を rB の上位ハーフワードへ書き込み、rB の下位ハーフ
ワードを 0x0000 にクリアーする。

使用法 IMMED の 大許容値は 65535 である。 小許容値は 0 である。32
ビット定数をロードするには、はじめに movhi疑似命令で上位 16 ビ
ットをロードする。%hi() マクロは定数またはラベルの上位 16 ビッ
トの抽出のために使用可能である。次に、ori命令の下位 16 ビットを
でロードする。%lo() マクロは次のコードに示すように定数またはラ
ベルの下位 16 ビットの抽出のために使用可能である。
movhi rB, %hi(value)

ori rB, rB, %lo(value)

レジスターに 32 ビット定数をロードするその他の方法は、次のコードに
示すように、％hiadj() マクロと addi命令を使用する。
movhi rB, %hiadj(value)

addi rB, rB, %lo(value)

疑似命令 movhiは orhi rB, r0, IMMEDとして実装される。

8.5.61. movi

命令 ワードへの符号付き即値の転送

演算 rB ←  σ(IMMED)

アセンブラー構文 movi rB, IMMED

例 movi r6, -30

説明 即値 IMMED を 32 ビットに符号拡張し、それを rB に書き込む。

使用法 IMMED の 大許容値は 32767 である。 小許容値は
–32768 である。movhi命令を参照して、32 ビット定数をレジスター
にロードする。

疑似命令 moviは addi rB, r0, IMMEDとして実装される。
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8.5.62. movia

命令 ワードへの即値アドレスの転送

演算 rB ←  label

アセンブラー構文 movia rB, label

例 movia r6, function_address

説明 ラベルのアドレスの rB への書き込み

疑似命令 moviaは以下の通り実装される。
orhi rB, r0, %hiadj(label)

addi rB, rB, %lo(label)

8.5.63. movui

命令 ワードへの符号なし即値の転送

演算 rB ←  (0x0000 : IMMED)

アセンブラー構文 movui rB, IMMED

例 movui r6, 100

説明 即値 IMMED を 32 ビットにゼロ拡張して rB に書き込む。

使用法 IMMED の 大許容値は 65535 である。 小許容値は 0 である。
movhi命令を参照にし、32 ビット定数をレジスターにロードする。

疑似命令 movuiは ori rB, r0, IMMEDとして実装される。

8.5.64. mul

命令 乗算

演算 rC ←  (rA x rB) 31..0

アセンブラー構文 mul rC, rA, rB

例 mul r6, r7, r8

説明 rA に rB を乗算し、生成される下位 32 ビットを rC に格納する。結果
は、オペランドが符号付きまたは符号なし整数として扱われるかどうか
と同じである。
mul命令が未実装の Nios II プロセッサーは未実装命令例外を発生
する。

使用法 キャリー検出 ( 符号なしオペランド ) :
乗算演算の前または後に、rC の MSB のキャリーアウトは次の命令シ
ーケンスを使用して検出が可能。
mul rC, rA, rB

mulxuu rD, rA, rB

cmpne rD, rD, r0

# The mul operation (optional)

# rD is nonzero if carry occurred

# rD is 1 if carry occurred, 0 if not

mulxuu命令は符号なし数値の乗算がキャリー ( 符号なしオーバーフ
ロー ) を生成する場合、rD に非ゼロ値を書き込む。0/1 の結果が必要
な場合は cmpne命令の mulxuuに従います。
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オーバーフロー検出 ( 符号付きオペランド ):
乗算演算後、次の命令シーケンスを使用してオーバーフローの検出が可
能。
mul rC, rA, rB

cmplt rD, rC, r0

mulxss rE, rA, rB

add rD, rD, rE

cmpne rD, rD, r0

# The original mul operation

# rD is nonzero if overflow

# rD is 1 if overflow, 0 if not

cmplt–mulxss–add命令シーケンスは、rC の積が 32 ビット ( 符
号付きオーバーフロー ) で表現できない場合、rD に非ゼロ値を書き込
む。0/1 の結果が必要な場合は、cmpne命令で命令シーケンスに従う。

