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1. 概要

このユーザーガイドでは、インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェアで提供される IP コアについ
て説明します。

IP コアは、インテル FPGA デバイスに対して 適化されており、容易に実装することができるため、設計
とテストの時間が短縮されます。プラットフォーム・デザイナーの IP パラメーター・エディターを使用して
IP コアをシステムに追加し、コアをコンフィグレーションしてそれらの接続を指定することができます。

プラットフォーム・デザイナーを使用する前に、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのリリースノ
ートを参照し、既知の問題と制限を確認します。一般的なフィードバックおよび技術サポートを送信する
には、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの Help メニューもしくはインテル FPGA 技術資料
のフィードバックをクリックしてください。

関連情報
• Intel Quartus Prime Pro Edition Handbook

• Intel Quartus Prime Standard Edition Handbook

1.1. ツールサポート

プラットフォーム・デザイナーは、システムレベルの統合ツールであり、インテル Quartus Prime 開発
ソフトウェアの一部として含まれています。プラットフォーム・デザイナーは、知的財産 (IP) 機能とサブ
システムを接続するインターコネクト・ロジックを自動的に生成することにより、FPGA デザインプロセス
の時間と作業を大幅に縮小します。デザインは、プラットフォーム・デザイナーのコンポーネント・ライブラ
リーからの IP コアを使用して実装することができます。

このユーザーガイドで説明されている IP コアはすべて、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・エディションの両方でサポートされています。ただし、次の
コアは、インテル Quartus Prime スタンダード・エディションでのみサポートされています。

• SDRAM コントローラー・コア

• トライステート SDRAM コア

• コンパクト・フラッシュ・コア

• EPCS シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア

• 16207 LCD コントローラー・コア

• Scatter-Gather DMA コントローラー・コア

• Video Sync Generator コアと Pixel Converter コア

• Avalon®-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コア

• Avalon-MM DDR Memory Half Rate Bridgeコア

• モジュラー ADC コア

• モジュラーデュアル ADC コア
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注意: インテル Quartus Prime プロ・エディションは、インテル Agilex™、インテル Stratix® 10、インテル
Arria® 10、およびインテル Cyclone® 10 GX デバイスファミリーのみをサポートします。

関連情報
• インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションおよびデバイス・サポート・リリ

ースノート

• Quartus® Prime 開発ソフトウェア・スタンダード・エディションおよびデバイスサポート・リリース
ノート

1.2. デバイスサポート

次の IP コアは、インテル Quartus Prime スタンダード・エディションでのみサポートされています。

• EPCS シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア

• SDRAM コントローラー・コア

• トライステート SDRAM コア

• コンパクト・フラッシュ・コア

• 16207 LCD コントローラー・コア

• Scatter-Gather DMA コントローラー・コア

• Video Sync Generator コアと Pixel Converter コア

• Avalon Streaming インターフェイス・テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チ
ェッカー・コア

• Avalon Memory-Mapped インターフェイス DDR Memory Half Rate Bridge コア

• モジュラー ADC コア (インテル MAX® 10 デバイスのみ)

• モジュラーデュアル ADC コア (インテル MAX 10 デバイスのみ)

注意: インテル Quartus Prime スタンダード・エディションは、古い FPGA デバイスをサポートします
(Stratix V 以下、Arria V 以下、Cyclone V 以下)。詳細は、Quartus® Prime 開発ソフトウェア・スタ
ンダード・エディションおよびデバイスサポート・リリースノートを参照してください。

このユーザーガイドで説明されている他の IP コアは、それぞれの章で指定されていない限り、すべての
インテル FPGA デバイスファミリーをサポートします。

それぞれのデバイスファミリーでは異なる I/O 標準をサポートするため、特定のコンポーネントにインタ
ーフェイス接続するコアの機能が影響を受ける可能性があります。サポートされている I/O タイプの詳
細に関しては、ターゲットのデバイスファミリーのデバイス・ハンドブックを参照してください。

関連情報
• インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションおよびデバイス・サポート・リリ

ースノート

• Quartus® Prime 開発ソフトウェア・スタンダード・エディションおよびデバイスサポート・リリース
ノート

1. 概要
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1.3. エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド改訂履歴

このセクションでは、このユーザーガイド全体の改訂履歴を示します。特定の章における変更についての
詳細は、それぞれの章の改訂履歴を参照してください。

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

2020.09.21 20.2 次の章を更新しました。
• eSPI to LPC ブリッジコア
• Modular Scatter-Gather DMA コア
• Avalon-ST データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コア

2020.07.22 20.2 次の章を更新しました。
• インテル eSPI スレーブコア
• eSPI to LPC ブリッジコア
• インテル FPGA MII to RMII コンバーター・コア

