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1.  Avalon®インターフェイスの仕様書の概要

Avalon®インターフェイスは、 インテル® FPGA のコンポーネントを簡単に接続できるようにすること
で、システムのデザインを簡素化します。 Avalon インターフェイス・ファミリーは、高速データのストリー
ミング、レジスターとメモリーの読み出しと書き込み、オフチップデバイスの制御に適したインターフェイ
スを定義します。プラットフォーム・デザイナーで利用可能なコンポーネントには、これらの標準インター
フェイスが組み込まれています。さらに、Avalon インターフェイスをカスタム・コンポーネントに組み込
むことで、デザインの相互運用性を向上させることができます。

この仕様書では、すべての Avalon インターフェイスを定義します。この仕様書を確認することで、お使い
のコンポーネントに適したインターフェイスと、特定の動作に使用する信号の役割を理解することができ
ます。この仕様書では、次の 7 つのインターフェイスを定義しています。

• Avalon ストリーミング (Avalon-ST) インターフェイス — データの単方向フローをサポートする
インターフェイスです。これには、多重化されたストリーム、パケット、DSP データなどが含まれま
す。

• Avalon Memory Mapped (Avalon-MM) インターフェイス — アドレスベースの読み出しまた
は書き込みインターフェイスで、マスターとスレーブ間の接続に一般的に使用されます。

• Avalon コンジット・インターフェイス — 他の Avalon タイプのいずれにも適合しない個別の信号
または信号グループに対応するインターフェイス・タイプです。プラットフォーム・デザイナー・システ
ム内のコンジット・インターフェイスを接続することができます。または、それらをエクスポートして
デザイン内の他のモジュールもしくは FPGA ピンに接続することもできます。

• Avalon トライステート・コンジット (Avalon-TC) インターフェイス — オフチップ・ペリフェラルへ
の接続をサポートするインターフェイスです。信号の多重化によって複数のペリフェラルでピンを共
有できるため、FPGA のピン数と PCB 上のトレース数が削減されます。

• Avalon 割り込みインターフェイス — このインターフェイスにより、コンポーネントは他のコンポー
ネントにイベントを通知することができます。

• Avalon クロック・インターフェイス — クロックを駆動または受信するインターフェイスです。

• Avalon リセット・インターフェイス — リセット接続を提供するインターフェイスです。

単一のコンポーネントには、これらのインターフェイスをいくつでも含めることができます。また、同じイ
ンターフェイス・タイプの複数のインスタンスを含めることもできます。

注意: Avalon インターフェイスはオープン・スタンダードです。Avalon インターフェイスを使用している、もし
くはベースとしている製品の開発および販売に、ライセンスまたはロイヤルティーは必要ありません。

関連情報
• Introduction to Intel FPGA IP Cores

すべてのインテル FPGA IP コアに関する基本的な情報を提供しています。これには、IP コアの
パラメーター化、生成、アップグレード、シミュレーションが含まれます。

• Generating a Combined Simulator Setup Script
ソフトウェアまたは IP のバージョンのアップグレードに対して手動更新が不要なシミュレーシ
ョン・スクリプトを作成します。
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• Project Management Best Practices
プロジェクトと IP ファイルの効率的な管理と移植性について説明するガイドラインです。

1.1.  Avalon のプロパティーとパラメーター

Avalon インターフェイスでは、プロパティーを使用して動作を記述します。それぞれのインターフェイス・
タイプの仕様では、インターフェイスのプロパティーとデフォルト値をすべて定義しています。例えば、
Avalon-ST インターフェイスの maxChannelプロパティーでは、インターフェイスでサポートされる
チャネル数を指定することができます。Avalon クロック・インターフェイスの clockRateプロパティ
ーは、クロック信号の周波数を提供します。

1.2. 信号の役割

各 Avalon インターフェイスでは、信号の役割と動作を定義します。信号の役割の多くはオプションです。
必要な機能を実装するために必要な信号の役割のみを柔軟に選択することが可能です。例えば、
Avalon-MM インターフェイスには、オプションの信号役割である beginbursttransferと
burstcountがバーストをサポートするコンポーネントに対して含まれています。Avalon-ST インタ
ーフェイスには、オプションの信号役割である startofpacketと endofpacketがパケットをサ
ポートするインターフェイスに対して含まれています。

Avalon コンジット・インターフェイスを除いて、各インターフェイスには、それぞれの信号役割の信号を
1 つのみ含めることができます。信号の役割の多くでは、アクティブ Low 信号が許可されます。このドキ
ュメント全般では、アクティブ High の信号を使用します。

1.3. インターフェイスのタイミング

このドキュメントの後続の章では、タイミング情報を提供し、それぞれのインターフェイス・タイプにおけ
る転送について説明しています。これらのインターフェイスに保証されるパフォーマンスはありません。
実際のパフォーマンスは、コンポーネントのデザインやシステムの実装など、多くの要素に影響されま
す。

ほとんどの Avalon インターフェイスは、クロックとリセット以外の信号に対してエッジ・センシティブで
あってはなりません。他の信号は、安定する前に複数回遷移する場合があります。クロックエッジ間にお
ける信号の正確なタイミングは、選択している インテル FPGA の特性によって異なります。この仕様書
では電気的特性を指定していません。電気的な仕様に関しては、該当するデバイスの資料を参照してくだ
さい。

1.4. 例: システムのデザインにおける Avalon インターフェイス

この例では、イーサネット・コントローラーには 6 つの異なるインターフェイス・タイプが含まれています。

• Avalon-MM

• Avalon-ST

• Avalon コンジット

• Avalon-TC

• Avalon 割り込み

• Avalon クロック

1.  Avalon®インターフェイスの仕様書の概要
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Nios® II プロセッサーは、オンチップ・コンポーネントのコントロール・レジスターとステータスレジスタ
ーに、Avalon-MM インターフェイスを介してアクセスします。スキャッター・ギャザー DMA は、 Avalon-
ST インターフェイスを介してデータを送受信します。4 つのコンポーネントには、Nios II プロセッサー
で実行されているソフトウェアによって処理される割り込みインターフェイスが含まれます。PLL は、
Avalon クロック・シンク・インターフェイスを介してクロックを受け入れ、2 つのクロックソースを提供し
ます。2 つのコンポーネントには Avalon-TC インターフェイスが含まれており、オフチップメモリーにア
クセスします。最後に、DDR3 コントローラーは、外部 DDR3 メモリーに Avalon コンジット・インター
フェイスを介してアクセスします。

図 -1: スキャッター・ギャザー DMA コントローラーと Nios II プロセッサーを備えるシステムのデザインに
おける Avalon インターフェイス
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次の図では、外部プロセッサーが Avalon-MM インターフェイスを備える外部バスブリッジを介してオ
ンチップ・コンポーネントのコントロール・レジスターとステータスレジスターにアクセスしています。PCI
Express Root Port は、プリント回路基板上のデバイスおよび FPGA の他のコンポーネントを、
Avalon-MM マスター・インターフェイスを備えるオンチップ PCI Express のエンドポイントを駆動す
ることによって制御します。外部プロセッサーは、5 つのコンポーネントからの割り込みを処理します。
PLL は、Avalon クロック・シンク・インターフェイスを介してリファレンス・クロックを受け入れ、2 つのク
ロックソースを提供します。フラッシュメモリーと SRAM メモリーは、Avalon-TC インターフェイスを介
して FPGA ピンを共有します。最後に、SDRAM コントローラーは、Avalon コンジット・インターフェイ
スを介して外部 SDRAM メモリーにアクセスします。

図 -2: PCI Express のエンドポイントと外部プロセッサーを備えるシステムのデザインにおける Avalon
インターフェイス
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2.  Avalon のクロック・インターフェイスとリセット・インターフェイス

Avalon クロック・インターフェイスは、コンポーネントで使用される 1 つまたは複数のクロックを定義し
ます。コンポーネントでは、クロック入力、クロック出力、またはその両方を備えることができます。フェー
ズ・ロック・ループ (PLL) は、クロック入力とクロック出力の両方を備えるコンポーネントの 1 つです。

次の図は、PLL コンポーネントの最も重要な入力と出力を簡略化して表しています。

図 -3: PLL コアのクロックの出力と入力
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2.1.  Avalon クロックシンクの信号の役割

クロックシンクは、他のインターフェイスと内部ロジックのタイミング・リファレンスを提供します。

表 1. クロックシンクの信号の役割

信号の役割 幅 方向 必須 説明

clk 1 入力 はい クロック信号です。内部ロジックと他のインターフェイスに同期を
提供します。
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2.2. クロックシンクのプロパティー

表 2. クロックシンクのプロパティー

名称 デフォルト値 正当な値 説明

clockRate 0 0–232–1 クロック・シンク・インターフェイスの周波数を Hz 単位で示します。0 の場合、
クロックレートでは任意の周波数が許可されます。0 以外の場合は、接続され
ているクロックソースが指定されている周波数ではない場合に、プラットフォ
ーム・デザイナーは警告を発行します。

2.3. 関連するクロック・インターフェイス

すべての同期インターフェイスには、associatedClockプロパティーがあります。これは、コンポー
ネントにおいてインターフェイスの同期リファレンスとして使用するクロックソースを指定します。次の
図は、このプロパティーを表しています。

図 -4: associatedClock のプロパティー
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2.4.  Avalon クロックソースの信号の役割

Avalon クロック・ソース・インターフェイスは、コンポーネントからクロック信号を駆動します。

表 3. クロックソースの信号の役割

信号の役割 幅 方向 必須 説明

clk 1 Output はい 出力クロック信号です。

2.5. クロックソースのプロパティー

表 4. クロックソースのプロパティー

名称 デフォルト値 正当な値 説明

associatedDirectClock 該当なし 入力クロック
名

このクロック出力を直接駆動するクロック入力の名前です (該当
する場合)。

clockRate 0 0–232–1 クロック出力が駆動される周波数を Hz 単位で示します。

clockRateKnown False True、False クロック周波数を認識しているかいないかを示します。クロック周
波数を認識している場合は、システム内の他のコンポーネントを
カスタマイズすることができます。
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2.6. リセットシンク

表 5. リセット入力信号の役割
reset_req信号はオプションの信号です。この信号を使用して、非同期リセットがアサートされる前にリセット・ハンドシェイクを行
うことで、メモリーコンテンツの破損を防ぐことができます。

信号の役割 幅 方向 必須 説明

reset、reset_n 1 入力 はい インターフェイスまたはコンポーネントの内部ロジックをユーザー
定義の状態にリセットします。リセットの同期プロパティーは、
synchronousEdgesパラメーターで定義されます。

reset_req 1 入力 いいえ リセット信号の早期通知です。この信号は、ROM プリミティブに対
する保留中のリセットの少なくとも 1 サイクルの警告として機能し
ます。reset_reqを使用してクロックイネーブルを無効にする、
もしくはオンチップメモリーのアドレスバスをマスクすることで、非
同期リセット入力がアサートされた際にアドレスが遷移しないよ
うにします。

2.7. リセット・シンク・インターフェイスのプロパティー

表 6. リセット入力信号の役割

名称 デフォルト値 正当な値 説明

associatedClock 該当なし クロック名 このインターフェイスが同期しているクロックの名前です。
synchronousEdgesの値が DEASSERTまたは BOTHの場
合に必要です。

synchronous-Edges DEASSERT NONE
DEASSERT

BOTH

リセット入力に必要な同期のタイプを示します。次の値が定義され
ています。
• NONE – 同期は必要ありません。コンポーネントにはリセット

信号の内部同期のためのロジックが含まれています。
• DEASSERT – リセットのアサートは非同期で、デアサートは

同期しています。
BOTH – リセットのアサートまたはデアサートは同期していま
す。

2.8. 関連するリセット・インターフェイス

同期インターフェイスはすべて、associatedResetプロパティーを備えます。これにより、インター
フェイス・ロジックをリセットするリセット信号を指定します。

2.9. リセットソース

表 7. リセット出力信号の役割
reset_req信号はオプションの信号です。この信号を使用して、非同期リセットがアサートされる前にリセット・ハンドシェイクを行
うことで、メモリーコンテンツの破損を防ぐことができます。

信号の役割 幅 方向 必須 説明

reset
reset_n

1 出力 はい インターフェイスまたはコンポーネントの内部ロジックをユーザー
定義の状態にリセットします。

reset_req 1 出力 オプション リセット要求の生成を有効にします。これは、リセットアサートの前
にアサートされる早期信号です。アサートされると、リセットが完了
するまでこれをデアサートすることはできません。
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2.10. リセット・ソース・インターフェイスのプロパティー

表 8. リセット・インターフェイスのプロパティー

名称 デフォルト値 正当な値 説明

associatedClock 該当なし クロック名 このインターフェイスが同期しているクロックの名前です。
synchronousEdgesの値が DEASSERTまたは BOTHの場
合に必要です。

associatedDirectReset 該当なし リセット名 このリセットソースを 1 対 1 のリンクを介して直接駆動するリセッ
ト入力の名前です。

associatedResetSinks 該当なし リセット名 リセットソースがリセットをアサートするきっかけとなるリセット
入力を指定します (例えば、複数のリセット入力で OR演算を行い
リセット出力を生成するリセット・シンクロナイザーなど)。

synchronousEdges DEASSERT NONE

DEASSERT

BOTH

リセット出力の同期を示します。次の値が定義されています。
• NONE – リセット・インターフェイスは非同期です。
• DEASSERT – リセットのアサートは非同期であり、デアサー

トは同期しています。
• BOTH – リセットのアサートもしくはデアサートは同期してい

ます。
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3.  Avalon Memory-Mapped インターフェイス

3.1.  Avalon Memory-Mapped インターフェイスの概要

Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) インターフェイスを使用し、マスターおよびスレーブ・コン
ポーネントの読み出しおよび書き込みインターフェイスを実装することができます。次に、メモリー・マッ
ピングされているインターフェイスが通常含まれているコンポーネントの例を示します。

• マイクロプロセッサー

• メモリー

• UART

• DMA

• タイマー

Avalon-MM インターフェイスは、単純なものから複雑なものまでさまざまです。例えば、固定サイクルの
読み出しおよび書き込み転送を備える SRAM インターフェイスは、単純な Avalon-MM インターフェイ
スを使用します。バースト転送が可能なパイプライン・インターフェイスは複雑になります。
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図 -5: Avalon-MM スレーブにおける転送に焦点を当てた図
次の図は、標準的なシステムを表しており、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスのインターコネクト・ファブリックに対する接続を
強調しています。
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Avalon-MM コンポーネントには通常、コンポーネントのロジックに必要な信号のみが含まれます。
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図 -6: スレーブ・コンポーネントの例
次の図に示されている 16 ビットの汎用 I/O ペリフェラルは、書き込み要求にのみ応答します。このコンポーネントには、書き込み転
送に必要なスレーブ信号のみが含まれます。
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Avalon-MM スレーブの各信号は、1 つの Avalon-MM 信号の役割にのみ対応します。Avalon-MM イ
ンターフェイスでは、各信号役割の 1 つのインスタンスのみを使用することができます。

3.2.  Avalon Memory Mapped インターフェイス信号の役割

信号の役割により、Avalon のメモリー・マッピングされたマスターポートとスレーブポートで許可される
信号のタイプが定義されます。

この仕様では、すべての信号が Avalon メモリー・マップド・インターフェイスに存在することを必要とし
ていません。かならず必要な信号は 1 つもありません。Avalon メモリー・マップド・インターフェイスに
は、読み出し専用インターフェイスの場合は readdata、書き込み専用インターフェイスの場合は
writedataおよび writeが少なくとも必要です。

次の表に、Avalon メモリー・マップド・インターフェイスの信号の役割を記載しています。

表 9. Avalon メモリーマップド信号の役割
Avalon メモリーマップド信号の一部は、アクティブ High またはアクティブ Low にすることができます。アクティブ Low の場合、信
号名は_nで終わります。

信号の役割 幅 方向 必須 説明

基本的な信号

address 1 から
64

マスター → スレ
ーブ

いいえ マスター: デフォルトで、address信号はバイトアドレスを表します。アドレ
スの値は、データ幅に合わせる必要があります。データワード内の特定のバイ
トに書き込みを行う場合、マスターで byteenable信号を使用する必要が
あります。ワードのアドレス指定に関しては、addressUnitsインターフェ
イスのプロパティーを参照してください。
スレーブ: デフォルトで、インターコネクトは、バイトアドレスをスレーブのアド
レススペースのワードアドレスに変換します。スレーブの観点において、各スレ
ーブアクセスはデータのワードに対するものです。
例えば、address = 0ではスレーブの最初のワードが選択されます。
address = 1では、スレーブの 2 番目のワードが選択されます。バイトの
アドレス指定に関しては、addressUnitsインターフェイスのプロパティー
を参照してください。
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信号の役割 幅 方向 必須 説明

byteenable

byteenable_n

2、4、8、
16、32、

64、
128

マスター → スレ
ーブ

いいえ 幅が 8 ビットを超えるインターフェイスでの転送時に 1 つ以上の特定のバイ
トレーンを有効にします。byteenableの各ビットは、writedataおよび
readdataのバイトに対応します。byteenableのマスタービット <n>
は、バイト <n> が書き込まれているかを示します。書き込み時に、
byteenableは書き込まれているバイトを指定します。他のバイトはスレー
ブで無視されます。読み出し時に、byteenableはマスターが読み出してい
るバイトを示します。副作用がなく単に readdataを返すスレーブでは、読
み出し時に byteenableを無視することができます。インターフェイスに
byteenable信号がない場合、転送は、すべての byteenableがアサー
トされているように進行します。
複数の byteenable信号がアサートされている場合、アサートされている
レーンはすべて隣接しています。

debugaccess 1 マスター → スレ
ーブ

いいえ アサートされると、Nios II プロセッサーは ROM としてコンフィグレーション
されているオンチップメモリーに書き込むことができます。

read

read_n

1 マスター → スレ
ーブ

いいえ アサートされている場合は、read転送を示しています。提供されている場合
は、readdataが必要です。

readdata 8、16、
32、64、
128、
256、
512、
1024

スレーブ → マス
ター

いいえ read転送に応答してスレーブからマスターに駆動される readdataです。
読み出しをサポートするインターフェイスに必要です。

response
[1:0]