例外 未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x27

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x27 0 0x3a

8.5.65. muli

命令 即値乗算

演算 rB ←  (rA x σ(IMM16)) 31..0

アセンブラー構文 muli rB, rA, IMM16

例 muli r6, r7, -100

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、rA の値で乗算す
る。生成される下位 32 ビットを rB に格納する。結果は、rA が符号付
きまたは符号なしの数として扱われるかどうかには起因しない。
muli命令が未実装の Nios II プロセッサーは、未実装命令例外が発
生する。
キャリー検出およびオーバーフロー検出 :
キャリー検出およびオーバーフロー検出の説明は、mul命令を参照。

例外 未実装命令

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x24

8.5.66. mulxss

命令 拡張された符号付き / 符号付きの乗算

演算 rC ←  ((signed) rA) x ((signed) rB)) 63..32

アセンブラー構文 mulxss rC, rA, rB

例 mulxss r6, r7, r8

説明 rA の値と rB の値を符号付き整数として処理すると、mulxssは rA
倍の rB を乗算し、32 個の上位順のビットを rC に格納する。
mulxss命令を実装していない Nios II プロセッサーは未実装命令の
例外が発生する。

使用法 mulxssと mulを使用して 2 つの 32 ビットの符号付き整数の完全
な 64 ビット積を計算する。さらに、mulxssは 2 つの 64 ビットの符
号付き整数の 128 ビット積の計算の一部として使用できる。32 ビット・
レジスター (S1 : U1) と (S2 : U2) のペアに含まれるそれぞれの 2
つの 64 ビットの整数を見てみると、それらの 128 ビット積は (U1 x
U2) + ((S1 x U2) << 32) + ((U1 x S2) << 32) + ((S1 x S2)
<< 64) となる。mulxssと mul命令は 64 ビット積 S1 x S2 の計
算に使用される。

例外 未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x1f

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1f 0 0x3a

8.5.67. mulxsu

命令 符号付き / 符号なしの拡張された乗算

演算 rC ←  ((signed) rA) x ((unsigned) rB)) 63..32

アセンブラー構文 mulxsu rC, rA, rB

例 mulxsu r6, r7, r8

説明 rA を符号付き整数とし、rB を符号なし整数として扱い、mulxsuは rA
を rB で乗算し、生成される 上位 32 ビットを rC に格納する。
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mulxsu命令が未実装の Nios II プロセッサーは未実装命令例外を
発生する。

使用法 mulxsuは、2 つの 64 ビットの符号付き整数の 128 ビット積の計算
の一部として使用できる。(S1 : U1) と (S2 : U2) のペアに含まれる
2 つの 64 ビット整数を見てみると、それらの 128 ビット積は、(U1 x
U2) + ((S1 x U2) << 32) + ((U1 x S2) << 32) + ((S1 x S2)
<< 64) となる。mulxsuおよび mul命令は、2 つの 64 ビット積 S1
x U2 および U1 x S2 の計算に使用される。

例外 未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x17

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x17 0 0x3a

8.5.68. mulxuu

命令 拡張された符号なし / 符号なしの乗算

演算 rC ←  ((unsigned) rA) x ((unsigned) rB)) 63..32

アセンブラー構文 mulxuu rC, rA, rB

例 mulxuu r6, r7, r8

説明 rA の値と rB の値を符号なし整数として処理すると、mulxuuは rA 倍
の rB を乗算し、32 個の上位順のビットを rC に格納する。
mulxuu命令を実装していない Nios II プロセッサーは未実装命令の
例外が発生する。