2020.01.22 19.4 次の章を更新しました。
• UART コア

2019.12.16 19.4 次の章を更新しました。
• Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コア
• SPI コア
• SDRAM コントローラー・コア
• インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コア
• インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コア
インテル FPGA MII to RMII コンバーター・コアの章を新しく追加しました。

2019.08.16 19.2 次の章を更新しました。
• インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コア

2019.07.16 19.1 次の章を更新しました。
• Avalon-ST シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・コア
• インテル FPGA 16550 互換 UART コア
• インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコア

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

2019.04.01 19.1 • インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプターコアの章を新しく
追加しました。

• 次の章を更新しました。
— SPI Slave to Avalon Master Bridgeコア/JTAG to Avalon Master

Bridge コア
— インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コア
— インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コア
— インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コア
— Modular Scatter-Gather DMA コア

2018.09.24 18.1 • eSPI to LPC ブリッジコアの章を新しく追加しました。
• 次の章を更新しました。

— SPI コア
— eSPI コア
— UART コア
— インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア
— EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
— インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
— インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コア
— インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コア
— インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コア
— インターバル・タイマー・コア
— オンチップ FIFO メモリーコア
— Modular Scatter-Gather DMA コア

2018.05.07 18.0 • eSPI コアの章を新しく追加しました。
• 編集上の改善をすべての章で行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 • サポートされるデバイスの項をさまざまなコアの章から削除しました。デバイスサポー
トを参照してください。

2016 年 12 月 2016.12.19 メンテナンス・リリース

2016 年 10 月 2016.10.28 新しい章
• Altera Avalon I2C (Master) コア
更新された章
• 16550 UART コア
• Altera I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コア

2016 年 6 月 2016.06.17 新しい章
• Avalon-MM DDR Memory Half Rate Bridge コア
更新された章
• UART コア
• SPI コア
• Altera Interrupt Latency Counter コア
• Altera I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コア

2016 年 5 月 2016.05.03 新しい章
• Altera I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コア
更新された章
• ベクトル割り込みコントローラー・コア

2015 年 12 月 2015.12.16 削除された章

continued...   

1. 概要
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

23

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


日付 バージョン 変更内容

• PCI Lite Core
• Avalon-ST JTAG Interface Core
更新された章
• 16550 UART コア
• PIO コア
• Altera Modular Scatter-Gather DMAコア

2015 年 11 月 2015.11.06 削除された章
• Mailbox コアが インテル FPGA Avalon Mailbox コア (155 ページ) に置き換えら

れました。
更新された章
• 16550 UART コア
• Avalon-ST Bytes to Packets Converter コアと Packets to Bytes Converter

コア
• Altera Modular Scatter-Gather DMAコア
• ベクトル割り込みコントローラー・コア
• Altera GMII to RGMII アダプターコア
• Altera Avalon Mailbox (simple) コア

2015 年 6 月 2015.06.12 新しい章
• Altera クアッド SPI コントローラー・コア
• Altera シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
• Altera Avalon Mailbox コア
• Altera GMII to RGMII アダプターコア
更新された章
• 16550 UART コア
• パフォーマンス・カウンター・コア
• DMA コントローラー・コア
• PIO コア
• インターバル・タイマー・コア
次の章が再挿入されました。
• Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コア
• Avalon ストリーミング・チャネル・マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コア
• Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コア
• Avalon-ST Delay コア
• Avalon-ST Splitter コア
• Avalon ストリーミング・テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェ

ッカー・コア
• Avalon ストリーミング・データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェ

ッカー・コア
次の章を削除しました。
• Common Flash Interface Controller Core
• Cyclone III Remote Update Controller Core (V14.0 以降は利用することがで

きません)
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2.  Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コア

2.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) Multi-Channel Shared Memory FIFO コアは、Avalon-ST デ
ータ・インターフェイスを備える FIFO バッファーです。 大 16 チャネルをサポートするこのコアは、連
続するメモリー空間であり、各チャネルに専用のメモリーセグメントを割り当てます。特定のチャネルに
おいて、データは入力インターフェイスで受信した順序と同じ順序で出力インターフェイスに配信されま
す。

次に、システムにおけるこのコアの使用例を示しています。この例では、このコアを使用して 4 ポート・ト
リプルスピード・イーサネット IP コアとの間で送受信されるデータをバッファーします。プロセッサーを
使用している場合は、特定のチャネルのデータをトリプルスピード・イーサネット IP コアに配信するよう
に要求することができます。

図 -1: システムでの Multi-Channel Shared Memory FIFO の使用例
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2.2. パフォーマンスおよびリソース使用率