2 スレーブ → マス
ター

いいえ response信号は、応答ステータスを伝達するオプションの信号です。

注
意: 

信号は共有されているため、インターフェイスでは書き込み応答と読
み出し応答を同じクロックサイクルで発行または受け入れることがで
きません。

• 00: OKAY— トランザクションに対する成功応答です。
• 01: RESERVED— エンコーディングは予約済みです。
• 10: SLAVEERROR— エンドポイントのスレーブからのエラーです。ト

ランザクションが失敗したことを示します。
• 11: DECODEERROR— 未定義の位置に対するアクセスが試行された

ことを示します。
読み出し応答の場合
• それぞれの readdataには、1 つの応答が送信されます。読み出しバー

スト長 Nは、N数の応答になります。エラーが発生した場合でも、少ない
応答は無効です。応答信号の値は、バースト内のそれぞれの readdata
で異なる場合があります。

• インターフェイスには読み出し制御信号が必要です。パイプラインのサポ
ートは、readdatavalid信号で可能です。

• 読み出しエラー発生時は、対応する readdataは「don't care」になり
ます。

書き込み応答の場合
• それぞれの書き込みコマンドには、1 つの書き込み応答を送信する必要

があります。書き込みバーストの応答は 1 つのみになり、バースト内の最
後の書き込み転送が受け入れられた後に送信する必要があります。

• writeresponsevalidが提供されている場合、すべての書き込みコ
マンドは書き込み応答で完了する必要があります。

write

write_n

1 マスター → スレ
ーブ

いいえ アサートされている際は、write転送を示します。提供されている場合は、
writedataが必要です。

writedata 8、16、
32、64、
128、
256、
512、
1024

マスター → スレ
ーブ

いいえ 書き込み転送のデータです。幅は、readdataの幅と同じにする必要があり
ます (両方が存在する場合)。書き込みをサポートするインターフェイスに必要
です。
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信号の役割 幅 方向 必須 説明

待機状態の信号

lock 1 マスター → スレ
ーブ

いいえ lockにより、マスターが調停に勝つと、そのマスターがスレーブへのアクセ
スを複数のトランザクションにわたって維持することが保証されます。Lock
のアサートは、ロックされるトランザクション・シーケンスの最初の readま
たは writeと一致します。lockは、ロックされているトランザクション・シ
ーケンスの最後のトランザクションでデアサートされます。lockのアサート
は、調停に勝つことを保証するものではありません。ロックをアサートしている
マスターに権利が付与されると、そのマスターは、lockがデアサートされる
までその権利を保有します。
lockを保有するマスターをバーストマスターにすることはできません。ロッ
クを保有するマスターの調停優先度の値は無視されます。
lockは、リードモディファイライト (RMW) 操作に特に便利です。標準的な
リードモディファイライト操作には、次の手順が含まれます。
1. マスター A はロックをアサートし、複数のビット・フィールドをもつ 32 ビ

ット・データを読み出します。
2. マスター A はロックをデアサートし、1 ビット・フィールドを変更して 32

ビット・データを書き戻します。
lockを使用することで、マスター A の読み出しと書き込みの間にマスター B
が書き込みを行うことを防ぎます。

waitrequest

waitrequest_
n

1 スレーブ → マス
ター

いいえ スレーブは、readまたは write要求に応答することができない場合に
waitrequestをアサートします。これにより、インターコネクトで転送を続
行する準備ができるまで、マスターを強制的に待機させます。転送が開始され
る際はかならず、マスターで転送を開始し、waitrequestがデアサートさ
れるまで待機します。マスターでは、アイドル状態の際に、waitrequestの
アサート状態を想定してはいけません。waitrequestは、システムのプロ
パティーに応じて High の場合と Low の場合があります。
waitrequestがアサートされている際に、スレーブへのマスター制御信号
は一定に保たれている必要があります (beginbursttransferを除く)。
beginbursttransfer信号を表すタイミング図に関しては、読み出しバ
ーストを参照してください。
Avalon のメモリー・マッピングされたスレーブでは、アイドルサイクル時に
waitrequestをアサートすることが可能です。Avalon のメモリー・マッピ
ングされたマスターでは、waitrequestがアサートされている際にトラン
ザクションを開始し、その信号がデアサートされるまで待機することが可能で
す。システムのロックアップを回避するため、スレーブデバイスではリセット時
に waitrequestをアサートする必要があります。

パイプライン信号

readdatavali
d

readdatavali
d_n

1 スレーブ → マス
ター

いいえ 可変レイテンシーのパイプライン化された read転送に使用されます。アサ
ートされている際は、readdata信号に有効なデータが含まれていることを
示します。バーストカウント値が <n> の読み出しバーストでは、
readdatavalid信号が <n> 回アサートされる必要があります (各
readdata アイテムに 1 回)。readの受け入れと readdatavalidのア
サート間には、少なくとも 1 サイクルのレイテンシーがあります。
readdatavalid信号を表すタイミング図に関しては、可変レイテンシー
でのパイプライン読み出し転送を参照してください。
スレーブでは、 スレーブが新しいコマンドを waitrequestでストールして
いるかいないかにかかわらず、readdatavalidをアサートしてマスターに
データを転送することができます。
マスターがパイプライン読み出しをサポートしている場合に必要です。読み出
し機能を備えるバーストマスターには、readdatavalid信号を含める必
要があります。

writerespons
evalid

1 スレーブ → マス
ター

いいえ オプションの信号です。提供されている場合、インターフェイスは書き込みコ
マンドに対する書き込み応答を発行します。
アサートされている場合は、応答信号の値は有効な書き込み応答です。
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信号の役割 幅 方向 必須 説明

Writeresponsevalidは、書き込みコマンドが受け入れられてから 1 ク
ロックサイクル以上が経過してからにのみアサートされます。コマンドの受け
入れから writeresponsevalidのアサートまでには、少なくとも 1 クロ
ックサイクルの遅延があります。
書き込みコマンドは、バーストの最後のビートがスレーブに発行され、
waitrequestが Low の場合に受け入れられたとみなされます。
writeresponsevalidは、バーストの最後のビートが発行された後 1 ク
ロックサイクル以上が経過してからアサートすることができます。

バースト信号

burstcount 1 から
11

マスター → スレ
ーブ

いいえ バーストマスターで使用され、各バースト内の転送数を示すものです。
burstcountパラメーターの最大値は、2 の累乗にする必要があります。幅
が <n> のバーストカウント・インターフェイスでは、最大 2(<n>-1) のサイズ
のバーストをエンコードすることができます。例えば、4 ビットの
burstcount信号では、最大 8 のバーストカウントをサポートすることがで
きます。最小の burstcountは 1 です。constantBurstBehavior
プロパティーは、burstcount信号のタイミングを制御します。読み出し機
能を備えるバーストマスターには、readdatavalid信号を含める必要が
あります。
バイトアドレスを使用するバーストマスターとスレーブの場合、アドレスの幅
には次の制約が適用されます。

<address_w> >= <burstcount_w> + 
log2(<symbols_per_word_of_interface>)

ワードアドレスを使用するバーストマスターとスレーブの場合は、上の式から
log2 項が省略されます。

beginbursttr
ansfer

1 インターコネクト
→ スレーブ

いいえ バーストの最初のサイクルでアサートされ、バースト転送が開始されることを
示します。この信号は、waitrequestの値にかかわらず、1 サイクル後にデ
アサートされます。beginbursttransferを表すタイミング図に関して
は、読み出しバースト内の図を参照してください。
beginbursttransferはオプションです。スレーブでは、データ転送をカ
ウントすることにより、常に内部で次の書き込みバースト・トランザクションの
開始を計算することができます。
警告: この信号は使用しないでください。この信号は、レガシー・メモリー・コ

ントローラーをサポートするために存在します。

3.3. インターフェイスのプロパティー

表 10. Avalon-MM インターフェイスのプロパティー

名称 デフォルト値 正当な値 説明

addressUnits マスター - シ
ンボル

スレーブ - ワ
ード

ワード、シン
ボル

アドレスの単位を指定します。シンボルは通常、バイトです。
このプロパティーの一般的な使用方法に関しては、 Avalon
Memory-Mapped インターフェイス信号のタイプの表にある
addressの定義を参照してください。

alwaysBurstMaxBurst False True、False True の場合は、マスターが常に最大長のバーストを発行すること
を示します。最大バースト長は、2 burstcount_width - 1 です。こ
のパラメーターは、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスに影響
しません。

burstcountUnits ワード ワード、シン
ボル

このプロパティーは、バーストカウント信号の単位を指定します。
シンボルの場合、burstcountの値は、バースト内のシンボル
(バイト) の数として解釈されます。ワードの場合、burstcount
の値は、バースト内のワード転送数として解釈されます。

burstOnBurstBoundariesOnly
　

False True、False True の場合、このインターフェイスに提供されるバースト転送は、
最大バーストサイズの倍数のアドレスで開始します。
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名称 デフォルト値 正当な値 説明

constantBurstBehavior マスター -
False

スレーブ -
False

True、False マスター: True の場合、マスターがバースト・トランザクション全
体でアドレスとバーストカウントを一定に保つことを宣言していま
す。False (デフォルト) の場合は、マスターがバーストの最初のビ
ートでのみアドレスとバーストカウントを一定に保持することを宣
言しています。
スレーブ: True の場合、アドレスとバーストカウントがバースト全
体で一定に保たれることをスレーブが想定していることを宣言し
ます。False (デフォルト) の場合は、スレーブがバーストの最初の
ビートでのみアドレスとバーストカウントをサンプリングすること
を宣言しています。

holdTime(1) 0 0 から 1000
サイクル

writeのデアサートと addressおよび dataのデアサート間
の時間を timingUnitsの単位で指定します。これは、書き込み
トランザクションにのみ適用されます。

linewrapBursts False True、False 一部のメモリーデバイスは、インクリメント式のバーストではなく
ラップ式のバーストを実装します。ラップ式のバーストがバースト
境界に達すると、アドレスは前のバースト境界にラップバックしま
す。アドレスカウントには下位ビットのみが必要です。例えば、32
ビット・インターフェイス全体で 32 バイトごとにバースト境界があ
る場合のアドレス 0xC へのラップ式バーストでは、次のアドレス
に書き込みが行われます。
• 0xC
• 0x10
• 0x14
• 0x18
• 0x1C
• 0x0
• 0x4
• 0x8

maximumPendingReadTransacti
ons (1)

1(2) 1 から 64 スレーブ: このパラメーターは、スレーブでキューに入れることが
できる保留中の読み出しの最大数です。readdatavalid信号
を伴うスレーブの場合、値は 0 以外になります。
このプロパティーを表すタイミング図と、保留されている複数の読
み出しで waitrequestおよび readdatavalidを使用す
る方法についての情報は、可変レイテンシーでのパイプライン読み
出し転送を参照してください。
マスター: このプロパティーは、マスターで生成することができる
最大の未処理の読み出しトランザクション数です。
注
意: 

このパラメーターを 0 に設定しないでください。後方互換を
実現するため、ソフトウェアでは 0 のパラメーター設定が
サポートされます。ただし、その設定は新しいデザインでは
使用しないでください。

maximumPendingWriteTransact
ions

0 1 から 64 スレーブで受け入れることができる、もしくはマスターで発行する
ことができる保留中のノンポステッド書き込みの最大数です。スレ
ーブは、インターコネクトがこの制限に達すると waitrequest
をアサートするため、マスターでのコマンドの発行が停止します。
デフォルト値の 0 では、書き込み応答をサポートするマスターにお
いて、保留中の書き込みトランザクションは無制限に許可されま
す。書き込み応答をサポートするスレーブでは、これを 0 以外の値
に設定する必要があります。

minimumResponseLatency 1 readdatavalidまたは writeresponsevalidをサポー
トするインターフェイスに対して、読み出しまたは書き込みコマン
ドとコマンドに対する応答の間の最小サイクル数を指定します。

readLatency(1) 0 0 から 63 レイテンシーが固定されている Avalon-MM スレーブの読み出し
レイテンシーです。固定レイテンシーでの読み出しを使用している
場合のタイミング図に関しては、固定レイテンシーでのパイプライ
ン読み出し転送を参照してください。
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名称 デフォルト値 正当な値 説明

レイテンシーが固定されている Avalon-MM スレーブでは、このイ
ンターフェイス・プロパティーの値を提供する必要があります。可変
レイテンシーの Avalon-MM スレーブでは、readdatavalid
信号を使用して有効なデータを指定します。

readWaitTime(1) 1 0 から 1000
サイクル

waitrequest信号を使用しないインターフェイスで使用しま
す。readWaitTimeは、スレーブが読み出しコマンドを受け入
れる前のタイミングを TimingUnitsの単位で示します。タイミ
ングは、スレーブが waitrequestを readWaitTimeサイク
ルの間アサートしたようになります。

setupTime(1) 0 0 から 1000
サイクル

addressおよび dataのアサートと readまたは writeの
アサート間の時間を timingUnitsの単位で指定します。

timingUnits(1) サイクル サイクル、
ナノ秒

setupTime、holdTime、writeWaitTime、
readWaitTimeの単位を指定します。同期デバイスにはサイク
ルを使用し、非同期デバイスにはナノ秒を使用します。ほとんどの
Avalon-MM スレーブデバイスは同期しています。
Avalon-MM スレーブ・インターフェイスからオフチップのデバイス
にブリッジされている Avalon-MM コンポーネントは、非同期の
場合があります。このオフチップデバイスでは、バスのターンアラウ
ンドのセトリング時間が固定されている場合があります。

waitrequestAllowance 0 waitrequestがアサートされた後に発行または受け入れるこ
とができる転送数を指定します。
waitrequestAllowanceが 0 の場合、write、read、
waitrequest信号は、Avalon-MM 信号の役割の表で説明さ
れている既存の動作を維持します。
waitrequestAllowanceが 0 より大きい場合、writeま
たは readがアサートされるクロックサイクルはすべて、コマンド
転送としてカウントされます。waitrequest がアサートされると、
waitrequestがアサートされている間は、
waitrequestAllowance数までのコマンド転送のみを正当
に行うことができます。waitrequestAllowanceの値に到
達後は、waitrequestがアサートされている限り、writeお
よび readをデアサートに維持する必要があります。
waitrequestがデアサートされると、waitrequestが再び
アサートされるまでは、転送を制限なしでいつでも再開することが
できます。再アサートされた場合、waitrequestがアサートさ
れている間は、waitrequestAllowance数までの転送を完
了させることができます。

writeWaitTime(1) 0 0 から 1000
サイクル

waitrequest信号を使用しないインターフェイスにおいて、
writeWaitTimeは、スレーブが書き込みを受け入れる前のタ
イミングを TimingUnitsの単位で指定します。タイミングは、
スレーブが waitrequestを writeWaitTimeサイクルま
たはナノ秒の間アサートしたようになります。
writeWaitTimeを使用している場合のタイミング図に関して
は、待機状態が固定されている読み出しおよび書き込み転送を参
照してください。

インターフェイスの関係についてのプロパティー

associatedClock 該当なし 該当なし この Avalon-MM インターフェイスが同期しているクロック・イン
ターフェイスの名前です。

associatedReset 該当なし 該当なし この Avalon-MM インターフェイス上のロジックをリセットするリ
セット・インターフェイスの名前です。

bridgesToMaster 0 同じコンポー
ネント上の

Avalon-MM
マスター名

Avalon-MM ブリッジは、スレーブとマスターで構成されます。ま
た、1 バイトまたは複数バイトを要求しているスレーブへのアクセ
スで、同じバイトがマスターによって要求されるというプロパティ

continued...   
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名称 デフォルト値 正当な値 説明

ーがあります。プラットフォーム・デザイナー・コンポーネント・ライ
ブラリーの Avalon-MM パイプライン・ブリッジは、この機能を実
装しています。

注意:
1. このプロパティーはスレーブデバイスの特性を指定するものですが、マスターでこのプロパティーを宣言し、一致するマスター・インターフェイス

とスレーブ・インターフェイス間の直接接続を有効にすることができます。
2. スレーブ・インターフェイスが許可されているよりも多くの読み出し転送を受け入れた場合、インターコネクトで保留されている読み出しの

FIFO がオーバーフローし、予測できない結果が発生する可能性があります。場合によっては、スレーブが readdataを損失する、もしくは
readdataを正しくないマスター・インターフェイスにルーティングすることがあります。または、システムがロックアップする場合があります。
スレーブ・インターフェイスでは、waitrequestをアサートし、このオーバーフローを防ぐ必要があります。

関連情報
• Avalon Memory Mapped インターフェイス信号の役割 (14 ページ)

• 読み出しおよび書き込みの応答 (34 ページ)

• 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送 (28 ページ)

• 固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送 (29 ページ)

• Read and Write Responses
Platform Designer User Guide: Intel Quartus® Prime Pro Edition の内容

3.4. タイミング

Avalon-MM インターフェイスは同期的です。各 Avalon-MM インターフェイスは、関連付けられている
クロック・インターフェイスに同期されます。1 つのクロック信号に同期しているレジスターの出力から駆
動されている信号は、組み合わせることが可能です。この仕様では、信号がクロックエッジ間でいつどの
ように遷移するかを規定していません。タイミング図では、詳細なタイミング情報は提供されていませ
ん。

3.5. 転送

このセクションでは、2 つの基本的な概念を定義した後で、転送タイプについて説明します。

• 転送 - 転送は、1 ワードまたは 1 つ以上のシンボルのデータの読み出しまたは書き込み動作です。
転送は、Avalon-MM インターフェイスとインターコネクト間で発生します。転送が完了するまでに
は、1 つもしくは複数のクロックサイクルが必要です。