使用法 mulxuuと mulを使用して 2 つの 32 ビットの符号なし整数の 64
ビット積を計算する。さらに、mulxuuは 2 つの 64 ビットの符号付き
整数の 128 ビット積の計算の一部として使用できる。32 ビット・レジス
ター (S1 : U1) と (S2 : U2) のペアに含まれるそれぞれの 2 つの
64 ビットの符号付き整数を見てみると、それらの 128 ビット積は (U1
x U2) + ((S1 x U2) << 32) + ((U1 x S2) << 32) + ((S1 x
S2) << 64) となる。mulxuuと mul命令は 64 ビット積 U1 x U2
の計算に使用される。
また、mulxuuは 2 つの 64 ビットの符号なし整数の 128 ビット積の
計算の一部としても使用できる。32 ビット・レジスター (T1 : U1) と
(T2 : U2) のペアに含まれるそれぞれの 2 つの 64 ビットの符号なし
整数を見てみると、それらの 128 ビット積は (U1 x U2) + ((U1 x
T2) << 32) + ((T1 x U2) << 32) + ((T1 x T2) << 64) とな
る。mulxuuと mul命令は 64 ビット積 U1 x U2、U1 x T2、T1 x
U2、および T1 x T2 の計算に使用される。

例外 未実装命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x07

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x07 0 0x3a

8.5.69. nextpc

命令 次の命令のアドレスの取得

演算 rC ←  PC + 4

アセンブラー構文 nextpc rC

例 nextpc r6

説明 次の命令のアドレスをレジスター rC に格納する。

使用法 再配置可能なコード・フラグメントは nextpcを使用してそのデータ・
セグメントのアドレスの計算が可能。nextpcは PC に直接アクセスす
る唯一の手法である。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 C 0x1c

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1c 0 0x3a

8.5.70. nop

命令 演算なし

演算 なし

アセンブラー構文 nop

例 nop

説明 nopは何の演算も行わない。

疑似命令 nopは add r0, r0, r0として実装される。

8.5.71. nor

命令 ビット単位の否定論理和 (nor)

演算 rC ←  ~(rA | rB)

アセンブラー構文 nor rC, rA, rB

例 nor r6, r7, r8
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説明 ビット単位の rA の値と rB の値の否定論理和 NOR を計算し、結果を
rC に格納する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オペランド rC のレジスター・インデックス
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7
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5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

A B C 0x06 0 0x3a

8.5.72. or

命令 ビット単位の論理和 (or)

演算 rC ←  rA | rB

アセンブラー構文 or rC, rA, rB

例 or r6, r7, r8

説明 ビット単位の rA と rB の論理和 OR を計算し、その結果を rC に格納
する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x16 0 0x3a

8.5.73. orhi

命令 ビット単位のハーフワードの即値論理和

演算 rB ←  rA | (IMM16 : 0x0000)

アセンブラー構文 orhi rB, rA, IMM16

例 orhi r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の論理和 OR と (IMM16 : 0x0000) を計算し、その
結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
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B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x34

8.5.74. ori

命令 ビット単位の論理和 (ori immediate)

演算 rB ←  rA | (0x0000 : IMM16)

アセンブラー構文 ori rB, rA, IMM16

例 ori r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の値の論理和 OR と (0x0000 : IMM16) を計算し、
その結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x14

8.5.75. rdctl

命令 コントロール・レジスターからの読み出し

演算 rC ←  ctlN

アセンブラー構文 rdctl rC, ctlN

例 rdctl r3, ctl31

説明 コントロール・レジスター ctlN に含まれる値を読み出し、レジスター rC
に書き込む。

例外 スーパーバイザー専用命令

命令型 R

命令フィールド C = オペランド rC のレジスター・インデックス
N = オペランド ctlN のコントロール・レジスター・インデックス
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ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 C 0x26

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x26 N 0x3a

8.5.76. rdprs

命令 前のレジスターセットからの読み出し

演算 rB ←  prs.rA + σ(IMM16)

アセンブラー構文 rdprs rB, rA, IMM16

例 rdprs r6, r7, 0

説明 16 ビットの即値 IMM16 を 32 ビットに符号拡張し、前のレジスター
セットから rA の値に加算する。rB の結果を現在のレジスターセットに
配置する。