このセクションでは、さまざまなインテル FPGA デバイスファミリーのリソース使用率とパフォーマンス・
データを一覧にしています。示されている概算は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用し
てコアをコンパイルすることにより取得しています。

次の表は、Stratix II GX デバイス (EP2SGX130GF1508I4) のリソース使用率とパフォーマンス・デ
ータを示しています。
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表 1. Stratix II GX デバイスのメモリー使用率とパフォーマンス・データ

チャネル ALUT ロジックレジスター メモリーブロック fMAX
(MHz)

M512 M4K M-RAM

4 559 382 0 0 1 > 125

12 1617 1028 0 0 6 > 125

次の表は、Stratix III デバイス (EP3SL340F1760C3) のリソース使用率とパフォーマンス・データを
示しています。Stratix IV デバイスの IP コアのパフォーマンスは、Stratix III デバイスに類似していま
す。

表 2. Stratix III デバイスのメモリー使用率とパフォーマンス・データ

チャネル ALUT ロジックレジスター メモリーブロック fMAX
(MHz)

M9K M144K MLAB

4 557 345 37 0 0 > 125

12 1741 1028 0 24 0 > 125

次の表は、Cyclone III デバイス (EP3C120F780I7) のリソース使用率とパフォーマンス・データを示
しています。

表 3. Cyclone III デバイスのメモリー使用率とパフォーマンス・データ

チャネル 合計ロジックエレメント 合計レジスター メモリー
M9K

fMAX
(MHz)

4 711 346 37 > 125

12 2284 1029 412 > 125

2.3. 機能の説明

図 -2: Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コア

Avalon-ST
Status Source

Avalon-ST
Status Source

Multi-Channel Shared FIFO

lluf_tsomlaytpme_tsomla

out

contro l fill_level request

in

Avalon-MM
Slave

Avalon-MM
Status

Avalon-MM
Status

Avalon-ST
Data Sink

Avalon-ST
Data Source

2.  Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

26

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


2.3.1. インターフェイス

このセクションでは、コアのインターフェイスについて説明します。

Avalon-ST インターフェイス

このコアには、Avalon-ST インターフェイスが含まれており、データと almost-full のステータスを転送
します。

表 4. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

データ・インターフェイス ステータス・インターフェイス

バックプレッシャー レディー・レイテンシー = 0 サポートされていません

データ幅 コンフィグレーション可能 データ幅 = 2 ビット
ビートあたりのシンボル = 1

チャネル 大 16 チャネルがサポートされます 大 16 チャネルがサポートされます

エラー コンフィグレーション可能 使用されません

パケット サポートされています サポートされていません

Avalon-MM インターフェイス

このコアには 大 3 つの Avalon-MM インターフェイスを含めることができます。

• Avalon-MM コントロール・インターフェイス — マスター・ペリフェラルで almost-full および
almost-empty のしきい値を設定し、アクセスできるようにします。同じしきい値のセットがすべて
のチャネルで使用されます。しきい値のレジスターについての説明は、コントロール・インターフェイ
スのレジスターマップの図を参照してください。

• Avalon-MM フィルレベル・インターフェイス — マスター・ペリフェラルで特定のチャネルの
FIFO バッファーのフィルレベルを取得できるようにします。フィルレベルは、任意の時点での FIFO
バッファー内のデータ量を表します。このインターフェイスの読み出しレイテンシーは 1 です。フィル
レベル・レジスターについての説明は、フィルレベル・インターフェイスのレジスターマップの表を参
照してください。

• Avalon-MM リクエスト・インターフェイス — マスター・ペリフェラルで特定のチャネルのデータ
を要求できるようにします。このインターフェイスは、Use Request パラメーターがオンになって
いる場合にのみ実装されます。request_address信号にはチャネル番号が含まれます。各要
求には 1 ワードのデータのみが返されます。

Avalon インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してくださ
い。

2.3.2. 動作

Avalon-ST Multi-Channel Shared FIFO コアは、コア内の専用メモリーセグメントを各チャネルに
割り当て、メモリーセグメントが単一のメモリーブロックを占有するように実装されます。FIFO depth
パラメーターは、各メモリーセグメントの深さを決定します。

このコアは、inインターフェイス (Avalon-ST シンク) でデータを受信し、そのデータを割り当てられて
いるメモリーセグメントに格納します。パケットにエラーが含まれている (in_error信号がアサート
されている) 場合、コアはそのパケットをドロップします。