マスターとスレーブはどちらも、転送の一部を構成します。Avalon-MM マスターで転送を開始し、
Avalon-MM スレーブで応答します。

• マスターとスレーブのペア - この用語は、1 つの転送に関係するマスター・インターフェイスとスレ
ーブ・インターフェイスを指しています。転送時に、マスター・インターフェイスの制御信号とデータ信
号はインターコネクト・ファブリックを介してスレーブ・インターフェイスと通信します。

3.5.1. 一般的な読み出しおよび書き込み転送

このセクションでは、スレーブが制御する waitrequestを使用する読み出しおよび書き込み転送を
サポートする一般的な Avalon-MM インターフェイスについて説明します。スレーブでは、
waitrequest信号をアサートすることにより、必要なサイクル数の間インターコネクトをストールす
ることができます。スレーブで waitrequestを読み出し転送または書き込み転送のいずれかに使用
する場合でも、スレーブでは、waitrequestを両方の転送に使用する必要があります。
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スレーブは通常、クロックの立ち上がりエッジ後に address、byteenable、readまたは write、
および writedataを受信します。スレーブでは、waitrequestをクロックの立ち上がりエッジ前
にアサートし、転送を保留します。スレーブが waitrequestをアサートすると、転送は遅延されます。
waitrequestがアサートされている間、アドレスと他の制御信号は一定に保たれます。転送は、スレ
ーブ・インターフェイスで waitrequestがデアサートされた後の最初の clkの立ち上がりエッジで
完了します。

スレーブ・インターフェイスでストールを行える時間に制限はありません。したがって、スレーブ・インター
フェイスが waitrequestを無期限にアサートしないようにする必要があります。次の図は、
waitrequestを使用する readおよび write転送を表しています。

注意: waitrequestは、readおよび write要求信号から切り離すことができます。waitrequest
は、アイドルサイクル中にアサートすることが可能です。Avalon-MM マスターでは、waitrequestが
アサートされている際にトランザクションを開始し、その信号がデアサートされるまで待機することが可
能です。waitrequestを readおよび write要求から切り離すことで、システムのタイミングが改
善される場合があります。切り離すことにより、read、write、waitrequest信号を含む複合ルー
プが排除されます。さらに切り離す必要がある場合は、waitrequestAllowanceプロパティーを
使用します。waitrequestAllowanceは、 Quartus® Prime Pro v17.1 Stratix® 10 ES
Editions のリリースから利用することができます。

図 -7: Waitrequest を使用する読み出しおよび書き込み転送

clk

address

byteenable

read

write

waitrequest

readdata

writedata

address

byteenable

readdata

1 2 3 4 5 76

responseresponse

writedata

このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. address、byteenable、readは、clkの立ち上がりエッジ後にアサートされます。スレーブ
が waitrequestをアサートしているため、転送はストールします。

2. waitrequestがサンプリングされています。waitrequestがアサートされているため、サイ
クルは待機状態になります。address、read、write、byteenableは一定に保たれます。

3. clkの立ち上がりエッジ後に、スレーブは waitrequestをデアサートします。スレーブは、
readdataと responseをアサートします。

4. マスターで readdata、response、およびデアサートされた waitrequestをサンプリング
しているため、転送は完了します。
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5. address、writedata、byteenable、write信号は、clkの立ち上がりエッジ後にアサー
トされます。スレーブが waitrequestをアサートしているため、転送はストールします。

6. clkの立ち上がりエッジ後に、スレーブは waitrequestをデアサートします。

7. スレーブで書き込みデータがキャプチャーされ、転送は終了します。
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3.5.2. waitrequestAllowance プロパティーを使用する転送

waitrequestAllowanceプロパティーは、waitrequest信号がアサートされた後に Avalon-
MM マスターで発行することができる転送数、もしくは Avalon-MM スレーブで受け入れる必要がある
転送数を指定します。waitrequestAllowanceは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア
17.1 のリリースから利用することができます。

waitrequestAllowanceのデフォルト値の 0 は、一般的な読み出しおよび書き込み転送で説明さ
れている動作に対応します。この場合、waitrequestがアサートされると、現在の転送の発行または
受け入れが停止します。

waitrequestAllowanceの値が 0 より大きい Avalon-MM スレーブは通常、内部バッファーが
フルになるまでに受け入れることができるエントリーが waitrequestAllowanceの数になると、
waitrequestをアサートします。waitrequestAllowanceが 0 より大きい Avalon-MM マス
ターには、転送を停止するまでに waitrequestAllowanceの数のサイクルがあります。これによ
り、マスターロジックでより多くのパイプライン化が可能になります。マスターは、
waitrequestallowance数のサイクルが経過すると、readまたは write信号をデアサートす
る必要があります。

0 より大きい waitrequestAllowanceの値では、高速なデザインがサポートされます。高速なデ
ザインでは、直接的なバックプレッシャーによって最大動作周波数 (FMAX) が低下する場合があります。
多くの場合は、制御パスの組み合わせロジックが原因です。Avalon-MM スレーブでは、
waitrequestAllowanceの値に対して正当な転送タイミングをすべてサポートする必要がありま
す。例えば、waitrequestAllowance = 2のスレーブでは、以下の例に示されているマスターの
転送波形の受け入れが可能でなければなりません。

関連情報
一般的な読み出しおよび書き込み転送 (20 ページ)

3.5.2.1. waitrequestAllowance が 2 に等しい場合

次に、転送の送信を開始して停止するまでに 2 クロックサイクルがある Avalon-MM マスターの場合に
おいて、Avalon-MM スレーブで waitrequestがそれぞれデアサートまたはアサートされた際のタ
イミング図を示します。

図 -8: マスターの書き込み: waitrequestAllowance が 2 クロックサイクルに等しい場合

clock

write

waitrequest

data[7:0] A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B3

1               2                              3             4                                               5                                                              6

3.  Avalon Memory-Mapped インターフェイス
683091 | 2020.12.21

フィードバック Avalon®インターフェイスの仕様書

23

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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


この図内のマークは、次のイベントを表しています。

1. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。

2. Avalon-MM スレーブで waitrequestがアサートされます。waitrequestAllowanceは
2 のため、マスターではさらに 2 つのデータ転送を完了させることが可能です。

3. スレーブで waitrequestの 3 番目のサイクルがアサートされているため、マスターは要件に応
じて writeをデアサートします。

4. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブでは waitrequestがア
サートされていません。書き込みは完了します。

5. スレーブで waitrequestがアサートされていますが、Avalon マスターは writeおよび
dataを駆動しています。waitrequestAllowanceは 2 サイクルのため、書き込みは完了し
ます。

6. Avalon マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブでは waitrequestがアサー
トされていません。書き込みは完了します。

3.5.2.2. waitrequestAllowance が 1 に等しい場合

次に、転送の送信を開始して停止するまでに 1 クロックサイクルがある Avalon-MM マスターの場合に
おいて、Avalon-MM スレーブで waitrequestがそれぞれデアサートまたはアサートされた際のタ
イミング図を示します。

図 -9: マスターの書き込み: waitrequestAllowance が 1 クロックサイクルに等しい場合

clk

write

waitrequest

data[7:0] A0 A1 A2 A3 A4 B0 B1 B2 B3

1                            2            3             4                                         5                           6            7                           8                  

この図内の数字は、次のイベントを表しています。

1. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。

2. Avalon-MM スレーブで waitrequestがアサートされます。waitrequestAllowanceは
1 のため、マスターは書き込みを完了させることができます。

3. スレーブで waitrequestの 2 番目のサイクルがアサートされているため、マスターは write
をデアサートします。

4. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブでは waitrequestがア
サートされていません。書き込みは完了します。

5. スレーブで waitrequestがアサートされます。waitrequestAllowanceは 1 サイクルの
ため、書き込みは完了します。
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6. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブでは waitrequestがア
サートされていません。書き込みは完了します。

7. Avalon-MM スレーブで waitrequestがアサートされます。waitrequestAllowanceが
1 のため、マスターはさらに 1 つのデータ転送を完了させることができます。

8. Avalon マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブでは waitrequestがアサー
トされていません。書き込みは完了します。

3.5.2.3. waitrequestAllowance が 2 に等しい - 非推奨のケース

次の図は、waitrequestがアサートされた後に 2 つの転送を送信することができる Avalon-MM マ
スターのタイミング図を表しています。

このタイミングは正当ですが、推奨されません。この例では、マスターはクロックサイクル数ではなくトラ
ンザクション数をカウントします。この手法にはカウンターが必要です。その結果、実装がより複雑にな
り、タイミング・クロージャーが影響を受ける可能性があります。マスターが waitrequest信号と一
定のサイクル数を使用してトランザクションの駆動を決定する場合、マスターは、登録された信号に基づ
きトランザクションを開始または停止します。

図 -10: waitrequestAllowance が 2 に等しい転送

clk

write

waitrequest

data

1 2 3 4 5                   6 7

この図内の数字は、次のイベントを表しています。

1. Avalon-MM マスターが writeをアサートし、dataを駆動します。

2. Avalon-MM スレーブで waitrequestがアサートされます。

3. Avalon-MM マスターは writeおよび dataを駆動します。waitrequestAllowanceが 2
のため、マスターは 2 つの連続するサイクルでデータを駆動します。

4. マスターで waitrequestAllowanceの 2 つの転送を消費したため、Avalon-MM マスター
は writeをデアサートします。

5. Avalon-MM マスターは、waitrequestがデアサートされた直後に書き込みを発行します。

6. Avalon-MM マスターが writeおよび dataを駆動します。スレーブは waitrequestを 1
サイクルの間アサートします。

7. waitrequestに応じて、Avalon-MM マスターはデータを 2 サイクルの間保持します。

3.5.2.4. Avalon-MM のマスター・インターフェイスとスレーブ・インターフェイスにおける
waitrequestAllowance の互換性

waitrequest信号をサポートする Avalon-MM マスターおよびスレーブは、バックプレッシャーをサ
ポートします。バックプレッシャーを備えるマスターは、バックプレッシャーをもたないスレーブにいつで
も接続することができます。バックプレッシャーをもたないマスターでは、バックプレッシャーを備えるス
レーブに接続することはできません。
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表 11. Avalon-MM のマスターとスレーブにおける waitrequestAllowance の互換性

マスターとスレーブの
waitrequestAllowance 互換性

master = 0
slave = 0

標準の Avalon-MM インターフェイスと同じ互換性の規則に従います。

master = 0
slave > 0

直接接続はできません。
waitrequest信号を備えるマスターの場合は、簡単な適応が必要です。マスターで waitrequest信号が
サポートされていない場合、接続は不可能です。

master > 0
slave = 0

直接接続はできません。
waitrequest信号または固定待機状態を備えるスレーブに接続する際は、適応 (バッファー) が必要です。

master > 0
slave > 0

マスターの許容値がスレーブの許容値以下の場合、適応は必要ありません。
マスターの許容値がスレーブの許容値よりも小さい場合は、パイプライン・レジスターを挿入することが可能で
す。
ポイントツーポイント接続の場合は、コマンド信号または waitrequest信号でパイプライン・レジスターを追
加することができます。最大 <d> のレジスターステージを挿入することができます。この <d> は、許容値の差
です。
スレーブよりも大きい waitrequestAllowanceを備えるマスターに接続するには、バッファーが必要にな
ります。

3.5.2.5. waitrequestAllowance のエラー状態

Avalon-MM インターフェイスで waitrequestに対する許容値の仕様に違反している場合の動作
は、予測することができません。

• マスターが waitrequestAllowance = <n> の仕様に違反しており、 <n> よりも多くの
転送を送信している場合、転送がドロップされたり、データが破損したりする可能性があります。

• スレーブが許容されるよりも大きな waitrequestAllowanceを通知している場合、一部の
転送がドロップされたり、データが破損したりする可能性があります。

3.5.3. 待機状態が固定されている読み出しおよび書き込み転送

スレーブでは、readWaitTimeおよび writeWaitTimeのプロパティーを使用して固定の待機状
態を指定することができます。固定待機状態を使用し、waitrequestを使用する代わりに転送をスト
ールします。アドレスおよび制御信号 (byteenable、read、write) は、転送中に一定に保たれま
す。readWaitTimeまたは writeWaitTimeを <n> に設定することは、それぞれの転送で
waitrequestを <n> サイクル間アサートすることと同じです。

次の図では、スレーブは writeWaitTime = 2、readWaitTime = 1に設定されています。
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図 -11: スレーブ・インターフェイスで固定待機状態を使用する読み出しおよび書き込み転送
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このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. マスターは、addressおよび readを clk の立ち上がりエッジでアサートします。

2. clkの次の立ち上がりエッジは、最初で唯一の待機状態サイクルの終わりを示しています。
readWaitTimeは 1 です。

3. スレーブは、readdataおよび responseを clkの立ち上がりエッジでアサートします。読み
出し転送は終了します。

4. writedata、address、byteenable、write信号をスレーブで利用することができます。

5. 書き込み転送は、2 つの待機状態サイクル後に終了します。

単一の待機状態を使用する転送は、複数サイクルのオフチップ・ペリフェラルに広く使用されます。ペリフ
ェラルは、clkの立ち上がりエッジでアドレス信号と制御信号をキャプチャーします。ペリフェラルには、
データを返すための完全なサイクルが 1 つあります。

待機状態が 0 のコンポーネントは許可されます。ただし、待機状態が 0 のコンポーネントでは、達成可
能な周波数が下がる可能性があります。待機状態が 0 の場合は、要求が提供されたサイクルと同じサイ
クルで応答を生成することがコンポーネントに求められます。

3.5.4. パイプライン転送

Avalon-MM のパイプライン読み出し転送により、最初のアクセスでデータを返すまでに数サイクルを必
要とする同期スレーブデバイスのスループットが向上します。このようなデバイスでは通常、その後しば
らくの間、サイクルごとに 1 つのデータ値を返すことができます。新しいパイプライン読み出し転送は、前
の転送の readdataが返される前に開始することができます。

パイプライン化された読み出し転送には、アドレスフェーズとデータフェーズがあります。マスターは、ア
ドレスフェーズ時にアドレスを提示することによって転送を開始します。スレーブは、データフェーズ時に
データを配信することによって転送を実行します。新しい転送 (または複数の転送) のアドレスフェーズ
は、前の転送のデータフェーズが完了する前に開始することができます。遅延は、パイプライン・レイテン
シーと呼ばれます。パイプライン・レイテンシーは、アドレスフェーズの終わりからデータフェーズの始ま
りまでの期間です。
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待機状態とパイプライン・レイテンシーの転送におけるタイミングの主な違いは、次のとおりです。

• 待機状態 - 待機状態は、アドレスフェーズの長さを決定します。待機状態は、ポートの最大スループ
ットを制限します。スレーブが転送要求への応答に待機状態の 1 を必要とする場合、ポートでは転
送ごとに 2 クロックサイクルが必要です。

• パイプライン・レイテンシー - パイプライン・レイテンシーは、アドレスフェーズとは関係なく、データ
が返されるまでの時間を決定します。待機状態を使用しないパイプライン・スレーブでは、サイクル
ごとの 1 つの転送を維持することができます。ただし、スレーブが最初のデータユニットを返す際
に、数サイクルのレイテンシーが必要になる場合があります。

待機状態とパイプライン読み出しは、同時にサポートすることができます。パイプラインのレイテンシー
は、固定または可変のいずれかにすることができます。

3.5.4.1. 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送

アドレスおよび制御信号をキャプチャー後、Avalon-MM のパイプライン・スレーブは、データの生成に 1
サイクルもしくは複数サイクルを費やします。パイプライン・スレーブでは、複数の保留中の読み出し転送
をいつでも保持することができます。

可変レイテンシーのパイプライン読み出し転送

• readdatavalid信号が追加で必要です。この信号は、読み出しデータが有効なことを示します。

• パイプライン化されていない読み出し転送と同じ信号セットを含みます。

可変レイテンシーのパイプライン読み出し転送では、readdatavalidを使用するスレーブ・ペリフェ
ラルが、可変レイテンシーでパイプライン化されているとみなされます。読み出しコマンドに対応する
readdata信号と readdatavalid信号は、最短で、読み出しコマンドがアサートされた後のサイ
クルでアサートすることができます。

スレーブは、読み出しコマンドの受け入れ順と同じ順序で readdataを返す必要があります。可変レイ
テンシーのパイプライン・スレーブ・ポートでは、waitrequestを使用する必要があります。スレーブ
では、waitrequestをアサートして転送をストールすることで、保留中の転送を許容数に維持するこ
とができます。スレーブが waitrequestで新しいコマンドをストールしているか否かにかかわらず、
スレーブでは、readdatavalidをアサートしてマスターにデータを転送することができます。

注意: 保留される転送の最大数は、スレーブ・インターフェイスのプロパティーです。インターコネクト・ファブリ
ックでは、この値を使用して、要求を発行しているマスターに readdataをルーティングするロジック
を構築します。保留されている読み出し数の追跡は、インターコネクト・ファブリックではなく、スレーブ・
インターフェイスで行う必要があります。スレーブでは、waitrequestをアサートし、保留されている
読み出しの数が最大数を超えないようにする必要があります。スレーブで
waitrequestAllowance > 0の場合、そのスレーブでは、waitrequestを十分に早い段階
でアサートし、保留されている転送の合計 (waitrequestがアサートされている間に受け入れられ
た転送を含む) が指定されている保留中の転送の最大数を超えないようにする必要があります。
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図 -12: 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送

次の図は、複数のスレーブ読み出し転送を表しています。スレーブは可変レイテンシーでパイプライン化されています。この図におい
て、スレーブでは最大 2 つの保留中の転送を許容することができます。スレーブでは、waitrequestを使用してこの最大値を超え
ないようにします。
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このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. マスターが addressおよび readをアサートし、読み出し転送を開始します。