使用法 前のレジスターセットは status.PRS によって指定される。デフォルトで
は、status.PRS は外部割り込みなどの例外の発生後にレジスターセッ
トが変更される前に使用中のレジスターセットを示す。
任意のレジスターセットから読み出すには、ソフトウェアで rdprsの実
行前に status.PRSに目的のレジスターセット・ナンバーを挿入す
る。
シャドー・レジスター・セットが Nios II コアに実装されていない場合、
rdprsは不正命令である。

例外 スーパーバイザー専用命令
不正命令

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x38

8.5.77. ret

命令 サブルーチンからの復帰

演算 PC ←  ra

アセンブラー構文 ret

例 ret

説明 実行を raのアドレスに転送する。
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使用法 callまたは callrによって呼び出される任意のサブルーチンは
retを使用して復帰する必要がある。

例外 ミスアライメント・デスティネーション・アドレス

命令型 R

命令フィールド なし

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0x1f 0 0 0x05

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x05 0 0x3a

8.5.78. rol

命令 左ローティト

演算 rC ←  rA rotated left rB4..0 bit positions

アセンブラー構文 rol rC, rA, rB

例 rol r6, r7, r8

説明 rB4..0 で指定されたビット数だけ rA を左にローティトし、その結果を
rC に格納する。レジスターからシフトアウトしたビットは、 下位ビット
位置にローティトする。rB のビット 31-5 は無視される。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x03

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x03 0 0x3a

8.5.79. roli

命令 即値左ローティト

演算 rC ←  rA rotated left IMM5 bit positions

アセンブラー構文 roli rC, rA, IMM5

例 roli r6, r7, 3

説明 IMM5 で指定されたビット数だけ rA を左ローティトし、その結果を rC
に格納する。レジスターからシフトするビットは、 下位ビット位置にロ
ーティトする。

continued...   

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

フィードバック Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド

213

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


使用法 Rotate-left 操作に加えて、roli を使用して rotate-right 操作を実装
することもできる。左に (32 - IMM5) ビットだけローティトすることは、
IMM5 ビットで右にローティトすることと同等である。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
IMM5 = 5 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 C 0x02

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x02 IMM5 0x3a

8.5.80. ror

命令 右ローティト

演算 rC ←  rA rotated right rB4..0 bit positions

アセンブラー構文 ror rC, rA, rB

例 ror r6, r7, r8

説明 rB4..0 で指定されたビット数だけ rA を右ローティトし、結果を rC に格
納する。レジスターからシフトアウトするビットは、 上位ビット位置に
ローティトする。rB のビット 31-5 は無視される。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x0b

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x0b 0 0x3a

8.5.81. sll

命令 論理左シフト

演算 rC ←  rA << (rB4..0)

アセンブラー構文 sll rC, rA, rB

例 sll r6, r7, r8
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機能 rB4..0 ( ゼロを挿入 ) で指定されたビット数だけ rA を左シフトし、その
結果を rC に格納する。sllは C プログラミング言語の << 演算子を
実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x13

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x13 0 0x3a

8.5.82. slli

命令 即値論理左シフト

演算 rC ←  rA << IMM5

アセンブラー構文 slli rC, rA, IMM5

例 slli r6, r7, 3

説明 IMM5 ( ゼロを挿入 ) で指定されたビット数だけ rA を左シフトし、そ
の結果を rC に格納する。

使用法 slliは C プログランミング言語の << 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
IMM5 = 5 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 C 0x12

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x12 IMM5 0x3a

8.5.83. sra

命令 算術右シフト

演算 rC ←  ( 符号付き ) rA >> (( 符号なし ) rB4..0)

アセンブラー構文 sra rC, rA, rB

例 sra r6, r7, r8
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説明 rB4..0( 符号ビットを複製する ) で指定されたビット数だけ rA を右シ
フトし、その結果を rC に格納する。ビット 31-5 は無視される。