2.  Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コア
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コアは、requestインターフェイス (Avalon-MM スレーブ) で要求を受信すると、inインターフェイ
スで完全なパケットを受信している場合にのみ、要求されているデータを outインターフェイス
(Avalon-ST ソース) に転送します。コアが完全なパケットを受信していない場合、もしくは要求されて
いるチャネルにデータがない場合、コアは outインターフェイスで valid信号をデアサートし、チャネ
ルのデータが利用できないことを示します。出力レイテンシーは 3 で、一度に 1 ワードのデータのみを要
求することができます。

Avalon-MM リクエスト・インターフェイスが使用されていない場合、request_write信号はアサー
トされたままになり、request_address信号は 0 に設定されます。したがって、複数のチャネルをサ
ポートするようにコアをコンフィグレーションする場合は、Use request パラメーターがオンになって
いることを確認する必要があります。そうでない場合は、チャネル 0 にのみアクセスすることが可能です。

almost-full のしきい値をコンフィグレーションし、FIFO のオーバーフローを管理することができます。
各チャネルの現在のしきい値のステータスは、コアの Avalon-ST ステータス・インターフェイスからラウ
ンドロビン方式で取得することができます。例えば、このインターフェイスでチャネル 0 のしきい値のス
テータスをクロックサイクル n で取得すると、チャネル 1 のしきい値のステータスはクロックサイクル n
+1 で取得することができます (以降も同様)。

2.4. パラメーター

表 5. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 説明

Number of channels 1、2、4、8、16 Avalon-ST データ・インターフェイスでサポートされるチャネルの総数。

Symbols per beat 1–32 Avalon-ST データ・インターフェイスにおいて 1 つのビートで転送されるシンボル数 。

Bits per symbol 1–32 Avalon-ST データ・インターフェイスにおけるビット単位のシンボル幅。

Error width 0–32 Avalon-ST データ・インターフェイスにおける error信号の幅。

FIFO depth 2–232 チャネルに割り当てられる各メモリーセグメントの深さ。値は 2 の倍数にする必要があり
ます。

Use packets 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-ST データ・インターフェイスでパケットサポ
ートが有効になります。

Use fill level 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-MM ステータス・インターフェイスが有効に
なります。

Number of almost-full
thresholds

0 から 2 有効にする almost-full しきい値の数。このパラメーターを 1 に設定すると、Use
almost-full threshold 1 が有効になります。2 に設定すると、Use almost-full
threshold 1 および Use almost-full threshold 2 の両方が有効になります。

Number of almost-empty
thresholds

0 から 2 有効にする almost-empty しきい値の数。このパラメーターを 1 に設定すると、Use
almost-empty threshold 1 が有効になります。2 に設定すると、Use almost-
empty threshold 1 および Use almost-empty threshold 2 の両方が有効に
なります。

Section available threshold 0 から 2 Address
width

出力インターフェイスに配信されるデータの量を指定します。このパラメーターは、パケッ
トサポートが無効になっている場合にのみ適用されます。

Packet buffer mode 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは完全なパケットのみを出力インターフ
ェイスに配信します。このパラメーターは、Use packets が 1 に設定されている場合に
のみ適用されます。

Drop on error 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは error信号がアサートされると、その
Avalon-ST データ・シンク・インターフェイスでパケットをドロップします。それ以外の場合
は、コアはパケットを受け入れ、同じエラーとともにそのパケットを Avalon-ST データ・ソ
ース・インターフェイスで送信します。このパラメーターは、パケット・バッファー・モードが
有効になっている場合にのみ適用されます。

continued...   

2.  Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

28

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


パラメーター 選択可能な値 説明

Address width 1-32 FIFO アドレスの幅です。このパラメーターは、FIFO depth パラメーターによって決まり
ます。FIFO depth = 2 Address Width。

Use request — このパラメーターをオンにして、Avalon-MM リクエスト・インターフェイスを実装します。
コアが複数のチャネルをサポートするようにコンフィグレーションされており、リクエスト・
インターフェイスが無効になっている場合は、チャネル 0 にのみアクセスすることができま
す。

Use almost-full threshold 1 — これらのパラメーターをオンにして、オプションの Avalon-ST almost-full および
almost-empty インターフェイスと、それらに対応するレジスターを実装します。しきい値
のレジスターについての説明は、コントロール・インターフェイスのレジスターマップを参
照してください。

Use almost-full threshold 2 —

Use almost-empty threshold 1 —

Use almost-empty threshold 2 —

Use almost-full threshold 1 0 または 1 このしきい値は、FIFO がフルに近い状態であることを示します。Number of almost-
full threshold パラメーターが 1 または 2 に設定されている場合に有効になります。

Use almost-full threshold 2 0 または 1 このしきい値は、FIFO がフルに近づいていることを示す 初の指標です。Number of
almost-full threshold パラメーターが 2 に設定されている場合に有効になります。