2. スレーブは addr1をキャプチャーします。

3. スレーブは addr2をキャプチャーします。

4. スレーブは waitrequestをアサートします。スレーブではすでに最大の 2 つの保留中の読み出
しを受け入れているため、3 番目の転送はストールします。

5. スレーブは、addr1への応答である data1をアサートします。スレーブは、waitrequestをデ
アサートします。

6. スレーブは addr3をキャプチャーします。インターコネクトで data1をキャプチャーします。

7. スレーブは addr4をキャプチャーします。インターコネクトで data2をキャプチャーします。

8. スレーブは、3 番目の読み出し転送に対する readdatavalidおよび readdataを駆動しま
す。

9. スレーブは addr5をキャプチャーします。インターコネクトで data3をキャプチャーします。
read信号がデアサートされます。waitrequestの値が該当しなくなります。

10. インターコネクトで data4をキャプチャーします。

11. スレーブが data5を駆動し、readdatavalidをアサートして、最後の保留中の読み出し転送
のデータフェーズを完了します。

保留中の読み出し転送の処理中にスレーブで書き込み転送を処理できない場合は、スレーブで
waitrequestをアサートし、保留中の読み出し転送が完了するまで書き込み操作をストールする必
要があります。Avalon-MM の仕様では、現在保留されている読み出し転送と同じアドレスへの書き込み
転送をスレーブが受け入れた場合の readdataの値を定義していません。

3.5.4.2. 固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送

固定レイテンシーを使用する読み出し転送のアドレスフェーズは、可変レイテンシーの場合と同じです。
アドレスフェーズ後に、読み出しレイテンシーが固定されているパイプライン・スレーブでは、固定数のク
ロックサイクルを使用して有効な readdataを返します。readLatencyプロパティーは、有効な
readdataを返すためのクロックサイクル数を指定します。インターコネクトはクロックの適切な立ち
上がりエッジで readdataをキャプチャーし、データフェーズを終了します。
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アドレスフェーズでは、スレーブで waitrequestをアサートして転送を保留することができます。も
しくは、スレーブで readLatencyを固定数の待機状態に指定します。アドレスフェーズは、待機状態
後 (該当する場合) の次の clkの立ち上がりエッジで終了します。

データフェーズでは、スレーブは、固定されているレイテンシーの後に readdataを駆動します。読み
出しレイテンシーが <n> の場合、スレーブは、アドレスフェーズ終了後に、clkの <n 番目> の立ち
上がりエッジで有効な readdataを提供する必要があります。

図 -13: 2 サイクルの固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送
次の図は、マスターとパイプライン・スレーブ間の複数のデータ転送を示しています。スレーブでは、waitrequestを駆動して転送
をストールします。固定読み出しレイテンシーは 2 サイクルです。
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このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. マスターは、readおよび addr1をアサートすることで読み出し転送を開始します。

2. スレーブは、waitrequestをアサートし、転送を 1 サイクル保留します。

3. スレーブは、clkの立ち上がりエッジで addr1をキャプチャーします。アドレスフェーズはここで
終了します。

4. スレーブは、有効な readdataを 2 サイクル後に提供し、転送を終了します。

5. 新しい読み出し転送の addr2および readがアサートされます。

6. マスターは、前の転送のデータが返される前に、次のサイクルで 3 番目の読み出し転送を開始しま
す。

3.5.5. バースト転送

バーストでは、すべてのワードを個別に処理するのではなく、複数の転送を 1 つの単位として実行します。
バーストにより、一度に複数のワードを処理することで効率が上がるスレーブポートのスループットを向
上させることができます (SDRAM など)。バーストを行うことによる実際の影響は、バーストの期間中に
調停がロックされることです。バーストを行う Avalon-MM インターフェイスが読み出しと書き込みの両
方をサポートする場合は、読み出しバーストと書き込みバーストの両方をサポートする必要があります。

バーストを行う Avalon-MM インターフェイスには、burstcount出力信号が含まれます。スレーブ
に burstcount入力がある場合、そのスレーブはバーストに対応しています。

burstcount信号は次のように動作します。

• バーストの開始時に、burstcountはバースト内のシーケンシャルな転送数を示します。

• burstcountの幅が <n> の場合、最大のバースト長は、2(<n>-1) です。正当な最小バースト長
は 1 です。
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スレーブ読み出しバーストをサポートするには、スレーブでは次の内容もサポートする必要があります。

• 待機状態 (waitrequest信号を使用)

• 可変レイテンシーでのパイプライン転送 (readdatavalid信号を使用)

バーストの開始時に、スレーブは、addressとバースト長の値である burstcountを確認します。ア
ドレスが <a> で burstcountの値が <b> のバーストの場合、スレーブでは、アドレス <a> から
開始する <b> の数の連続する転送を行う必要があります。バーストは、スレーブが <b 番目> のデー
タワードを受信 (書き込み時) または返信 (読み出し時) した後に完了します。バーストを行うスレーブ
では、それぞれのバーストで 1 度だけ addressと burstcountをキャプチャーする必要がありま
す。スレーブロジックでは、バースト内の最初の転送以外のアドレスを推断する必要があります。スレー
ブでは、入力信号の beginbursttransferを使用することもできます。この信号は、インターコネ
クトがそれぞれのバーストの最初のサイクルでアサートするものです。

3.5.5.1. 書き込みバースト

以下の規則は、burstcountが 1 より大きい書き込みバーストが開始する際に適用されます。

• burstcountの <n> がバーストの開始時に提示されると、スレーブでは、 <n> 数の連続する
writedataのユニットを受け入れ、バーストを完了する必要があります。マスターとスレーブの
ペア間の調停は、バーストが完了するまでロックされたままになります。ロックを行うことにより、こ
の書き込みバーストが完了するまで、他のマスターがこのスレーブでトランザクションを実行でき
ないようにしています。

• スレーブでは、writeがアサートされた際にのみ writedataをキャプチャーする必要がありま
す。バースト中に、マスターで writeをデアサートし、writedataが無効なことを示すことがで
きます。writeをデアサートしても、バーストは終了しません。writeがデアサートされると、バー
ストが遅延します。また、他のマスターはスレーブにアクセスすることができないため、転送効率が
低下します。

• スレーブは、waitrequestをアサートして writedata、write、burstcount、
byteenableが一定に維持されるように強制することで、転送を遅延します。

• byteenable信号の機能は、バーストを行うスレーブと行わないスレーブにおいて同じです。32
ビット・マスターによる 64 ビット・スレーブへのバースト書き込みがバイトアドレス 4 から始まる場
合、スレーブが最初に認識する書き込み転送はアドレス 0 にあり、byteenable =
8'b11110000です。byteenableは、バーストのさまざまなワードに対して変更することがで
きます。

• byteenable信号は、すべてをアサートする必要はありません。部分的なワードを書き込むバー
ストマスターでは、byteenableを使用し、書き込まれるデータを識別することができます。

• byteenable信号がすべて 0 の書き込みは、単に有効なトランザクションとして Avalon-MM ス
レーブに渡されます。

• constantBurstBehaviorのプロパティーは、バースト信号の動作を指定します。

— constantBurstBehaviorがマスターで True の場合、マスターは、addressおよび
burstcountをバースト全体で安定した状態に維持します。スレーブで True の場合、
constantBurstBehaviorは、addressおよび burstcountがバースト全体で安
定して維持されることをスレーブが想定していることを宣言します。

— constantBurstBehaviorが False の場合、マスターは、バーストの最初のトランザク
ションでのみ addressおよび burstcountを安定した状態で維持します。
constantBurstBehaviorが False の場合、スレーブは、addressおよび
burstcountをバーストの最初のトランザクションでのみサンプリングします。
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図 -14: constantBurstBehavior がマスターとスレーブで False に設定されている書き込みバースト
次の図は、スレーブ書き込みバーストの長さが 4 の場合を示しています。この例では、スレーブは waitrequestを 2 回アサート
し、バーストを遅延させています。

clk

address

beginbursttransfer

burstcount

write

writedata

waitrequest

addr1

4

data1 data2 data3 data4

1 2 3 4 5 76 8

このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. マスターは、address、burstcount、writeをアサートし、writedataの最初のユニットを
駆動します。

2. スレーブは直ちに waitrequestをアサートし、転送に対する準備ができていないことを示しま
す。

3. waitrequestは Low です。スレーブは、addr1、burstcount、および writedataの最初
のユニットをキャプチャーします。転送の後続のサイクルでは、addressおよび burstcount
は無視されます。

4. スレーブは、clkの立ち上がりエッジで 2 番目のデータユニットをキャプチャーします。

5. バーストは、writeがデアサートされている間、一時停止します。

6. スレーブは、clkの立ち上がりエッジで 3 番目のデータユニットをキャプチャーします。

7. スレーブは waitrequestをアサートします。それに応じて、すべての出力はあと 1 クロックサイ
クルの間一定に保たれます。

8. スレーブは、clkのこの立ち上がりエッジでデータの最後のユニットをキャプチャーします。スレー
ブ書き込みバーストは終了します。

上の図で、beginbursttransfer信号はバーストの最初のクロックサイクルでアサートされ、次の
クロックサイクルでデアサートされています。スレーブが waitrequestをアサートしている場合で
も、beginbursttransfer信号は、最初のクロックサイクルでのみアサートされます。

関連情報
インターフェイスのプロパティー (17 ページ)

3.5.5.2. 読み出しバースト

読み出しバーストは、可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送に類似しています。読み出しバー
ストには、明確なアドレスフェーズとデータフェーズがあります。readdatavalidは、スレーブが有
効な readdataを提供していることを示します。パイプライン読み出し転送とは異なり、単一の読み出
しバーストアドレスにより、複数のデータ転送が行われます。
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次の規則は、読み出しバーストに適用されます。

• マスターがスレーブに直接接続している場合、burstcountの <n> は、スレーブから <n> ワ
ードの readdataを戻してバーストを完了させる必要があることを意味します。インターコネクト
でマスターとスレーブのペアを接続している場合、インターコネクトでは、マスターからスレーブに
送信される読み出しコマンドが抑制される場合があります。例えば、マスターで byteenableの
値が 0 の読み出しコマンドを送信している場合に、インターコネクトで読み出しが抑制される場合
があります。その結果、スレーブは読み出しコマンドに応答しません。

• スレーブは、1 サイクルの間、readdataを提供して readdatavalidをアサートすることによ
り、各ワードを提供します。readdatavalidをデアサートすることで、バーストのデータフェーズ
は遅延しますが、終了しません。

• burstcount > 1の読み出しの場合、インテルでは、すべての byteenable をアサートすること
を推奨しています。

注意: インテル では、バーストに対応するスレーブに読み出しの副作用がないことを推奨しています。この仕
様は、要求を満たすためにマスターがスレーブから読み出すバイト数を保証するものではありません。

図 -15: 読み出しバースト
次の図は、2 つのバーストマスターが同じスレーブにアクセスするシステムを表しています。マスター B では、データがマスター A に
返される前に読み出し要求を駆動できることに注意してください。
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このタイミング図内の数字は、次の遷移を示しています。

1. マスター A は、clkの立ち上がりエッジ後に address (A0)、burstcount、readをアサート
します。スレーブは waitrequestをアサートし、beginbursttransferを除くすべての入
力をあと 1 クロックサイクルの間一定に保ちます。

2. スレーブは、clkのこの立ち上がりエッジで A0および burstcountをキャプチャーします。新し
い転送は、次のサイクルでも開始することができます。

3. マスター B は、address (A1)、burstcount、readを駆動します。スレーブは
waitrequestをアサートし、beginbursttransferを除くすべての入力を一定に保ちま
す。最初の読み出し要求の読み出しデータが最短で返された場合は、この時点になります。

4. スレーブは、有効な readdataを提供し、readdatavalidをアサートすることで、マスター A
にデータの最初のワードを転送します。

5. マスター A の 2 番目のワードが転送されます。スレーブは readdatavalidをデアサートし、読
み出しバーストを一時停止します。スレーブポートでは、任意のクロックサイクル数の間、
readdatavalidをデアサートすることができます。

6. マスター B の最初のワードが返されます。
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3.5.5.3. ラインでラップされるバースト

命令キャッシュを備えるプロセッサーでは、ラインでラップされるバーストを使用することにより、効率を
向上させることができます。プロセッサーがキャッシュにないデータを要求している場合、キャッシュ・コ
ントローラーはキャッシュライン全体を補充する必要があります。プロセッサーのキャッシュ・ライン・サ
イズが 64 バイトの場合は、キャッシュミスによって 64 バイトがメモリーから読み出されます。キャッシ
ュミスが発生した際にプロセッサーでアドレス 0xC から読み出しを行っている場合、非効率なキャッシ
ュ・コントローラーでは、バーストがアドレス 0 で発行される場合があるため、データは、読み出しアドレ
スが 0x0、0x4、0x8、0xC、0x10、0x14、0x18、. . . 0x3C からのものになります。要求されているデ
ータは、4 番目の読み出しまで利用できるようになりません。ラインでラップされるバーストの場合は、ア
ドレスの順序が 0xC、0x10、0x14、0x18、. . . 0x3C、0x0、0x4、0x8 になります。要求されているデ
ータは最初に返されます。キャッシュライン全体は、最終的にメモリーから補充されます。

3.5.6. 読み出しおよび書き込みの応答

Avalon-MM スレーブではいずれも、コマンドを危険のない方法で処理する必要があります。読み出しお
よび書き込みの応答は、コマンドが受け入れられた順序で発行されます。

3.5.6.1. Avalon-MM の読み出し応答および書き込み応答におけるトランザクション順序 (マスターお
よびスレーブ)

Avalon-MM マスターではいずれも、次の内容が当てはまります。

• Avalon インターフェイスの仕様書では、同じスレーブへのコマンドは、コマンド発行順でスレーブ
に到達し、コマンド発行順にスレーブが応答することを保証しています。

• 異なるスレーブの場合は、マスターがコマンドを発行した順序とは異なる順序でコマンドが受信さ
れ、応答が行われる場合があります。成功すると、スレーブはコマンドの発行順に応答します。

• 応答 (提供されている場合) は、読み出しコマンドまたは書き込みコマンドが同じスレーブに発行
されているか異なるスレーブに発行されているかに関係なく、コマンドの発行順序で返されます。

• Avalon インターフェイスの仕様書では、異なるマスター間のトランザクションの順序を保証してい
ません。

3.5.6.2. Avalon-MM の読み出しおよび書き込み応答のタイミング図

次の図は、コマンドの受け入れとコマンドの発行順序に対する Avalon-MM の読み出し応答および書き
込み応答を示しています。読み出しインターフェイスと書き込みインターフェイスは response信号を
共有するため、インターフェイスでは、書き込み応答と読み出し応答を同じクロックサイクルで発行また
は受け入れることができません。

読み出しの応答の場合は、それぞれの readdataに 1 つの応答が送信されます。読み出しのバースト
長が <N> の場合は、 <N> 数の応答が発生します。

書き込みの応答の場合は、それぞれの書き込みコマンドに 1 つの応答が送信されます。書き込みバース
トでは、応答は 1 つのみになります。スレーブ・インターフェイスは、バーストの最後の書き込み転送を受
け入れた後に応答を送信します。インターフェイスに writeresponsevalid信号が含まれている
場合は、書き込みコマンドはすべて書き込み応答で完了する必要があります。
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図 -16: Avalon-MM の読み出しおよび書き込み応答のタイミング図

clk
R0 W0 W1 R1

R1

address

read

write

readdatavalid

writeresponsevalid

response R0 W0 W1

3.5.6.2.1. readdatavalid または writeresponsevalid を使用している際の
minimumResponseLatency のタイミング図

readdatavalidまたは writeresponsevalidを使用しているインターフェイスの場合、デフ
ォルトの 1 サイクルの minimumResponseLatencyでは、Avalon-MM マスターでタイミングを収
束することが困難になる場合があります。

以下のタイミング図は、minimumResponseLatencyが 1 サイクルまたは 2 サイクルの場合の動
作を示しています。これらのタイミング図で示されているとおり、実際の応答のレイテンシーは、最小許
容値よりも大きくなる場合があることに注意してください。

図 -17: minimumResponseLatency が 1 サイクルに等しい場合

clk

read

readdatavalid

data

 1 cycle minimum response latency

図 -18: minimumResponseLatency が 2 サイクルに等しい場合

clk

read

2 cycles minimumResponseLatency

readdatavalid

data

互換性

minimumResponseLatencyが同じインターフェイスでは、適応なしで相互運用が可能です。マス
ターの minimumResponseLatencyがスレーブよりも大きい場合、パイプライン・レジスターを使
用してその差を補正します。パイプライン・レジスターにより、スレーブからの readdataが遅延しま
す。スレーブの minimumResponseLatencyがマスターよりも大きい場合、それらのインターフェ
イスは適応なしで相互運用可能です。

3.  Avalon Memory-Mapped インターフェイス
683091 | 2020.12.21

フィードバック Avalon®インターフェイスの仕様書

35

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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


3.6. アドレスのアライメント

インターコネクトは、アライメントされているアクセスのみをサポートします。マスターは、シンボルでの
データ幅の倍数のアドレスのみを発行することができます。マスターは、byteenableを一部デアサー
トすることで、部分的なワードを書き込むことができます。例えば、アドレス 2 の 2 バイトの書き込みの
byteenableは、4'b1100です。

3.7. Avalon-MM スレーブのアドレス指定

動的なバスのサイズ調整により、異なるデータ幅のマスターとスレーブのペア間における転送時にデー
タを管理します。スレーブのデータは、マスターのアドレス空間の連続したバイトにアライメントされま
す。

マスターのデータ幅がスレーブのデータ幅よりも広い場合、マスターアドレス空間内のワードは、スレー
ブアドレス空間内の複数の位置にマッピングされます。例えば、32 ビットのマスターが 16 ビットのスレ
ーブから読み出しを行うと、スレーブ側で 2 つの読み出し転送が発生します。読み出しは、連続したアド
レスに対して行われます。