使用法 sraは C プログラミング言語の符号付き >> 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x3b

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x3b 0 0x3a

8.5.84. srai

命令 即値算術右シフト

演算 rC ←  (signed) rA >> ((unsigned) IMM5)

アセンブラー構文 srai rC, rA, IMM5

例 srai r6, r7, 3

説明 IMM5 ( 符号ビットを複製する ) で指定されたビット数だけ rA を右シ
フトし、結果を rC に格納する。

使用法 sraiは C プログラミング言語の符号付き >> 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
IMM5 = 5 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 C 0x3a

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x3a IMM5 0x3a

8.5.85. srl

命令 論理右シフト

演算 rC ←  (unsigned) rA >> ((unsigned) rB4..0)

アセンブラー構文 srl rC, rA, rB

例 srl r6, r7, r8
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説明 rB4..0( ゼロを挿入 ) で指定されたビット数だけ rA を右シフトし、その
結果を rC に格納する。ビット 31-5 は無視される。

使用法 srlを C プログラミング言語の符号なし >> 演算子 を実装する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x1b

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1b 0 0x3a

8.5.86. srli

命令 即値論理右シフト

演算 rC ←  (unsigned) rA >> ((unsigned) IMM5)

アセンブラー構文 srli rC, rA, IMM5

例 srli r6, r7, 3

説明 IMM5 ( ゼロを挿入 ) で指定されたビット数だけ rA を右シフトし、そ
の結果を rC に格納する。

使用法 srliは C プログラミング言語の 符号なし >> 演算子を実行する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス
IMM5 = 5 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x1a

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1a IMM5 0x3a

8.5.87. stb / stbio l

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O へのバイトの格納

演算 Mem8[rA + σ(IMM16)] ←  rB7..0

アセンブラー構文 stb rB, byte_offset(rA)

stbio rB, byte_offset(rA)
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例 stb r6, 100(r5)

説明 rA と命令の符号付き 16 ビットの即値の合計で指定される有効バイト
アドレスを計算する。rB の下位バイトを有効アドレスで指定されたメモ
リーバイトに格納する。

使用法 データキャッシュがあるプロセッサーでは、この命令はキャッシュ不能デ
ータメモリーへの Avalon-MM バスサイクルを直ちに生成しない。周辺
I/O には stbio命令を使用する必要がある。データキャッシュを備え
たプロセッサーでは、stbioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM
データ転送を生成することが保証されている。データキャッシュのないプ
ロセッサーでは、stbioは stbのように動作する。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 書き込み )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 111. stb

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x05

表 112. stbio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x25

8.5.88. sth / sthio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O へのハーフワードのストアー

演算 Mem16[rA + σ(IMM16)] ←  rB15..0

アセンブラー構文 sth rB, byte_offset(rA)

sthio rB, byte_offset(rA)

例 sth r6, 100(r5)

continued...   

8. 命令セット・リファレンス
683836 | 2016.10.28

Nios II Gen2 プロセッサー・リファレンス・ガイド フィードバック

218

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=Nios%20II%20Gen2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683836%202016.10.28)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


説明 rA の値と命令の符号付き 16 ビット即値の合計で指定される有効なバ
イトアドレスを計算する。rB の下位ハーフワードを有効なバイトアドレ
スで指定されたメモリー位置に格納する。有効なバイトアドレスは、ハー
フワード・アライメントされる必要がある。バイトアドレスが 2 の倍数で
ない場合、演算は未定義である。

使用法 データキャッシュを備えたプロセッサーでは、この命令は Avalon-MM
データ転送を即座に生成しない。ペリフェラル I/O では sthio 命令を
使用する必要がある。データキャッシュを備えたプロセッサーでは、
sthioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM データ転送の生成が保
証されている。データキャッシュがないプロセッサーでは、sthioは
sthのように動作する。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 書き込み )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 113. sth