Use almost-empty threshold 1 0 または 1 このしきい値は、FIFO が空に近い状態であることを示します。Number of almost-
empty threshold パラメーターが 1 または 2 に設定されている場合に有効になりま
す。

Use almost-empty threshold 2 0 または 1 このしきい値は、FIFO が空に近づいていることを示す 初の指標です。Number of
almost-empty threshold パラメーターが 2 に設定されている場合に有効になりま
す。

2.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、Avalon-ST Multi-Channel Shared FIFO コアのソフトウェア・プログラミン
グ・モデルについて説明します。

2.5.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルが提供しているドライバーには HAL デバイスドライバーが実装されています。これは、Nios®

II システムの HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、広く利用されている HAL
API および ANSI C 標準ライブラリーを介して Avalon-ST Multi-Channel Shared FIFO コアにア
クセスします。

2.5.2. レジスターマップ

しきい値をコンフィグレーションし、Avalon-MM のコントロール・インターフェイスおよびフィルレベル・
インターフェイスを介して各チャネルのフィルレベルをそれぞれ取得することができます。以降のセクシ
ョンでは、各インターフェイスを介してアクセスすることができるレジスターについて説明します。
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コントロール・レジスター・インターフェイス

表 6. コントロール・インターフェイスのレジスターマップ

バイトオフセ
ット

名称 アクセス リセット
値

説明

0 ALMOST_FULL_THRESHOLD RW 0 almost-full の一次しきい値。FIFO レベルがこのしきい値
以上になると、Avalon-ST almost-full ステータス・インタ
ーフェイスでビット Almost_full_data[0]が 1 に設
定されます。

4 ALMOST_EMPTY_THRESHOLD RW 0 almost-empty の一次しきい値。FIFO レベルがこのしきい
値以下になると、Avalon-ST almost-empty ステータス・
インターフェイスでビット Almost_empty_data[0]が
1 に設定されます。

8 ALMOST_FULL2_THRESHOLD RW 0 almost-full の二次しきい値。FIFO レベルがこのしきい値
以上になると、Avalon-ST almost-full ステータス・インタ
ーフェイスでビット Almost_full_data[1]が 1 に設
定されます。

12 ALMOST_EMPTY2_THRESHOLD RW 0 almost-empty の二次しきい値。FIFO レベルがこのしきい
値以下になると、Avalon-ST almost-empty ステータス・
インターフェイスでビット Almost_empty_data[1]が
1 に設定されます。

ベース + 8 Almost_Empty_Threshold RW 一次 almost-empty しきい値の値。FIFO レベルがこのし
きい値以下になると、Avalon-ST almost-empty ステータ
ス・インターフェイスでビット Almost_empty_data[0]
が 1 に設定されます。

ベース +
12

Almost_Empty2_Threshold RW 二次 almost-empty しきい値の値。FIFO レベルがこのし
きい値以下になると、Avalon-ST almost-empty ステータ
ス・インターフェイスでビット Almost_empty_data[1]
が 1 に設定されます。

フィルレベル・レジスター・インターフェイス

次の表は、フィルレベル・インターフェイスのレジスターマップを示しています。

表 7. フィルレベル・インターフェイスのレジスターマップ

バイトオフセ
ット

名称 アクセス リセット値 説明

0 fill_level_0 RO 0 各チャネルのフィルレベル。チャネルごとに 1 つのレジス
ターが定義されます。例えば、コアが 4 つのチャネルをサ
ポートするようにコンフィグレーションされている場合は、
4 つのフィルレベル・レジスターが定義されます。

4 fill_level_1 RO 0

8 fill_level_2 RO 0

(n*4) fill_level_n RO 0

2.6.  Avalon-ST Multi-Channel Shared Memory FIFO コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 almost-empty しきい値とフィルレベル・レジスターの説明を追加しました。「動作」のセ
クションを更新しました。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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3.  Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック
FIFO コア

3.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) シングルクロック FIFO コアおよび Avalon-ST デュアルクロック
FIFO コアは FIFO バッファーであり、入力ポートと出力ポートに向けた共通クロックおよび独立クロッ
クでそれぞれ動作します。FIFO コアはコンフィグレーション可能です。また、プラットフォーム・デザイナ
ーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで生成されるシステムに容易に統合することができま
す。

3.2. 機能の説明

次の 2 つの図は、Avalon-ST シングルクロック FIFO コアと Avalon-ST デュアルクロック FIFO コア
のブロック図を表しています。

図 -3: Avalon-ST シングルクロック FIFO コア
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図 -4: Avalon-ST デュアルクロック FIFO コア
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3.2.1. インターフェイス