マスターがスレーブよりも狭い場合は、インターコネクトでスレーブのバイトレーンを管理します。マス
ターの読み出し転送時に、インターコネクトは、スレーブデータの適切なバイトレーンのみを幅の狭いマ
スターに提供します。マスターの書き込み転送時は、インターコネクトは、自動的に byteenable信
号をアサートし、指定されているスレーブのバイトレーンにのみデータを書き込みます。

スレーブのデータ幅は、8、16、32、64、128、256、512、または 1024 ビットである必要があります。次
の表は、フルワードアクセスを実行する 32 ビットのマスターにおける、さまざまな幅のスレーブデータ
に対するアライメントを示しています。この表で、OFFSET[N]は、スレーブアドレス空間へのスレーブ・
ワード・サイズのオフセットを指しています。

表 12. 動的なバスのサイズ調整におけるマスターからスレーブへのアドレスマッピング

マスターのバイト
アドレス (1)

アクセス 32 ビット・マスターのデータ

8 ビットのスレーブ・インターフェ
イスにアクセスする場合

16 ビットのスレーブ・インターフェイスにアクセ
スする場合

64 ビットのスレーブ・インターフ
ェイスにアクセスする場合

0x00 1 OFFSET[0] RCLK[7..0] OFFSET[0] RCLK[15..0] (2) OFFSET[0] RCLK[31..0]

2 OFFSET[1] RCLK[7..0] OFFSET[1] RCLK[15..0] —

3 OFFSET[2] RCLK[7..0] — —

4 OFFSET[3] RCLK[7..0] — —

0x04 1 OFFSET[4] RCLK[7..0] OFFSET[2] RCLK[15..0] OFFSET[0] RCLK[63..32]

2 OFFSET[5] RCLK[7..0] OFFSET[3] RCLK[15..0] —

3 OFFSET[6] RCLK[7..0] — —

4 OFFSET[7] RCLK[7..0] — —

0x08 1 OFFSET[8] RCLK[7..0] OFFSET[4] RCLK[15..0] OFFSET[1] RCLK[31..0]

2 OFFSET[9] RCLK[7..0] OFFSET[5] RCLK[15..0] —

3 OFFSET[10] RCLK[7..0] — —

4 OFFSET[11] RCLK[7..0] — —

0x0C 1 OFFSET[12] RCLK[7..0] OFFSET[6] RCLK[15..0] OFFSET[1] RCLK[63..32]

continued...   
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マスターのバイト
アドレス (1)

アクセス 32 ビット・マスターのデータ

8 ビットのスレーブ・インターフェ
イスにアクセスする場合

16 ビットのスレーブ・インターフェイスにアクセ
スする場合

64 ビットのスレーブ・インターフ
ェイスにアクセスする場合

2 OFFSET[13] RCLK[7..0] OFFSET[7] RCLK[15..0] —

3 OFFSET[14] RCLK[7..0] — —

4 OFFSET[15] RCLK[7..0] — —

以下同様に続き
ます

以下同様に続きます 以下同様に続きます 以下同様に続きます

注意:
1. マスターはバイトでアドレスを発行しますが、32 ビットのワード全体にアクセスします。
2. スレーブの項目に記載されている [<n>] はすべてワードオフセットであり、添え字の値はワード内のビットです。
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4.  Avalon 割り込みインターフェイス

Avalon 割り込みインターフェイスにより、スレーブ・コンポーネントはマスター・コンポーネントにイベン
トを通知することができます。例えば、DMA コントローラーでは、DMA 転送の完了後にプロセッサーに
割り込みを行うことができます。

4.1. 割り込みの送信側

割り込みの送信側では、単一の割り込み信号を割り込みの受信側に駆動します。irq信号のタイミング
は、関連付けられているクロックの立ち上がりエッジに同期している必要があります。irqは、他のイン
ターフェイス上の転送とは関係がありません。irqは、関連付けられている Avalon-MM スレーブ・イン
ターフェイスで確認されるまでアサートする必要があります。

割り込みはコンポーネントに固有です。受信側は通常、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスから割り
込みステータスレジスターを読み出すことにより、適切な応答を決定します。

4.1.1.  Avalon の割り込み送信側における信号の役割

表 13. 割り込みの送信側における信号の役割

信号の役割 幅 方向 必須 説明

irq

irq_n

1 から 32 出力 はい 割り込み要求です。割り込みの送信側は、割り込みの受信側に割り
込み信号を駆動します。

4.1.2. 割り込み送信側のプロパティー

表 14. 割り込み送信側のプロパティー

プロパティー名 デフォルト値 正当な値 説明

associatedAddressabl
ePoint

該当なし このコンポーネント上の
Avalon-MM スレーブ名

割り込みを処理するためのレジスターへのアクセスを提供する
Avalon-MM インターフェイスの名前です。

associatedClock 該当なし このコンポーネント上の
クロック・インターフェイ

ス名

この割り込みの送信側が同期しているクロック・インターフェイス
の名前です。送信側と受信側では、このプロパティーの値が異なる
場合があります。

associatedReset 該当なし このコンポーネント上の
リセット・インターフェイ

ス名

この割り込みの送信側が同期しているリセット・インターフェイス
の名前です。
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4.2. 割り込みの受信側

割り込みの受信側のインターフェイスでは、割り込みの送信側のインターフェイスから割り込みを受信し
ます。Avalon-MM マスター・インターフェイスを備えるコンポーネントには、割り込み受信機を含めるこ
とで、割り込み送信インターフェイスを備えるスレーブ・コンポーネントによってアサートされる割り込み
を検出することができます。割り込みの受信側では、それぞれの割り込み送信元からの割り込み要求を個
別のビットとして受け入れます。

4.2.1.  Avalon の割り込み受信側における信号の役割

表 15. 割り込みの受信側における信号の役割

信号の役割 幅 方向 必須 説明

irq 1 から 32 入力 はい irqは <n> ビット・ベクトルで、それぞれのビットは 1 つの IRQ
送信元に直接対応します。優先順位に関する前提はありません。

4.2.2. 割り込み受信側のプロパティー

表 16. 割り込み受信側のプロパティー

プロパティー名 デフォルト値 正当な値 説明

associatedAddressable Point 該当なし Avalon-MM
マスター・イン
ターフェイス

名

このインターフェイスで受信する割り込みの処理に使用される
Avalon-MM マスター・インターフェイスの名前です。

associatedClock 該当なし Avalon クロ
ック・インター
フェイス名

この割り込みの受信側が同期している Avalon クロック・インター
フェイスの名前です。送信側と受信側では、このプロパティーの値
が異なる場合があります。

associatedReset 該当なし Avalon リセ
ット・インター
フェイス名

この割り込みの受信側が同期しているリセット・インターフェイス
の名前です。

4.2.3. 割り込みのタイミング

Avalon-MM マスターでは、優先度が 1 の割り込みの前に優先度が 0 の割り込みを処理します。

図 -19: 割り込みのタイミング
次の図では、より高い優先度が割り込み 0 に付与されています。割り込みの受信側では、int0がアサートされた際に int1を処理
しています。int0ハンドラーが呼び出され、完了します。その後、int1ハンドラーが再開します。この図では、int0が時間 1 でデア
サートされています。int1は時間 2 でデアサートされています。

clk

int0

int1

1 2

Individual
Requests
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5.  Avalon ストリーミング・インターフェイス

Avalon ストリーミング (Avalon-ST) インターフェイスは、高帯域幅、低レイテンシーかつ単方向のデ
ータを駆動するコンポーネントに使用することができます。一般的なアプリケーションには、多重化され
たストリーム、パケット、および DSP データなどがあります。Avalon-ST インターフェイス信号では、チ
ャネルやパケット境界の知識がなくても、データの単一ストリームをサポートする従来のストリーミング・
インターフェイスを記述することができます。このインターフェイスでは、バースト転送や、パケットが複
数のチャネルにインターリーブされるパケット転送に対応するより複雑なプロトコルをサポートすること
もできます。

注意: 高性能のデータ・ストリーミング・インターフェイスが必要な場合は、第 6 章の Avalon ストリーミング・
クレジット・インターフェイスを参照してください。

図 -20: Avalon-ST インターフェイス - Avalon-ST インターフェイスの標準的なアプリケーション
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すべての Avalon-ST のソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスが必ずしも相互運用可能で
あるとは限りません。ただし、2 つのインターフェイスが互換性のある機能を同じアプリケーション・スペ
ースに提供している場合は、アダプターを使用してそれらを相互運用させることができます。
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Avalon-ST インターフェイスは、次の機能を必要とするデータパスをサポートします。

• 低レイテンシー、高スループットのポイントツーポイントのデータ転送

• 柔軟なパケット・インターリーブが可能な複数チャネルのサポート

• チャネル、エラー、およびパケットの開始と終了を示すサイドバンド信号

• データバーストのサポート

• 自動インターフェイス適応

5.1. 用語と概念

Avalon-ST インターフェイス・プロトコルでは、次の用語と概念を定義しています。

• Avalon ストリーミング・システム - Avalon ストリーミング・システムには 1 つ以上の Avalon-ST
接続が含まれており、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスにデータを転送します。
上に示されているシステムは、システムの入力から出力にデータを転送する Avalon-ST インター
フェイスで構成されています。Avalon-MM のコントロールおよびステータスレジスター・インター
フェイスでは、ソフトウェア制御を提供します。

• Avalon ストリーミング・コンポーネント - Avalon-ST インターフェイスを使用する代表的なシス
テムでは、コンポーネントと呼ばれる複数の機能モジュールを組み合わせています。システム設計
者は、コンポーネントをコンフィグレーションし、それらを相互に接続することでシステムを実装し
ます。

• ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスの接続 - 2 つのコンポーネントが接続すると、
データはソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスに移動します。 Avalon インターフェ
イスの仕様書では、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへの組み合わせを接続と
呼びます。

• バックプレッシャー - バックプレッシャーを使用することにより、シンクでは、ソースにデータの送信
を停止するように通知することができます。バックプレッシャーのサポートはオプションです。シンク
では、バックプレッシャーを使用してデータのフローを停止します。停止理由は次のとおりです。

— シンクの FIFO がフルである

— 出力インターフェイスで輻輳が発生している

• 転送と Ready サイクル - 転送では、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのデ
ータと制御の伝播が発生します。データ・インターフェイスにおいて、Ready サイクルは、シンクが転
送を受け入れることができるサイクルです。

• シンボル - シンボルは、データの最小単位です。ほとんどのパケット・インターフェイスでは、シンボ
ルはバイトです。1 つもしくは複数のシンボルが、1 つのサイクルで転送されるデータの単一ユニッ
トを構成します。

• チャネル - チャネルは、物理的または論理的なパスまたはリンクであり、これを介して 2 つのポート
間で情報が受け渡されます。

• ビート - ビートは、ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイス間の単一サイクルの転送で、
1 つまたは複数のシンボルで構成されます。

• パケット - パケットは、ソースが同時に送信するデータ信号と制御信号の集合体です。パケットに
は、ヘッダーを含めることができます。これは、ルーターや他のネットワーク・デバイスがパケットを
正しい宛先に送信するのに役立ちます。パケットの形式は、この仕様ではなく、アプリケーションで
定義されます。Avalon-ST のパケットは、長さを変更することが可能であり、接続全体でインターリ
ーブすることができます。Avalon-ST インターフェイスでは、パケットの使用はオプションです。

5.  Avalon ストリーミング・インターフェイス
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5.2.  Avalon ストリーミング・インターフェイス信号の役割

Avalon ストリーミング・ソース・インターフェイスまたはシンク・インターフェイスの信号はそれぞれ、
Avalon ストリーミング信号の 1 つの役割に対応します。Avalon ストリーミング・インターフェイスに
は、各信号役割の 1 つのインスタンスのみを含めることができます。Avalon ストリーミング信号の役割
はすべて、ソースとシンクの両方に適用され、両方で同じ意味をもちます。

表 17. Avalon ストリーミング・インターフェイスの信号
次の表において、信号の役割はすべてアクティブ High です。

信号の役割 幅 方向 必須 説明

基本的な信号

channel 1 から 128 ソース → シンク いいえ 現在のサイクルで転送されているデータの channel番
号です。
インターフェイスでチャネル信号がサポートされている場
合、そのインターフェイスでは、maxChannelパラメータ
ーも定義する必要があります。

data 1 から
8,192

ソース → シンク いいえ ソースからシンクへの data信号です。通常、転送される情
報のまとまりを伝送します。
パラメーターではさらに、data信号の内容と形式を定義
します。

error 1 から 256 ソース → シンク いいえ 現在のサイクルで転送されているデータに影響を与えるエ
ラーを示すビット・マスクです。error信号の単一のビット
は、コンポーネントが認識しているそれぞれのエラーをマ
スクします。errorDescriptorは、error信号のプ
ロパティーを定義します。

ready 1 シンク → ソース いいえ High がアサートされると、シンクでデータの受け入れが可
能なことを示しています。readyは、シンクによってサイク
ル <n> でアサートされ、サイクル <n +
readyLatency > を Ready サイクルとして示します。
ソースでは、readyサイクル中にのみ、validをアサー
トし、データを転送することができます。
ready入力のないソースは、バックプレッシャーをサポー
トしません。ready出力のないシンクでは、バックプレッシ
ャーを行う必要はありません。

valid 1 ソース → シンク いいえ ソースはこの信号をアサートし、ソースからシンクへの他の
すべての信号を修飾します。シンクでは、データおよびソー
スからシンクへの他の信号を、validがアサートされてい
る Ready サイクルでサンプリングします。他のサイクルは
すべて無視されます。
valid出力のないソースでは、シンクがバックプレッシャ
ーをアサートしていないすべてのサイクルで有効なデータ
を暗黙的に提供します。valid入力がないシンクでは、シ
ンクでバックプレッシャーが行われていないすべてのサイ
クルで有効なデータを想定しています。

パケット転送の信号

empty 1 から 10 ソース → シンク いいえ 空のシンボル、つまり有効なデータを表していないシンボ
ルの数を示します。empty信号は、各ビートに 1 つのシン
ボルがあるインターフェイスでは必要ありません。

endofpacket 1 ソース → シンク いいえ ソースによってアサートされ、パケットの終わりを示します。

startofpacket 1 ソース → シンク いいえ ソースによってアサートされ、パケットの開始を示します。
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5.3. 信号のシーケンスとタイミング

5.3.1. 同期インターフェイス

Avalon-ST 接続の転送はすべて、関連付けられているクロック信号の立ち上がりエッジに同期して発生
します。ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのすべての出力 (data、channel、
error信号など) は、クロックの立ち上がりエッジでレジスターする必要があります。シンク・インター
フェイスへの入力をレジスターする必要はありません。ソースで信号をレジスターすると、高周波の動作
が容易になります。

5.3.2. クロックイネーブル

Avalon-ST のコンポーネントには通常、クロックイネーブル入力は含まれません。Avalon-ST の信号
は、それ自体で、コンポーネントを有効にする必要があるサイクルと有効にしないサイクルを特定するの
に十分です。Avalon-ST に準拠するコンポーネントには、内部ロジックのクロックイネーブル入力が含
まれる場合があります。ただし、クロックイネーブルを使用するコンポーネントでは、インターフェイスの
タイミングがプロトコルに準拠していることを確認する必要があります。

5.4. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

表 18. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

プロパティー名 デフォルト値 正当な値 説明

associatedClock 1 クロック・イン
ターフェイス

この Avalon-ST インターフェイスが同期している Avalon クロッ
ク・インターフェイスの名前です。

associatedReset 1 リセット・イン
ターフェイス

この Avalon-ST インターフェイスが同期している Avalon リセッ
ト・インターフェイスの名前です。

beatsPerCycle 1 1、2、4、8 単一のサイクルで転送されるビート数を指定します。このプロパテ
ィーを使用すると、2 つの関連する個別のストリームを、同じ
start_of_packet、end_of_packet、ready、valid信
号を使用して転送することができます。
beatsPerCycleは、Avalon-ST プロトコルでほとんど使用さ
れない機能です。

dataBitsPerSymbol 8 1 から 512 シンボルあたりのビット数を定義します。例えば、バイト指向のイン
ターフェイスには 8 ビットのシンボルがあります。この値は、2 の
累乗に制限されません。

emptyWithinPacket False True、False True の場合、emptyはパケット全体に有効です。

errorDescriptor 0 文字列のリス
ト

エラー信号の各ビットに関連するエラーを記述するワードのリスト
です。リストの長さは、エラー信号のビット数と同じになる必要があ
ります。リストの最初のワードは、最上位ビットに適用されます。例
えば、「crc, overflow」は、errorのビット [1] が CRC エラ
ーを示していることを意味します。ビット [0] はオーバーフロー・
エラーを示しています。

firstSymbolInHigh OrderBits True True、False True の場合、最初のシンボルがデータ・インターフェイスの最上位
ビットに駆動されます。最上位のシンボルには、この仕様では D0
のラベルが付けられます。このプロパティーが False に設定されて
いる場合、最初のシンボルが下位ビットに表示されます。D0 は
data[7:0] に表示されます。32 ビット・バスでは、True の場
合、D0はビット [31:24] に表示されます。

continued...   
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プロパティー名 デフォルト値 正当な値 説明

maxChannel 0 0 から 255 データ・インターフェイスがサポートすることができるチャネルの最
大数です。

readyLatency 0 0 から 8 ready信号のアサートと valid信号のアサート間の関係を定
義します。readyLatency = <n> において n > 0の場合、
validは、readyがアサートされた <n> サイクル後にアサー
トすることができます。

readyAllowance (1) 0 0 から 8 readyがデアサートされた後にシンクでキャプチャーすることが
できる転送数を定義します。
readyAllowance = 0の場合、シンクでは、readyがデア
サートされた後に転送を受け入れることはできません。
readyAllowance = <n> において <n> が 0 より大きい場
合、シンクは最大 <n> の数の転送を readyがデアサートされた
後に受け入れることができます。