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x0d

表 114. sthio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x2d

8.5.89. stw / stwio

命令 メモリーまたはペリフェラル I/O へのワードのストアー

演算 Mem32[rA + σ(IMM16)] ←  rB

アセンブラー構文 stw rB, byte_offset(rA)

stwio rB, byte_offset(rA)

例 stw r6, 100(r5)
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説明 rA の値と命令の符号付き 16 ビット即値の合計で指定される有効なバ
イトアドレスを計算する。rB を有効なバイトアドレスで指定されたメモ
リー位置に格納する。有効なバイトアドレスはワード・アライメントされ
る必要がある。バイトアドレスが 4 の倍数でない場合、演算は未定義で
ある。

使用法 データキャッシュを備えたプロセッサーでは、この命令は Avalon-MM
データ転送を即座に生成しない。ペリフェラル I/O では stwio命令を
使用する必要がある。データキャッシュを備えたプロセッサーでは、
stwioはキャッシュをバイパスし、Avalon-MM バスサイクルの生成が
保証されている。データキャッシュがないプロセッサーでは、stwioは
stwのように動作する。

例外 スーパーバイザー専用データアドレス
ミスアライメント・データ・アドレス
TLB 許可違反 ( 書き込み )
高速 TLB ミス ( データ )
ダブル TLB ミス ( データ )
MPU 領域違反 ( データ )

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号付き即値

表 115. stw

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x15

表 116. stwio

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x35

8.5.90. sub

命令 減算

演算 rC ←  rA – rB

アセンブラー構文 sub rC, rA, rB

例 sub r6, r7, r8

機能 rA の値から rB の値を減算し、その結果を rC に格納する。
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使用法 キャリー検出 ( 符号なしオペランド ):
キャリービットは符号なしのオーバーフローを示す。subの前または後
に、第 1 オペランドが第 2 オペランドよりも小さいかどうかをチェック
することで、MSB のキャリーアウトの検出が可能である。キャリービット
はレジスターに書き込みが可能、または、キャリー条件に基づいて条件
分岐の実行も可能。次のコードに両方のケースを示す。
sub rC, rA, rB

cmpltu rD, rA, rB

sub rC, rA, rB

bltu rA, rB, label

# The original sub operation (optional)

# rD is written with the carry bit

# The original sub operation (optional)

# Branch if carry generated

オーバーフロー検出 ( 符号付きオペランド ):
rC に書き込まれた符号付きの差異と符号付きのオペランドを比較して、
符号付き減算のオーバーフローを検出する。rA と rB が異なる符号を
持ち、rC の符号が rA の符号と異なる場合、オーバーフローが発生す
る。オーバーフロー条件は、次のコードに示すように、条件分岐を制御で
きる。
sub rC, rA, rB

xor rD, rA, rB

xor rE, rA, rC

and rD, rD, rE

blt rD, r0, label

# The original sub operation

# Compare signs of rA and rB

# Compare signs of rA and rC

# Combine comparisons

# Branch if overflow occurred

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x39

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x39 0 0x3a

8.5.91. subi

命令 即値減算

演算 rB ←  rA – σ(IMMED)

アセンブラー構文 subi rB, rA, IMMED

例 subi r8, r8, 4
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機能 即値の IMMED を 32 ビットに符号拡張し、それを rA の値から減算
し、その結果を rB に格納する。

使用法 IMMED の 大許容値は 32768 である。 小許容値は
–32767 である。

疑似命令 subiは addi rB, rA, -IMMEDとして実装される。

8.5.92. sync

命令 メモリーの同期化

演算 なし

アセンブラー構文 sync

例 sync

説明 後続の命令の実行の許可前に、すべての保留中のメモリーアクセスを強
制的に完了する。順番にメモリーアクセスのみをサポートするプロセッ
サー・コアでは、この命令は何も実行しない。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド なし

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 0 0x36

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x36 0 0x3a

8.5.93. trap

命令 トラップ

演算 estatus ←  status
PIE ←  0
U ←  0
ea ←  PC + 4
PC ←  exception handler address