このセクションでは、FIFO コアに実装されているインターフェイスについて説明します。

Avalon-ST データ・インターフェイス

それぞれの FIFO コアには、Avalon-ST データ・シンク・インターフェイスとソース・インターフェイスが
あります。デュアルクロック FIFO コアのデータ・シンク・インターフェイスとソース・インターフェイスは、
異なるクロックによって駆動されます。

表 8. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー レディー・レイテンシー = 0

データ幅 コンフィグレーション可能

チャネル 大 255 チャネルまでサポートされます

エラー コンフィグレーション可能

パケット コンフィグレーション可能

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

シングルクロック FIFO コアをコンフィグレーションし、オプションの Avalon-MM インターフェイスを
含めることができます。また、デュアルクロック FIFO コアをコンフィグレーションし、Avalon-MM イン
ターフェイスをそれぞれのクロックドメインに含めることができます。Avalon-MM インターフェイスは、
32 ビット・レジスターへのアクセスを提供します。これにより、FIFO バッファーのフィルレベルを取得し
たり、almost-empty および almost-full のしきい値をコンフィグレーションしたりすることができま
す。シングルクロック FIFO コアでは、パケットおよびエラーの処理モードをコンフィグレーションするこ
ともできます。

Avalon-ST ステータス・インターフェイス

シングルクロック FIFO コアには、Avalon-ST ステータス・ソース・インターフェイスのオプションが 2
つあります。このインターフェイスから、FIFO バッファーの almost-full と almost empty のステータ
スを取得することができます。

関連情報
Avalon インターフェイスの仕様書

Avalon インターフェイスの詳細を提供しています。

3.2.2. 動作モード

次に、FIFO の動作モードを示します。

3.  Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コア
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• デフォルトモード — コアは、inインターフェイス (Avalon Streaming インターフェイスのデー
タシンク) で着信データを受け入れ、それを outインターフェイス (Avalon Streaming インター
フェイスのデータソース) に転送します。コアは、Avalon Streaming インターフェイスのソース・イ
ンターフェイスで valid信号をアサートし、データがインターフェイスで利用可能であることを示
します。

• ストア・アンド・フォワード・モード — このモードは、シングルクロック FIFO コアにのみ適用されま
す。コアは、データの完全なパケットがインターフェイスで利用可能な場合にのみ、outインターフ
ェイスで valid信号をアサートします。

このモードでは、drop_on_errorレジスターを 1 に設定することにより、エラー時のドロップ機
能を有効にすることもできます。この機能が有効になっている場合、コアは、in_error信号がア
サートされて受信したパケットをすべてドロップします。

• カットスルー・モード — このモードは、シングルクロック FIFO コアにのみ適用されます。コアは、
outインターフェイスで valid信号をアサートし、データが利用可能であることを示します。これ
は、cut_through_thresholdレジスターで指定されているエントリー数が FIFO バッファ
ーで利用可能になると発生します。

ストア・アンド・フォワード・モードまたはカットスルー・モードを使用するには、Use store and
forward パラメーターをオンにして、csrインターフェイス (Avalon Memory-Mapped インタ
ーフェイス・スレーブ) を含めます。cut_through_thresholdレジスターを 0 に設定するこ
とで、ストア・アンド・フォワード・モードを有効にします。このレジスターを 0 よりも大きな値に設定
すると、カットスルー・モードが有効になります。0 以外の値は、データを使用する前に利用できなけ
ればならない FIFO エントリーの 小数を指定します。レジスターを 1 に設定すると、デフォルトモ
ードが提供されます。

3.2.3. フィルレベル

FIFO バッファーのフィルレベルは、オプションの Avalon Memory-Mapped インターフェイスのコン
トロールおよびステータス・インターフェイスを介して取得することができます。Use fill level パラメ
ーター (デュアルクロック FIFO コアでは Use sink fill level と Use source fill level) をオン
にして、fill_levelレジスターを読み出します。

デュアルクロック FIFO コアには、各クロックドメインに 1 つずつ、合計 2 つのフィルレベルがあります。
クロック・クロッシング・ロジックの遅延により、入力クロックドメインと出力クロックドメインで報告され
るフィルレベルは、特定のインスタンスにおいて異なる場合があります。どちらの場合も、フィルレベルは
クロックドメインに対して悲観的です。フィルレベルは、入力クロックドメインでは高く報告され、出力ク
ロックドメインでは低く報告されます。

デュアルクロック FIFO には、fMAX を向上させるための出力パイプライン・ステージがあります。この出
力ステージは、出力フィルレベルを計算する際は考慮されますが、入力フィルレベルを計算する際には考
慮されません。よって、FIFO のデータ量の 良の測定値は、出力クロックドメインのフィルレベルで提供
されます。入力クロックドメインのフィルレベルは、FIFO で利用可能なスペースの量を表します (利用可
能なスペース = FIFO depth – 入力フィルレベル)。