5.5. 標準的なデータ転送

このセクションでは、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのデータの転送を定義しま
す。いずれの場合も、データソースとデータシンクは仕様に準拠している必要があります。データシンク
は、ソースプロトコルのエラーを検出する役割を担いません。

5.6. 信号の詳細

次の図は、Avalon-ST インターフェイスに通常含まれる信号を示しています。標準的な Avalon-ST ソ
ース・インターフェイスでは、valid、data、error、channel信号をシンクへ駆動します。シンクで
は、ready信号でバックプレッシャーを行うことができます。

図 -21: 標準的な Avalon-ST インターフェイス信号

valid

data

error

ready

Data SinkData Source

channel
<max_channel>

(1) • readyLatency = 0の場合、readyAllowanceは、0 以上の値にすることができます。
• readyLatency > 0の場合、readyAllowanceは readyLatency以上の値にする必要がありま

す。
• ソースまたはシンクで readyAllowanceの値が指定されていない場合は、readyAllowance =

readyLatencyです。ソースまたはシンクでこの機能を活用する場合を除いて、デザインには、
readyAllowanceを追加する必要はありません。
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これらの信号の詳細を以下に示します。

• ready — バックプレッシャーをサポートするインターフェイスでは、シンクは readyをアサート
し、転送を行うことができるサイクルを示します。readyがサイクル <n> でアサートされると、サ
イクル <n + readyLatency> が Ready サイクルとみなされます。

• valid — valid信号は、ソースからシンクにデータが転送されている任意のサイクルで有効な
データを修飾します。有効なそれぞれのサイクルにおいて、シンクは data信号および他のソース
からシンクへの信号をサンプリングします。

• data — data信号は、ソースからシンクに転送される情報のまとまりを伝送します。データ信号
は、クロックサイクルごとに転送される 1 つまたは複数のシンボルで構成されます。
dataBitsPerSymbolパラメーターは、データ信号がどのようにシンボルに分割されるかを定
義します。

• error — error信号の各ビットは、起こりうるエラー状態に対応します。特定のサイクルで値が
0 の場合は、そのサイクルのデータにエラーがないことを示します。この仕様では、エラーが検出さ
れた際にコンポーネントが行うアクションを定義していません。

• channel — ソースはオプションの channel信号を駆動し、データが属するチャネルを示しま
す。特定のインターフェイスにおける channelの意味は、アプリケーションによって異なります。
一部のアプリケーションでは、channelはインターフェイス番号を示します。別のアプリケーショ
ンでは、channelはページ番号またはタイムスロットを示します。channel信号が使用されて
いる場合、それぞれのアクティブサイクルで転送されるデータはすべて同じチャネルに属します。ソ
ースでは、連続するアクティブサイクルで別のチャネルに変更することが可能です。

channel信号を使用するインターフェイスでは、maxChannelパラメーターを定義し、最大の
チャネル番号を示す必要があります。インターフェイスでサポートするチャネル数が動的に変化する
場合、maxChannelでは、インターフェイスでサポートすることができる最大数を示します。

5.7. データのレイアウト

図 -22: データのシンボル
次の図は、dataBitsPerSymbol= 16 を使用する 64 ビットのデータ信号を示しています。シンボル 0 は最上位のシンボルで
す。

 symbol 0 symbol 3symbol 2symbol 1
63 48 47 32 31 16 15 0

Avalon ストリーミング・インターフェイスは、ビッグエンディアンとリトルエンディアンの両方のモード
をサポートします。次の図は、ビッグエンディアン・モードの例を表しています。シンボル 0 は上位ビット
にあります。

5.  Avalon ストリーミング・インターフェイス
683091 | 2020.12.21

フィードバック Avalon®インターフェイスの仕様書

45

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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 -23: データのレイアウト
次のタイミング図は、32 ビットの例を示しています。この例では、dataBitsPerSymbol=8、beatsPerCycle=1 です。
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5.8. バックプレッシャーを使用しないデータ転送

バックプレッシャーを使用しないデータ転送は、最も一般的な Avalon-ST のデータ転送です。任意のク
ロックサイクルで、ソース・インターフェイスは data信号およびオプションの channel信号と
error信号を駆動し、validをアサートします。シンク・インターフェイスは、valid がアサートされ
ている場合に、リファレンス・クロックの立ち上がりエッジでこれらの信号をサンプリングします。

図 -24: バックプレッシャーを使用しないデータ転送
clk

valid

channel

error

data D1 D2 D3D0

5.9. バックプレッシャーを使用するデータ転送

シンクは、readyを単一のクロックサイクルでアサートし、アクティブサイクルに対して準備ができてい
ることを示します。シンクでデータに対する準備が整っている場合、そのサイクルは Ready サイクルで
す。Ready サイクル時に、ソースは validをアサートし、シンクにデータを提供することが可能です。ソ
ースに送信するデータがない場合、ソースは validをデアサートし、dataを任意の値に駆動すること
ができます。

バックプレッシャーをサポートするインターフェイスでは、readyLatencyパラメーターを定義し、
ready がアサートされてから有効なデータを駆動できるまでのサイクル数を示す必要があります。
readyLatencyが 0 以外の場合に、readyがサイクル <n> でアサートされると、サイクル <n +
readyLatency> が Ready サイクルになります。

readyLatency = 0の際に、データ転送は、readyおよび validが同じサイクルでアサートされ
ている場合にのみ発生します。このモードでは、ソースは有効なデータを送信する前にシンクの ready
信号を受信しません。ソースに有効なデータがある場合は常に、ソースはデータを提供し、validをア
サートします。ソースは、シンクがデータをキャプチャーして readyをアサートするまで待機します。ソ
ースは任意でデータを変更することができます。シンクは、readyおよび validの両方がアサートさ
れている際にのみソースからの入力データをキャプチャーします 。
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readyLatency >= 1の場合、シンクは、readyサイクル自体の前に readyをアサートします。
ソースでは、validをアサートすることで適切なサイクル時に応答することができます。ソースでは、
readyサイクルではないサイクル時に、validをアサートすることができません。

readyAllowanceは、readyがデアサートされた際にシンクでキャプチャーすることができる転送
の数を定義します。readyAllowance = 0の場合、シンクでは、readyがデアサートされた後に
転送を受け入れることはできません。readyAllowance = <n> において n > 0の場合、シンク
では、最大 <n> 数の転送を readyがデアサートされた後に受け入れることができます。

5.9.1. readyLatency および readyAllowance を使用するデータ転送

readyLatencyおよび readyAllowanceを使用してデータを転送する場合は、次の規則が適用
されます 。

• readyLatencyが 0 の場合、readyAllowanceは 0 以上の値にすることができます。

• readyLatencyが 0 より大きい場合、readyAllowanceは readyLatency以上の値に
することができます。

readyLatency = 0、readyAllowance = 0の場合、データは、readyおよび validの両
方がアサートされている際にのみ転送されます。この場合、ソースは有効なデータを送信する前にシンク
の ready信号を受信しません。ソースは、可能な場合は常にデータを提供し、validをアサートしま
す。ソースは、シンクがデータをキャプチャーして readyをアサートするまで待機します。ソースは任意
でデータを変更することができます。シンクは、readyおよび validの両方がアサートされている際
にのみ、ソースからの入力データをキャプチャーします 。

図 -25: readyLatency = 0、readyAllowance = 0

readyLatency = 0、readyAllowance = 0の場合、ソースはいつでも validをアサートすることができます。シンクは、
ready = 1の場合にのみソースからのデータをキャプチャーします 。

次の図は、以下のイベントを表しています。

1. サイクル 1 で、ソースがデータを提供し、validをアサートします。

2. サイクル 2 で、シンクが readyをアサートし、D0が転送されます。

3. サイクル 3 で、D1が転送されます。

4. サイクル 4 では、シンクが readyをアサートしていますが、ソースは有効なデータを駆動していません。

5. ソースはサイクル 6 でデータを提供し、validをアサートします。

6. サイクル 8 では、シンクが readyをアサートしているため、D2が転送されます。

7. D3はサイクル 9 で転送され、D4はサイクル 10 で転送されます。

clk0

ready

valid

data

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 135

D2 D3 D4 D5D1D0
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図 -26: readyLatency = 0、readyAllowance = 1

readyLatency = 0、readyAllowance = 1の場合、シンクでは、ready= 0の後にさらに 1 つのデータ転送をキャプチャ
ーすることができます。

次の図は、以下のイベントを表しています。

1. サイクル 1 では、ソースがデータを提供し、validをアサートします。シンクは readyをアサートしています。D0が転送され
ます。

2. D1はサイクル 2 で転送されます。

3. サイクル 3 では、readyがデアサートされていますが、readyAllowance = 1の場合はさらに 1 つの転送が許可される
ため、D2が転送されます。

4. サイクル 5 では、validおよび readyの両方がアサートされているため、D3が転送されます。

5. サイクル 6 では、ソースが validをデアサートしているため、データは転送されません。

6. サイクル 7 では、validがアサートされ、readyがデアサートされています。ただし、readyAllowance = 1の場合はさ
らに 1 つの転送が許可されるため、D4が転送されます。

clk0

ready

valid

data D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 135

図 -27: readyLatency = 1、readyAllowance = 2

readyLatency = 1、readyAllowance = 2の場合、シンクでは、readyがアサートされた 1 サイクル後にデータを転送
することができます。また、readyのデアサート後は、さらに 2 サイクルの転送が許可されます。

次の図は、以下のイベントを表しています。

1. サイクル 0 で、シンクは readyをアサートします。

2. サイクル 1 で、ソースがデータを提供し、validをアサートしています。転送はすぐに行われます。

3. サイクル 3 では、シンクが readyをデアサートしていますが、ソースは引き続き validをアサートし、有効なデータを駆動し
ます。シンクでは、readyのデアサート後に 2 サイクルのデータをキャプチャーすることができます。

4. サイクル 6 で、シンクは readyをアサートします。

5. サイクル 7 で、ソースがデータを提供し、validをアサートしています。このデータは受け入れられます。

6. サイクル 10 では、シンクが readyをデアサートしていますが、ソースは validをアサートし、有効なデータを駆動します。シ
ンクでは、readyのデアサート後に 2 サイクルのデータをキャプチャーすることができます。

clk0

ready

valid

data D0 D1 D2 D3 D6 D7D4 D5

0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 135

適応要件

次の表は、ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスで適応が必要かを示しています。
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表 19. ソースおよびシンクの適応要件

readyLatency readyAllowance 適応

ソースの readyLatency = シンク
の readyLatency

ソースの readyAllowance = シ
ンクの readyAllowance

適応は必要ありません。シンクはすべての転送をキャプチャーす
ることができます。

ソースの readyAllowance > シ
ンクの readyAllowance

適応が必要です。 readyのデアサート後に、ソースでは、シン
クでキャプチャーすることができるよりも多くの転送を送信する
ことができます。

ソースの readyAllowance < シ
ンクの readyAllowance

適応は必要ありません。 readyのデアサート後に、シンクで
は、ソースが送信することができるよりも多くの転送をキャプチ
ャーすることができます。

ソースの readyLatency > シンク
の readyLatency

ソースの readyAllowance = シ
ンクの readyAllowance

適応は必要ありません。 readyがアサートされると、ソース
は、シンクがデータをキャプチャーできるようになった後に送信
を開始します。readyがデアサートされると、ソースでは、シン
クでキャプチャーできる数の転送を送信することができます。

ソースの readyAllowance > シ
ンクの readyAllowance

適応が必要です。 readyのデアサート後に、ソースでは、シン
クでキャプチャーすることができるよりも多くの転送を送信する
ことができます。

ソースの readyAllowance < シ
ンクの readyAllowance

適応は必要ありません。 readyのデアサート後に、ソースは、
シンクでキャプチャーすることができるよりも少ない転送を送信
します。

ソースの readyLatency < シンク
の readyLatency

ソースの readyAllowance = シ
ンクの readyAllowance

適応が必要です。シンクでデータをキャプチャーできるようにな
る前に、ソースが転送の送信を開始することができます。

ソースの readyAllowance > シ
ンクの readyAllowance

適応が必要です。シンクでデータをキャプチャーできるようにな
る前に、ソースが転送の送信を開始することができます。また、
readyのデアサート後に、ソースでは、シンクでキャプチャーす
ることができるよりも多くの転送を送信することができます。

ソースの readyAllowance < シ
ンクの readyAllowance

適応が必要です。シンクでデータをキャプチャーできるようにな
る前に、ソースが転送の送信を開始することができます。

5.9.2. readyLatency を使用するデータ転送

ソースまたはシンクで readyAllowanceの値が指定されていない場合は、readyAllowance =
readyLatencyです。ソースとシンクを使用するデザインでは、ソースまたはシンクでこの機能を活
用する場合を除いて、readyAllowanceを追加する必要はありません。
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図 -28: バックプレッシャーを使用し、readyLatency=0 の転送
次の図では、以下のイベントを示しています。

1. ソースはサイクル 1 でデータを提供し、validをアサートします。シンクの準備はできていません。

2. ソースは、次のデータサイクルに移る前に、シンクが readyをアサートするサイクル 2 まで待機します。

3. サイクル 3 で、ソースはデータを駆動します。同じサイクルで、シンクではデータを受信する準備ができています。転送はすぐに
行われます。

4. サイクル 4 では、シンクが readyをアサートしていますが、ソースは有効なデータを駆動していません。

clk

ready

valid

channel

error

data

0 1 2 3 5 6 7 84

D0 D1 D2 D3

図 -29: バックプレッシャーを使用し、readyLatency=1 の転送
以下の図はそれぞれ、readyLatency = 1 の場合と readyLatency = 2 の場合のデータ転送を表しています。どちらの場合
も、readyは ready サイクルの前にアサートされます。ソースは、1 または 2 サイクル後にデータを提供して validをアサートす
ることにより応答します。readyLatencyが 0 ではない場合、ソースでは、ready ではないサイクルで validをデアサートする必
要があります。

clk

ready

valid

channel

error

data D0 D1 D2 D3 D4 D5

図 -30: バックプレッシャーを使用し、readyLatency=2 の転送
clk

ready

valid

channel

error

data D0 D1 D2 D3

5.10. パケットデータの転送

パケット転送プロパティーは、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのパケット転送の
サポートを追加します。パケット転送の実装には、3 つの追加信号が定義されます。ソース・インターフェ
イスとシンク・インターフェイスの両方にこれらの追加信号を含め、パケットをサポートする必要がありま
す。パケットのプロパティーが一致するソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスのみを接続す
ることができます。プラットフォーム・デザイナーは、startofpacket、endofpacket、empty信
号が含まれていないソースまたはシンク・インターフェイスにこれらの信号を自動的に追加しません。
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図 -31: Avalon-ST パケット・インターフェイス信号

channel
<max channel>

valid

data
error

ready

Data Source Data Sink

empty

startofpacket
endofpacket

5.11. 信号の詳細
• startofpacket - パケット転送をサポートするインターフェイスにはすべて、

startofpacket信号が必要です。startofpacketは、パケットの開始を含むアクティブな
サイクルを示します。この信号は validがアサートされている際にのみ解釈されます。

• endofpacket - パケット転送をサポートするインターフェイスにはすべて、endofpacket信
号が必要です。endofpacketは、パケットの終わりを含むアクティブなサイクルを示します。この
信号は、validがアサートされている際にのみ解釈されます。startofpacketおよび
endofpacketは、同じサイクルでアサートすることができます。パケット間にアイドルサイクル
は必要ありません。startofpacket信号は、前の endofpacket信号の直後に続くことがで
きます。

• empty - オプションの empty信号は、endofpacketサイクル中の空のシンボル数を示しま
す。シンクは、endofpacketがアサートされているアクティブなサイクル時にのみ、emptyの値
をチェックします。空のシンボルは常に、dataの最後の部分にあるシンボルで、
firstSymbolInHighOrderBits = True の場合に下位ビットで伝送されます。empty信
号は、data信号でデータの複数のシンボルを伝送し、パケット形式が可変長のパケット・インター
フェイスすべてに必要です。empty信号のサイズは、ビット単位で ceil[log2(<symbols
per cycle>)] です。
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5.12. プロトコルの詳細

パケットデータ転送は、標準的なデータ転送と同じプロトコルに従いますが、startofpacket、
endofpacket、emptyを追加する必要があります。

図 -32: パケット転送
次の図は、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへの 17 バイトのパケットの転送を示しています。readyLatency
= 0 です。このタイミング図では、以下のイベントを示しています。

1. データ転送は、readyおよび validがアサートされているサイクル 1、2、4、5、6 で発生します。

2. サイクル 1 で、startofpacketがアサートされます。パケットの最初の 4 バイトが転送されます。

3. サイクル 6 で、endofpacketがアサートされます。emptyの値は 3 です。この値は、これがパケットの終わりであり、4 つの
シンボルのうち 3 つが空であることを示します。サイクル 6 では、上位バイトの data[31:24] が有効なデータを駆動します。
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6.  Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス

Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスは、高帯域幅、低レイテンシーかつ単方向のデータ
を駆動するコンポーネントで使用することを目的にしています。一般的なアプリケーションには、多重化
されたストリーム、パケット、および DSP データなどがあります。Avalon ストリーミング・クレジット・イ
ンターフェイス信号では、チャネルやパケット境界の知識がなくても、データの単一ストリームをサポー
トする従来のストリーミング・インターフェイスを記述することができます。このインターフェイスでは、バ
ースト転送や、パケットが複数のチャネルにインターリーブされるパケット転送に対応するより複雑なプ
ロトコルをサポートすることもできます。

すべての Avalon ストリーミング・クレジット・ソース・インターフェイスおよびシンク・インターフェイス
が、必ずしも相互運用可能であるとは限りません。ただし、2 つのインターフェイスが互換性のある機能を
同じアプリケーション・スペースに提供している場合は、アダプターを使用してそれらを相互運用させる
ことができます。