アセンブラー構文 trap

trap imm5

例 trap

説明 次の命令のアドレスをレジスター eaに保存し、statusレジスターの
内容を estatusに保存し、割り込みを無効にして実行を例外ハンドラ
ーに移す。例外ハンドラーのアドレスは、Qsys の Nios II Processor
パラメーター・エディターで指定する。
5 ビットの即値フィールド imm5はプロセッサーで無視され、デバッガ
ーにより使用できる。
引数なしの trapは trap 0と同等である。

使用法 例外ハンドラーから復帰するには、eret命令を実行する。
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例外 トラップ

命令型 R

命令フィールド IMM5 = ブレークポイントの型

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0 0 0x1d 0x2d

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x2d IMM5 0x3a

8.5.94. wrctl

命令 コントロール・レジスターへの書き込み

演算 ctlN ←  rA

アセンブラー構文 wrctl ctlN, rA

例 wrctl ctl6, r3

説明 レジスター rA に含まれている値をコントロール・レジスター ctlN に書
き込む。

例外 スーパーバイザー専用命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
N = オペランド ctlN のコントロール・レジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 0 0x2e

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x2e N 0x3a

8.5.95. wrprs

命令 前のレジスターセットへの書き込み

演算 prs.rC ←  rA

アセンブラー構文 wrprs rC, rA

例 wrprs r6, r7

説明 現在のレジスターセットの rA の値を前のレジスターセットの rC にコ
ピーする。この命令は、シャドー・レジスター・セットの r0 を 0 に設定で
きる。

使用法 前のレジスターセットは status.PRS により指定される。デフォルトで
は、status.PRS は、外部割り込みなどの例外の発生後にレジスターセ
ットが変更される前に使用中のレジスターセットを示す。
任意のレジスターセットへ書き込むために、ソフトウェアは wrprsの
実行前に status.PRSに目的のレジスターセット・ナンバーを挿入す
る。 .
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システム・ソフトウェアは wrprsを使用してそのレジスターセットを使
用する前に各シャドー・レジスター・セットで r0を 0 に初期化する必要
がある。
シャドー・レジスター・セットが Nios II コアに実装されていない場合、
wrprsは不正命令である。

例外 スーパーバイザー専用命令
不正命令

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A 0 C 0x14

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x14 0 0x3a

8.5.96. xor

命令 ビット単位の排他的論理和 (exclusive or)

演算 rC ←  rA ^ rB

アセンブラー構文 xor rC, rA, rB

例 xor r6, r7, r8

説明 ビット単位の rA の値と rB の値の排他的論理和 (exclusive-or) を計
算し、その結果を rC に格納する。

例外 なし

命令型 R

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
C = オぺランド rC のレジスター・インデックス

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B C 0x1e

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0x1e 0 0x3a

8.5.97. xorhi

命令 ビット単位の上位ハーフワードへの排他的論理和 (exclusive or
immediate)

演算 rB ←  rA ^ (IMM16 : 0x0000)

アセンブラー構文 xorhi rB, rA, IMM16

continued...   
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例 xorhi r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の値の排他的論理和 XOR と (IMM16 : 0x0000)
を計算し、その結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x3c

8.5.98. xori

命令 ビット単位の排他的論理和 (exclusive or immediate)

演算 rB ←  rA ^ (0x0000 : IMM16)

アセンブラー構文 xori rB, rA, IMM16

例 xori r6, r7, 100

説明 ビット単位の rA の排他的論理和 OR と (0x0000 : IMM16) を計算
し、結果を rB に格納する。

例外 なし

命令型 I

命令フィールド A = オペランド rA のレジスター・インデックス
B = オペランド rB のレジスター・インデックス
IMM16 = 16 ビットの符号なし即値

ビットフィールド

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

A B IMM16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

IMM16 0x1c

8.6. 改訂履歴

表 117. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 メンテナンス・リリース

2015 年 4 月 2015.04.02 初版
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