3.2.4. しきい値

almost-full および almost-empty のしきい値は、FIFO のオーバーフローとアンダーフローを防ぐメ
カニズムとして使用することができます。この機能は、シングルクロック FIFO コアでのみ利用すること
ができます。

3.  Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コア
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しきい値を使用するには、Use fill level、Use almost-full status、Use almost-empty
status パラメーターをオンにします。almost_full_thresholdおよび
almost_empty_thresholdレジスターには csr インターフェイスを介してアクセスし、これらの
レジスターをアプリケーションに対して 適な値に設定することができます。

almost-full および almost-empty のステータスは、almost_fullおよび almost_emptyイン
ターフェイス (Avalon Streaming インターフェイスのステータスソース) から取得することができま
す。コアは、フィルレベルが almost-full のしきい値以上になると、almost_full信号をアサートし
ます。同様に、コアは、フィルレベルが almost-empty のしきい値以下になると、almost_empty信
号をアサートします。

3.3. パラメーター

表 9. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 説明

Bits per symbol 1-32 これらのパラメーターは FIFO の幅を決定します。
FIFO の幅 = Bits per symbol * Symbols per beat。この場合、Bits per symbol はシン
ボル内のビット数であり、Symbols per beat はビート内で転送されるシンボル数です。

Symbols per beat 1-32

Error width 0-32 error信号の幅。

FIFO depth 1-32 FIFO の深さ。出力パイプライン・ステージを FIFO に追加し、パフォーマンスを向上させます。これに
より FIFO の深さが 1 増加します。

Use packets — このパラメーターをオンにして、Avalon-ST データ・インターフェイスでパケットサポートを有効にし
ます。

Channel width 1-32 channel信号の幅。

Avalon-ST シングルクロック FIFO 専用

Use fill level — このパラメーターをオンにして、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
ーフェイスを含めます。

Avalon-ST デュアルクロック FIFO 専用

Use sink fill level — このパラメーターをオンにして、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
ーフェイスを入力クロックドメインに含めます。

Use source fill level — このパラメーターをオンにして、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
ーフェイスを出力クロックドメインに含めます。

Write pointer
synchronizer length

2–8 書き込みポインター・シンクロナイザー・チェーンの長さ。このパラメーターをより高い値に設定する
と、コアのレイテンシーが増加する一方で、メタスタビリティーが向上します。

Read pointer
synchronizer length

2–8 読み出しポインター・シンクロナイザー・チェーンの長さ。このパラメーターをより高い値に設定する
と、メタスタビリティーが向上します。

Use Max Channel — このパラメーターをオンにして、 大チャネル番号を指定します。

Max Channel 1–255 大チャネル番号。

インテル FPGA デバイスにおけるメタスタビリティーの詳細に関しては、AN 42: Metastability in
Intel FPGA devices を参照してください。

メタスタビリティー解析と同期レジスターチェーンの詳細に関しては、Intel Quartus Prime
Handbook の Volume 2 で、Area and Timing Optimization の章を参照してください。
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3.4. レジスターの説明

Avalon-ST シングルクロック FIFO コアの csrインターフェイスは、レジスターへのアクセスを提供し
ます。次の表は、レジスターについて説明しています。

表 10. Avalon-ST シングルクロック FIFO のレジスターの説明

32 ビット・ワー
ド・オフセット

名称 アクセス リセット 説明

0 fill_level R 0 24 ビットの FIFO のフィルレベル。ビット 24 か
ら 31 は使用されません。

1 予約済み — — 今後の使用に向けて予約されています。

2 almost_full_threshold RW FIFO depth–1 このレジスターは、FIFO バッファーがフルに近
づいていることを示す値に設定します。

3 almost_empty_threshold RW 0 このレジスターは、FIFO バッファーが空に近づ
いていることを示す値に設定します。

4 cut_through_threshold RW 0 0 — ストア・アンド・フォワード・モードを有効に
します。
>0 — カットスルー・モードを有効にし、
Avalon-ST ソース・インターフェイスで valid
信号がアサートされる前の FIFO バッファーの
小エントリー数を指定します。FIFO コアがダ

ウンストリーム・コンポーネントへのデータの送
信を開始すると、パケットが終了するまで送信は
続きます。
このレジスターは、Use store and forward
パラメーターがオンになっている場合にのみ適
用されます。

5 drop_on_error RW 0 0 — エラー時のドロップを無効にします。
1 — エラー時のドロップを有効にします。
このレジスターは、Use packet および Use
store and forward パラメーターがオンに
なっている場合にのみ適用されます。