また、Avalon ストリーミング・クレジット・ソースを Avalon ストリーミング・シンクにアダプターを介し
て接続することもできます。同様に、Avalon ストリーミング・ソースを Avalon ストリーミング・クレジッ
ト・シンクにアダプターを介して接続することもできます。

Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスは、次の機能を必要とするデータパスをサポートし
ます。

• 低レイテンシー、高スループットのポイントツーポイントのデータ転送

• 柔軟なパケット・インターリーブが可能な複数チャネルのサポート

• チャネル、エラー、およびパケットの開始と終了を示すサイドバンド信号

• データバーストのサポート

• ユーザーが定義する機能に対するサイドバンド信号としてのユーザー信号

6.1. 用語と概念

Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス・プロトコルでは、次の用語と概念を定義していま
す。

• Avalon ストリーミング・クレジット・システム — Avalon ストリーミング・クレジット・システムに
は 1 つ以上の Avalon ストリーミング・クレジット接続が含まれており、ソース・インターフェイスか
らシンク・インターフェイスにデータを転送します。

• Avalon ストリーミング・クレジット・コンポーネント — Avalon ストリーミング・インターフェイス
を使用する標準的なシステムでは、コンポーネントと呼ばれる複数の機能モジュールを組み合わせ
ています。システム設計者は、コンポーネントをコンフィグレーションし、それらを相互に接続するこ
とでシステムを実装します。

• ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスの接続 - 2 つのコンポーネントが接続すると、
クレジットはシンクからソースに移動します。データはソース・インターフェイスからシンク・インタ
ーフェイスに移動します。ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへの組み合わせは、
接続と呼ばれます。
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• 転送 — 転送では、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのデータと制御の伝播
が発生します。データ・インターフェイスでは、ソースに利用可能なクレジットがある場合にのみ、デ
ータの転送を開始することができます。同様に、シンクでは、未処理のクレジットがある場合にのみ
データを受け入れることができます。

• シンボル - シンボルは、データの最小単位です。1 つもしくは複数のシンボルが、1 つのサイクルで
転送されるデータの単一ユニットを構成します。

• ビート - ビートは、ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイス間の単一サイクルの転送で、
1 つまたは複数のシンボルで構成されます。

• パケット - パケットは、同時に送信されるデータ信号と制御信号の集合体です。パケットには、ヘッ
ダーを含めることができます。これは、ルーターや他のネットワーク・デバイスがパケットを正しい宛
先に送信するのに役立ちます。パケットの形式は、この仕様ではなく、アプリケーションで定義され
ます。Avalon ストリーミングのパケットは、長さを変更することが可能であり、接続全体でインター
リーブすることができます。Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスでは、パケットの
使用はオプションです。

6.2.  Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス信号の役割

Avalon ストリーミング・クレジット・ソース・インターフェイスまたはシンク・インターフェイスの信号はそ
れぞれ、Avalon ストリーミング・クレジット信号の 1 つの役割に対応します。Avalon ストリーミング・ク
レジット・インターフェイスには、各信号役割の 1 つのインスタンスのみを含めることができます。
Avalon ストリーミング・クレジット信号の役割はすべて、ソースとシンクの両方に適用され、両方で同じ
意味をもちます。

表 20. Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス信号

信号名 方向 幅 オプシ
ョン/
必須

説明

update シンク
からソ
ース

1 必須 シンクが updateを送信し、ソースは利用可能なクレジットカウ
ンターを更新します。シンクは、トランザクションがバッファーから
ポップされると、updateをソースに送信します。
ソースのクレジットカウンターは、シンクからソースへのクレジット
バス上の値で増加します。

credit シンク
からソ
ース

1 から 9 必須 update がアサートされた際に、シンクでさらに利用可能なクレジ
ットを示します。
このバスは、シンクによって指定される値を伝送します。credit
バスの幅は、ceilog2(MAX_CREDIT + 1) です。シンクは、利用
可能なクレジット値をこのバスで送信し、受け入れることができる
トランザクションの数を示します。ソースは、 update 信号がアサ
ートされている場合にのみ credit の値をキャプチャーします。

return_credit ソース
からシ
ンク

1 必須 ソースによってアサートされ、1 クレジットをシンクに戻します。

注意: 詳細に関しては、セクション 6.2.3 のクレジットの返送を
参照してください。

data ソース
からシ
ンク

1 から 16368 必須 データは、既存の Avalon ストリーミングの定義に従いシンボルに
分割されます。

valid ソース
からシ
ンク

1 必須 ソースによってアサートされ、ソースからシンクへの他の信号をす
べて修飾します。ソースでは、利用可能なクレジットが 0 より大き
い場合にのみ validをアサートすることができます。
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信号名 方向 幅 オプシ
ョン/
必須

説明

error ソース
からシ
ンク

1 から 256 オプ
ショ
ン

現在のサイクルで転送されているデータに影響を与えるエラーを
示すために使用されるビット・マスクです。エラーの単一のビット
は、コンポーネントで認識されるそれぞれのエラーに使用されま
す。エラーは、errorDescriptorプロパティーで定義されま
す。

channel ソース
からシ
ンク

1 から 128 オプ
ショ
ン

現在のサイクルで転送されているデータのチャネル番号です。
インターフェイスが channel信号をサポートしている場合は、
maxChannelパラメーターを定義する必要があります。

パケット転送の信号

startofpacket ソース
からシ
ンク

1 オプ
ショ
ン

ソースによってアサートされ、パケットの開始を示します。

endofpacket ソース
からシ
ンク

1 オプ
ショ
ン

ソースによってアサートされ、パケットの終わりを示します。

empty ソース
からシ
ンク

ceil(log2(NUM_SYMBOLS)) オプ
ショ
ン

空のシンボル、つまり有効なデータを表していないシンボルの数を
示します。empty信号は、各ビートに 1 つのシンボルがあるイン
ターフェイスでは使用されません。

ユーザー信号

<Per-Packet
User Signals>

ソース
からシ
ンク

1 から 16368 オプ
ショ
ン

ソース・インターフェイスとシンク・インターフェイスには、任意の数
のパケットごとのユーザー信号を提供することができます。ソース
は、startofpacketがアサートされると、この信号の値を設定
します 。ソースでは、新しいパケットが開始されるまで、この信号の
値を変更しないでください。詳細は、ユーザー信号のセクションで
説明されています。

<Per-Symbol
User Signals>

ソース
からシ
ンク

1 から 16368 オプ
ショ
ン

ソースとシンクには、任意の数のシンボルごとのユーザー信号を提
供することができます。詳細は、ユーザー信号のセクションで説明
されています。

6.2.1. 同期インターフェイス

Avalon ストリーミング接続の転送はすべて、関連付けられているクロック信号の立ち上がりエッジに同
期して発生します。ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへの出力信号 (data、
channel、errorなど) はすべて、クロックの立ち上がりエッジでレジスターする必要があります。シ
ンク・インターフェイスへの入力をレジスターする必要はありません。ソースで信号をレジスターすると、
高周波の動作が容易になります。

表 21. Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスのプロパティー

プロパティー名 デフォル
ト値

正当な値 説明

associatedClock 1 クロック・イン
ターフェイス

この Avalon ストリーミング・インターフェイスが同期している Avalon クロ
ック・インターフェイスの名前です。

associatedReset 1 リセット・イン
ターフェイス

この Avalon ストリーミング・インターフェイスが同期している Avalon リセ
ット・インターフェイスの名前です。

dataBitsPerSymbol 8 1 から
16368

シンボルあたりのビット数を定義します。例えば、バイト指向のインターフェ
イスには 8 ビットのシンボルがあります。この値は、2 の累乗に制限されま
せん。

symbolsPerBeat 1 1 から
16368

それぞれの有効なサイクルで転送されるシンボルの数です。
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プロパティー名 デフォル
ト値

正当な値 説明

maxCredit 256 1 から 256 データ・インターフェイスでサポートすることができるクレジットの最大数で
す。

errorDescriptor 0 文字列のリス
ト

エラー信号の各ビットに関連するエラーを記述するワードのリストです。リ
ストの長さは、エラー信号のビット数と同じになる必要があります。リストの
最初のワードは、最上位ビットに適用されます。例えば、「crc, overflow」
は、エラーのビット [1] が CRC エラーを示していることを意味します。ビッ
ト [0] はオーバーフロー・エラーを示しています。

firstSymbolInHighOrderBits True True、False True の場合、最初のシンボルがデータ・インターフェイスの最上位ビットに
駆動されます。最上位のシンボルには、この仕様では D0 のラベルが付けら
れます。このプロパティーが False に設定されている場合、最初のシンボル
が下位ビットに表示されます。D0 はデータ [7:0] に表示されます。32 ビッ
ト・バスでは、True の場合、D0 はビット [31:24] に表示されます。

maxChannel 0 0 データ・インターフェイスでサポートすることができる最大チャネル数です。

6.2.2. 標準的なデータ転送

このセクションでは、ソース・インターフェイスからシンク・インターフェイスへのデータの転送を定義しま
す。いずれの場合も、データソースとデータシンクは仕様に準拠している必要があります。ソース・プロト
コル・エラーの検出は、データシンクが担うものではありません。

次の図は、Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスで通常使用される信号を示しています。

図 -33: 標準的な Avalon ストリーミング・クレジット信号

この図が示すように、標準的な Avalon ストリーミング・クレジット・ソース・インターフェイスは、
valid、data、error、channel信号をシンクへ駆動します。シンクは、updateおよび credit
信号を駆動します。

6.  Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス
683091 | 2020.12.21

Avalon®インターフェイスの仕様書 フィードバック

56

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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 -34: 標準的なクレジットとデータの転送

上の図は、ソースとシンク間の標準的なクレジットとデータの転送を示しています。シンクで update
がアサートされてからソースで updateを受信するまでには、遅延が発生する場合があります。同様に、
ソースでデータの validがアサートされてからシンクでデータを受信するまでに、遅延が発生する場
合があります。シンクからソースへのクレジットパスとソースからシンクへのデータパスの遅延は、等しく
なる必要はありません。これらの遅延は、0 サイクルにすることもできます。すなわち、シンクで update
をアサートした際に、ソースは同じサイクルでそれを認識します。また、ソースで validをアサートした
際に、シンクは同じサイクルでそれを認識します。ソースにクレジットがない場合は、validをアサート
することができません。転送されたクレジットは累積されます。シンクが maxCredit プロパティーに等
しいクレジットをすでに転送しており、データを受信していない場合、シンクでは、少なくとも 1 つのデー
タを受信する、もしくは return_creditパルスをソースから受信するまで、updateをアサートす
ることができません。

シンクがソースにクレジットを提供している場合、シンクでは、ソースからのデータをバックプレッシャー
することができません。つまり、未処理のクレジットがある場合、シンクはソースからのデータを受け入れ
る必要があります。ソースでは、クレジットを受信していない、もしくは受信したクレジットが尽きている
(つまり、受信したクレジットに代わってすでにデータを送信している) 場合は、validをアサートする
ことができません。

ソースにクレジットがない場合、ソースでは、クレジットを受信したサイクルと同じサイクルでデータの転
送を開始することができません。同様に、シンクが maxCredit プロパティーに等しいクレジットを転送
し、データを受信している場合、シンクは、データを受信したサイクルと同じサイクルで update を送信す
ることができません。これらの制約は、実装での複合ループを回避するために設定されています。

6.2.3. クレジットの返送

Avalon ストリーミング・クレジット・プロトコルは、return_credit信号をサポートします。この信
号は、ソースでクレジットをシンクに戻すために使用されます。この信号がアサートされているサイクル
はそれぞれ、ソースが 1 つのクレジットを返していることを示します。ソースが複数のクレジットを返す
場合は、この信号を複数サイクルアサートする必要があります。例えば、ソースから 10 個の未処理のク
レジットを返す場合、ソースは return_credit信号を 10 サイクルアサートします。シンクでは、内
部のクレジット管理カウンターで返されたクレジットを記録する必要があります。クレジットは、ソース
のクレジットが 0 ではない限り、いつでもソースから返すことができます。

次の図は、ソースがクレジットを返送している例を示しています。図で示されているとおり、
outstanding_credit は、ソースの内部カウンターです。ソースがクレジットを返すと、このカウンター
はデクリメントされます。

6.  Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイス
683091 | 2020.12.21

フィードバック Avalon®インターフェイスの仕様書

57

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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 -35: ソースにおけるクレジットの返送

注意: 上の図は、validがデアサートされている際のクレジットの返送を示していますが、
return_creditは、validがアサートされている際にアサートすることもできます。この場合、ソ
ースは実質的に 2 つのクレジット (1 つは valid、もう 1 つは return_creditに対して) を使用
します。

6.3.  Avalon ストリーミング・クレジットにおけるユーザー信号

ユーザー信号はオプションのサイドバンド信号で、データとともに移動します。これらの信号は、データが
有効な場合にのみ有効とみなされます。ユーザー信号には定義されている意味や目的がないため、これ
らの信号を使用する際には注意が必要です。相互に接続されている 2 つの IP でユーザー信号の役割が
合意されていることを保証するのは、システム設計者の責任です。

2 つのタイプのユーザー信号 (シンボルごとのユーザー信号とパケットごとのユーザー信号) について
説明します。

6.3.1. シンボルごとのユーザー信号

名前で示されているように、データにおいて、シンボルごとのユーザー信号 (symbol_user) を各シ
ンボルに定義します。データ内の各シンボルでは、ユーザー信号をもつことができます。例えば、データ内
のシンボルの数が 8 で、symbol_userの幅が 2 ビットの場合、symbol_user信号の合計幅は、
16 ビットです。

symbol_userは、データが有効な場合にのみ有効です。データが有効な場合、ソースでは、サイクル
ごとにこの信号を変更することができます。シンクでは、空のシンボルの symbol_userビットの値を
無視することができます。

この信号をもつソースが、インターフェイスにこの信号をもたないシンクに接続されている場合、ソース
からの信号は、生成されたインターコネクトで停滞します。

この信号をもたないソースが、インターフェイスにこの信号をもつシンクに接続されている場合、シンク
の入力ユーザー信号は 0 に結び付けられます。

ソースとシンクの両方で、データに同じ数のシンボルがある場合、両方のユーザー信号の幅を等しくする
必要があります。これに従わない場合は、接続することができません。
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幅の広いソースが幅の狭いシンクに接続されており、両方にシンボルごとのユーザー信号がある場合
は、その両方で、それぞれのシンボルに関連付けられているユーザー信号のビットが等しくなるようにす
る必要があります。例えば、16 シンボルのソースで 2 ビットのユーザー信号が各シンボルに関連付けら
れている (合計 32 ビットのユーザー信号) 場合、4 シンボルのシンクには 8 ビット幅のユーザー信号
が必要です (各シンボルに 2 ビットが関連付けられる)。データ・フォーマット・アダプターでは、16 シン
ボルのソースデータを 4 シンボルのシンクデータに変換し、32 ビットのユーザー信号を 8 ビットのユー
ザー信号に変換することができます。データ・フォーマット・アダプターは、シンボルと対応するユーザー
信号のビット間の関連付けを維持します。

同様に、幅の狭いソースが幅の広いシンクに接続されており、両方にシンボルごとのユーザー信号があ
る場合は、その両方で、それぞれのシンボルに関連付けられているユーザー信号のビットが等しくなるよ
うにする必要があります。例えば、4 シンボルのソースで 2 ビットのユーザー信号が各シンボルに関連
付けられている (合計 8 ビットのユーザー信号) 場合、16 シンボルのシンクには 32 ビット幅のユーザ
ー信号が必要です (各シンボルに 2 ビットが関連付けられる)。データ・フォーマット・アダプターでは、4
シンボルのソースデータを 16 シンボルのシンクデータに変換し、8 ビットのユーザー信号を 32 ビット
のユーザー信号に変換することができます。データ・フォーマット・アダプターは、シンボルと対応するユ
ーザー信号のビット間の関連付けを維持します。パケットがデータ幅の比率よりも小さい場合、データ・
フォーマット・アダプターは、それに応じて空の値を設定します。シンクでは、空のシンボルに関連付けら
れているユーザービットの値を無視する必要があります。

6.3.2. パケットごとのユーザー信号

symbol_userのほかに、パケットごとのユーザー信号 (packet_user) をインターフェイスで宣
言することもできます。packet_userは、任意の幅にすることができます。symbol_userとは異な
り、packet_userは、パケット全体で一定にする必要があります。つまり、値をパケットの開始時に設
定し、その値をパケットの終了まで維持する必要があります。この制約により、packet_userの複製、
チョップ (広いソース、狭いシンク) もしくは連結 (狭いソース、広いシンク) のオプションがなくなるた
め、データ・フォーマット・アダプターの実装が単純になります。

ソースに packet_userがあり、シンクにはない場合、ソースからの packet_userは停滞します。
このようなケースでは、システム設計者には注意が必要です。この信号でクリティカルな制御情報を送信
しないでください。信号は、完全に、または部分的に無視されます。

ソースに packet_userがなく、シンクにはある場合、シンクへの packet_userは 0 に結び付け
られます。
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7.  Avalon コンジット・インターフェイス

Avalon コンジット・インターフェイスは、一連の任意の信号をグループ化します。コンジット信号には任
意の役割を指定することができます。ただし、コンジットを接続する場合は、役割と幅が一致しており、方
向を反対にする必要があります。 Avalon コンジット・インターフェイスには、入力、出力、および双方向
の信号を含めることができます。モジュールには、複数の Avalon コンジット・インターフェイスを含め
て、論理信号のグループ化を提供することができます。コンジット・インターフェイスでは、関連するクロ
ックを宣言することができます。接続されているコンジット・インターフェイスが異なるクロックドメイン
にある場合、プラットフォーム・デザイナーはエラーメッセージを生成します。

注意: 可能であれば、Avalon コンジット・インターフェイスを作成するのではなく、標準の Avalon-MM もしく
は Avalon-ST インターフェイスを使用することが推奨されます。プラットフォーム・デザイナーでは、こ
れらの 2 つのインターフェイスの検証と適応を提供します。プラットフォーム・デザイナーでは、Avalon
コンジット・インターフェイスの検証または適応を提供することはできません。

コンジット・インターフェイスは通常、オフチップデバイスの信号の駆動 (SDRAM のアドレス、データ、制
御信号など) に使用されます。

図 -36: コンジット・インターフェイスに焦点を当てた図
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7.1.  Avalon コンジット信号の役割

表 22. コンジット信号の役割

信号の役割 幅 方向 説明

<any> <n> 入力、出力、双方向 コンジット・インターフェイスは、任意の幅の 1 つもしくは複数の入
力、出力、または双方向信号で構成されます。コンジットには、ユーザ
ーが指定する任意の役割を設定することができます。プラットフォー
ム・デザイナー (スタンダード) システム内の互換性のあるコンジッ
ト・インターフェイスは、役割と幅が一致し、方向が反対である場合に
接続することができます。

7.2. コンジットのプロパティー

コンジット・インターフェイスのプロパティーはありません。
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8.  Avalon トライステート・コンジット・インターフェイス

Avalon トライステート・コンジット (Avalon-TC) インターフェイスは、ポイントツーポイントのインタ
ーフェイスで、オフチップのコンポーネントを駆動するオンチップ・コントローラーに向けて設計されてい
ます。このインターフェイスにより、データ、アドレス、および制御ピンを複数のトライステート・デバイス
間で共有することができます。共有することにより、複数の外部メモリーデバイスを備えるシステムにお
いてピンが節約されます。

Avalon-TC インターフェイスは、より一般的な Avalon コンジット・インターフェイスを次の 2 つの方法
で制約します。

• Avalon-TC には、request信号と grant信号が必要です。これらの信号は、複数のトライステ
ート・コンジット・マスター (TCM) が共有バスへのアクセスを要求している際のバスの調停を有効
にします。

• 信号のピンタイプは、信号の役割に付加されるサフィックスを使用して指定する必要があります。サ
フィックスには、_out、_in、_outenの 3 つがあります。一致する役割のプリフィクスで、同じ
I/O ピンを共有する信号を識別します。次の図は、Avalon-TC の共有ピンの命名規則を示していま
す。

図 -37: 共有ピンのタイプ
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次の図は、Avalon-TC インターフェイスを使用することによるピンの共有を表しています。この図では、
以下の点を示しています。

• Tristate Conduit Pin Sharer には、それぞれのトライステート・コンジット・マスターに対する個
別のトライステート・コンジット・スレーブ・インターフェイスが含まれています。マスターとスレーブ
のそれぞれのペアには独自の request信号と grant信号があります。

• Tristate Conduit Pin Sharer は、同じ FPGA ピンを共有するトライステート信号と同じ役割を持
つ信号を識別します。この例では、addr_out、data_out、data_in、read_out、
write_out信号が共有されています。

• Tristate Conduit Pin Sharer は、共有される信号をすべて含む単一のバスを Tristate Conduit
Bridge へ駆動します。共有される信号の幅が異なる場合は、Tristate Conduit Pin Sharer は、0
番目のビットでそれらを揃えます。Tristate Conduit Pin Sharer は、小さい信号がバスを制御す
る際はかならず、上位のピンを 0 に駆動します。

• 共有されていない信号は、Tristate Conduit Pin Sharer を介して直接伝播します。この例では、
chipselect0_out、irq0_out、chipselect1_out、irq1_out信号が共有されてい
ません。

• 同じ Tristate Conduit Pin Sharer に接続されている Avalon-TC インターフェイスはすべて、同
じクロックドメインに属している必要があります。
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図 -38: トライステート・コンジット・インターフェイス
次の図は、Avalon-TC のマスターおよびスレーブ・インターフェイスの一般的な使用方法と信号名を示しています。
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Generic Tristate Controller および Tristate Conduit Pin Sharer の詳細に関しては、 Avalon
Tristate Conduit Components User Guide を参照してください。

関連情報
Avalon Tristate Conduit Components User Guide

8.1.  Avalon トライステート・コンジット信号の役割

次の表に、Avalon トライステート・コンジット・インターフェイスに定義されている信号を記載します。
Avalon-TC 信号はすべて、マスターとスレーブの両方に適用され、両方で同じ意味をもちます。
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表 23. トライステート・コンジット・インターフェイス信号の役割

信号の役割 幅 方向 必須 説明

request 1 マスター → スレー
ブ

はい requestの意味は、grant信号の状態によって異なります。
次に、その規則を示します。
requestがアサートされ、grantがデアサートされている場
合、requestは現在のサイクルのアクセスを要求しています。
requestがアサートされ、grantもアサートされている場
合、requestは、次のサイクルのアクセスを要求しています。そ
のため、requestは、アクセスの最終サイクルでデアサートさ
れる必要があります。
request信号は、バスアクセスの最後のサイクルでデアサー
トされます。request信号は、転送の最終サイクルの直後に再
度アサートすることができます。このプロトコルにより、他のマス
ターがアクセスを要求していない場合に、再調停と連続バスア
クセスがどちらも可能になります。
requestのアサート後は、それが許可されるまでアサートを
維持する必要があります。そのため、最短のバスアクセスは 2 サ
イクルです。トライステート・コンジットにおける調停のタイミン
グで、調停のタイミング例を確認してください。

grant 1 スレーブ → マスタ
ー

はい アサートされている場合、トライステート・コンジット・マスター
がトランザクションを実行するためのアクセスを保持しているこ
とを示します。grant信号は、request信号に応答してアサ
ートされます。grant信号は、requestのデアサート後 1 サ
イクルが経過するまでアサートされた状態で維持されます。

<name>_in 1 から 1024 スレーブ → マスタ
ー

いいえ 論理トライステート信号の入力信号です。

<name>_out 1 から 1024 マスター → スレー
ブ

いいえ 論理トライステート信号の出力信号です。

<name>_outen 1 マスター → スレー
ブ

いいえ 論理トライステート信号の出力イネーブルです。

8.2. トライステート・コンジットのプロパティー

Avalon-TC インターフェイスに、特別なプロパティーはありません。

8.3. トライステート・コンジットのタイミング

次の図は、Tristate Conduit Pin Sharer における調停のタイミングを示しています。デバイスでは、許
可されたサイクルで有効なデータを駆動または受信できることに注意してください。

8.  Avalon トライステート・コンジット・インターフェイス
683091 | 2020.12.21

フィードバック Avalon®インターフェイスの仕様書

65

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20Avalon%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E6%9B%B8%20(683091%202020.12.21)%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 -39: トライステート・コンジットにおける調停のタイミング
次の図では、以下のイベントのシーケンスを示しています。

1. サイクル 1 で、トライステート・コンジット・スレーブが grant をアサートしています。スレーブは有効なデータをサイクル 1 と 2
で駆動します。

2. サイクル 4 で、トライステート・コンジット・スレーブが grant をアサートしています。スレーブは有効なデータをサイクル 5 から
8 で駆動します。

3. サイクル 9 で、トライステート・コンジット・スレーブが grant をアサートしています。スレーブは有効なデータをサイクル 10 か
ら 17 で駆動します。

4. サイクル 3、4、9 に有効なデータは含まれません。

clk

request

grant

data_out[31:0] 0 a b c d e f 10 11 12 13 14 15 16 17

1 3 62 74 5 8 10 139 1411 12 16 1715

.
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A. 非推奨の信号

非推奨の信号には、不要になった、もしくは置き換えられた機能が実装されています。

begintransfer

Avalon-MM マスターの出力です。転送の開始時に単一サイクルでアサートされます。この信号は使用さ
れておらず、必要ありません。

chipselect または chipselect_n

次に説明されているとおり、チップセレクト信号 (chipselectまたは chipselect_n) は、
Avalon トライステート・コンジット (Avalon-TC) インターフェイス・タイプのリリースに伴い非推奨に
なりました。Avalon-TC インターフェイスにはチップセレクト信号が含まれています。

それまでの chipselectは、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフェイス
への 1 ビットの入力で、読み出しまたは書き込み転送の開始を通知するものでした。現在のプラットフォ
ーム・デザイナーのインターコネクトでは、マスターからの読み出しおよび書き込み信号をアドレスおよ
びアドレスマップに基づきフィルタリングします。プラットフォーム・デザイナーのインターコネクトは、読
み出しおよび書き込み信号を適切な Avalon-MM スレーブにのみ駆動します。そのため、チップセレクト
は不要です。

この信号は、非常に初期のマイクロプロセッサーの設計に由来するものです。CPLD は、マイクロプロセ
ッサーのアドレスをデコードし、ペリフェラル (ほとんどの場合は非同期) のチップセレクトを生成してい
ました。同期システムでは、この信号は不要です。

flush

Avalon インターフェイスの仕様書のバージョン 1.2 で削除された信号です。以前は、パイプライン読み
出しにおける保留中の転送をクリアするためにマスターで利用することができました。
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B.  Avalon インターフェイスの仕様書の改訂履歴

ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus Prime の
バージョン

変更内容

2020.12.21 20.1 readyLatencyのリファレンスを、固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送セ
クション内の正しい readLatencyパラメーターに変更しました。

2020.05.26 20.1 readyLatencyおよび readyAllowanceを使用するデータ転送のセクションで、
図 27 のタイミング図に説明をさらに追加しました。

2020.05.07 20.1 Avalon Memory Mapped インターフェイス信号の役割のセクションで、
writeresponsevalid信号のタイミングに関する動作を明確にしました。
Avalon ストリーミング・インターフェイス信号の役割のセクションで、dataおよび
empty信号のバス幅を更新しました。

2020.04.13 20.1 Avalon ストリーミング・クレジット・インターフェイスの章を追加しました。

2020.01.03 18.1 burstOnBurstBoundariesインターフェイス・プロパティーの定義を訂正しまし
た。True の場合、バーストは最大バーストサイズの倍数で開始する必要があります。

2019.10.08 18.1 symbolsPerBeatへのリファレンスを削除しました。これは非推奨のパラメーターで
す。
データのレイアウトの項に注記を追加し、Avalon ストリーミング・インターフェイスがビッ
グエンディアンとリトルエンディアンの両方のモードをサポートすることを明確にしまし
た。

2019.10.03 18.1 固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送の項で、固定レイテンシーを指定するプ
ロパティーを訂正しました。readWaitTimeプロパティーではなく、readyLatency
プロパティーがこの値を指定します。

2018.09.26 18.1 書き込みバーストのセクションに、byteenable がすべて 0 の書き込みは、Avalon-MM
スレーブに有効なトランザクションとして渡されるという内容を追加しました。

2018.09.24 18.1 Avalon Memory Mapped インターフェイス信号の役割に、連続するバイトイネーブル
のサポートを追加しました。

2018.05.22 18.0 次の変更を行いました。
• Avalon-ST インターフェイスのプロパティーの表で、beatsPerCycleのデフォル

ト値を訂正しました。デフォルト値は 1 です。
• Avalon-ST インターフェイスのプロパティーの表で、beatsPerCycleの正当な

値を追加しました。正当な値は 1、2、4、8 です。
• 軽微な誤りと誤記を訂正しました。

2018.05.07 18.0 次の変更を行いました。
• readyAllowanceパラメーターのサポートを追加しました。
• バックプレッシャーを使用するデータ転送の項を更新し、readyAllowanceパラ

メーターのサポートを導入しました。
• 軽微な誤りと誤記を訂正しました。

2018.03.22 17.1 次の変更を行いました。
continued...   
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus Prime の
バージョン

変更内容

• Waitrequest を使用する読み出しおよび書き込み転送のタイミング図で次の内容を
変更しました。
— readdatavalid信号を削除しました。この信号は、waitrequest使用時

に関係ありません。
— 番号 4 の readdataおよび responseを 1 サイクル進めました。
— read信号を番号 1 と揃えました。

• waitrequestAllowance プロパティーを使用する転送のセクションを拡大しました。
より複雑なタイミング図を提供しています。

• 読み出しバーストセクションの内容を更新しました。burstcount > 1の読み出
しの場合、インテルでは、byteenableをすべてアサートすることを推奨していま
す。

• waitrequestAllowance が 2 に等しい - 非推奨のケースの項の内容を充実させま
した。タイミング図を訂正しました。データは、クロックサイクル 11 から 2 サイクルの
間安定して維持される必要があります。

2017 年 11 月 17.1 次の変更を行いました。
• 読み出しバーストの内容を次のように更新しました。

— 「マスターがスレーブに直接接続している場合、burstcount の <n> は、スレー
ブから <n> ワードの readdata を戻してバーストを完了させる必要があること
を意味します」の内容に説明を加えました。この内容は、マスターが直接スレーブ
に接続している場合に当てはまります。インターコネクトでマスターとスレーブを
繋いでいる場合は、当てはまらないことがあります。

— 読み出しバーストの説明から、「読み出しバーストコマンドで提供される
byteenable は、バーストのサイクルすべてに適用されます」の部分を削除しまし
た。この内容は、現在該当しません。ただし、インテルでは、burstcount > 1
の読み出しの場合、byteenable をすべてアサートすることを推奨しています。

• パイプライン転送のセクションから、書き込み転送をパイプラインにすることはできま
せんの一文を削除しました。書き込みは、writeresponsevalid信号を使用して
パイプライン化することができます。

• Avalon-MM の読み出しおよび書き込み応答のタイミング図のセクションで、読み出
しおよび書き込み応答の説明を追加しました。

• reset_req信号の説明を更新しました。
• irqの幅を 1 ビットから 1 から 32 ビットに変更しました。インテル Quartus

Prime プロ・エディションおよびインテル Quartus Prime スタンダード・エディショ
ンは、割り込みベクトルをサポートします。

2017 年 5 月 Quartus Prime Pro v17.1
Stratix 10 ES Editions

次の変更を行いました。
• 次のインターフェイス・プロパティーのパラメーターを追加しました。

— waitrequestAllowanceパラメーターは、高速動作をサポートします。この
パラメーターは、Avalon-MM インターフェイスで利用することができます。この
パラメーターを使用する際のタイミング図を追加しました。

— minimumResponseLatencyパラメーターは、Avalon-MM インターフ
ェイスのタイミング・クロージャーを容易にします。このパラメーターを使用する際
のタイミング図を追加しました。

2015 年 12 月 15.1 次の変更を行いました。
• empty信号の幅を最大 8 ビットから最大 5 ビットに変更しました。
• reset_req信号の定義を更新しました。
• 2 サイクルの固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送のタイミング図から

readdatavalid信号を削除しました。この信号は、固定レイテンシーでの転送に
は該当しません。

• empty信号を定義する計算式を訂正しました。
• 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送のタイミング図で次の内容を変更し

ました。
— read信号のデアサートをサイクル 9 に移動しました。
— サイクル 9 で、waitrequestをドントケアに変更しました。

2015 年 3 月 14.1 図 1-1 の誤記を訂正しました。

continued...   
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ドキュメント・バージ
ョン

インテル Quartus Prime の
バージョン

変更内容

2015 年 1 月 14.1 次の変更を行いました。
• アドレス・アライメントの例を明確にしました。Avalon-MM のマスターとスレーブ・イ

ンターフェイスの幅は異なります。
• 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送の内容を更新しました。タイミング

の番号 2 をクロックの立ち上がりエッジに合わせて訂正しました。
• 2 サイクルの固定レイテンシーでのパイプライン読み出し転送の内容を更新しまし

た。
• beatsPerCycleプロパティーの使用について明確にしました。
• ラインでラップされるバーストのアドレス範囲を訂正しました。64 バイトのバースト

の正しいアドレス範囲は、0x0–0x1C ではなく 0x0–0x3C です。
• トライステート・コンジットにおける調停のタイミングで、図の説明を次のように訂正

しました。
— トライステート・コンジットのスレーブが grant をアサートします。トライステー

ト・コンジットのマスターではありません。
— 最終 grant は、サイクル 8 ではなくサイクル 9 で発生します。

• 非推奨の信号に関する付録を追加しました。
• 読み出しの response信号を追加しました。
• クロック信号タイプとリセット信号タイプの定義を更新しました。
• クロックシンクのプロパティーの定義を訂正しました。
• リセット・ソース・インターフェイスの synchronousEdgesの定義を訂正しまし

た。
• Avalon-MM の response信号のタイプについて明確にしました。
• emptyの定義を更新しました。この信号は、emptyWithinPacketが True であ

るとして解釈する必要があります。
• 明確さと統一性を維持するための編集を行いました。

2014 年 6 月 14.0 • Avalon-MM 信号の表で、begintransfer、readdatavalid、
readdatavalid_nを更新しました。

• Waitrequest を使用する読み出しおよび書き込み転送の図を更新しました。
— 書き込みのデアサートをサイクル 6 に移動しました。
— readdatavalidおよび readdataのアサートをサイクル 4 に移動しまし

た。
• 可変レイテンシーでのパイプライン読み出し転送の図を更新しました。

— data1のアサートをサイクル 5 の直後に移動し、data2のアサートをサイクル
6 に移動しました。

— readdatavalidのアサートを移動し、data1および data2に一致させて
います。

2014 年 4 月 13.01 Avalon Memory-Mapped インターフェイスの章で、Waitrequest を使用する読み出し
および書き込み転送を訂正しました。

2013 年 5 月 13.0 次の変更を行いました。
• Avalon Memory-Mapped インターフェイスで軽微な更新を行いまいした。
• Avalon ストリーミング・インターフェイスで軽微な更新を行いました。
• Avalon コンジット・インターフェイスを更新し、Avalon コンジット・インターフェイス

でサポートされる信号の役割を説明しています。
• Avalon トライステート・コンジット・インターフェイスの章で、 共有ピンのタイプの図

を更新しました。

2011 年 5 月 11.0 Avalon インターフェイスの仕様書初版
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