Avalon-ST デュアルクロック FIFO コアの in_csrおよび out_csrインターフェイスは、FIFO の
フィルレベルを報告します。次の表は、フィルレベルについて説明しています。

表 11. Avalon-ST デュアルクロック FIFO のレジスターの説明

32 ビット・ワー
ド・オフセット

名称 アクセス リセット値 説明

0 fill_level R 0 24 ビットの FIFO のフィルレベル。ビット 24 から 31 は
使用されません。

3.5.  Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コアの
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

2019.12.16 19.4 Avalon-ST デュアルクロック FIFO のレジスターの説明を訂正しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 シングルクロック FIFO の新しい機能の説明を追加しました (ストア・アンド・フォワード・
モード、カットスルー・モード、エラー時のドロップ)。
パラメーターとレジスターを追加しました。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 新しいパラメーター (Write pointer synchronizer length および Read
pointer synchronizer length) の説明を追加しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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4.  Avalon-ST シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・コア

4.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) コアは SPI スレー
ブであり、プラットフォーム・デザイナー・システムとオフチップ SPI デバイス間のデータ転送を Avalon-
ST インターフェイスを介して可能にします。データは SPI でシリアルに転送され、Avalon-ST インター
フェイスでバイト単位で送受信されます。

SPI Slave to Avalon Master Bridge は、このコアの使用例です。

このブリッジの詳細に関しては、SPI Slave to Avalon Master Bridgeコア/JTAG to Avalon
Master Bridge コアを参照してください。

関連情報
SPI Slave to Avalon Master Bridgeコア/JTAG to Avalon Master Bridge コア (54 ページ)

4.2. 機能の説明

図 -5: Avalon-ST SPI コアを使用するシステム
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4.2.1. インターフェイス

シリアル・ペリフェラル・インターフェイスは全二重であり、バックプレッシャーをサポートしません。SPI
クロック位相ビットの CPHA = 1、および SPI クロック極性ビットの CPOL = 0 をサポートします。

表 12. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー サポートされていません。

データ幅 データ幅 = 8 ビット。シンボルあたりのビット = 8。

continued...   
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機能 プロパティー

チャネル サポートされていません。

エラー 使用されません。

パケット サポートされていません。

Avalon-ST インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してくださ
い。

4.2.2. 動作

Avalon-ST SPI コアは、SPI マスターがトランザクションを開始していることを示す nSS信号が Low
にアサートされるまで待機します。次に、コアは入力信号の mosiからビット単位でシフトを開始しま
す。コアは、SPI で受信したビットをバイトにパッキングし、次の特殊文字を確認します。

• 0x4a — アイドル文字。コアはアイドル文字をドロップします。

• 0x4d — エスケープ文字。コアはエスケープ文字をドロップし、続くバイトを 0x20と XORしま
す。

受信したデータのそれぞれの有効なバイトに対し、コアは Avalon-ST ソース・インターフェイスで
valid信号をアサートし、そのバイトをインターフェイスで 1 クロックサイクルの間提供します。

同時に、コアは Avalon-ST シンクから出力信号の misoにデータをシフトします。これは、 上位
ビットから始まります。シフトするデータがない場合は、コアはアイドル文字 (0x4a) をシフトしま
す。データが特殊文字の場合、コアはエスケープ文字 (0x4d) を挿入し、データを 0x20と XOR
します。

データは、MSB が先頭になる方向でコアに出入りします。

図 -6: SPI 転送プロトコル
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表 13. SPI 転送プロトコルの仕様

記号 説明 最小 最大 単位

TL nSSに対する sclkのワースト回復時間 ½ SPI クロック -

クロックサイクルTT MOSIおよび MISOのデータのワーストホ
ールド時間

½ SPI クロック -

TI インテル FPGA ファミリーで必要なリセット
パルスの 小幅

1 SPI クロック -
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4.2.3. タイミング

コアには、nSS信号のアサートと SPI クロックの間のリードタイム (TL)、および SPI クロックの 後の
エッジと nSS信号のデアサートの間のラグタイム (TT) が必要です。nSS信号は、2 つのバイト転送の
間で 1 SPI クロックの 小アイドル時間 (TI) デアサートする必要があります。タイミング・アナライザ
ーの SDC ファイル (.sdc) は、不正なタイミングパスを削除するために提供されています。SPI マスタ
ーのクロックの周波数は、コアのクロックの周波数以下にする必要があります。

4.2.4. 制限

コアのインスタンスの出力ライン misoが別のインスタンスの入力ライン mosiに接続されるデイジー
チェーンのコンフィグレーションはサポートされていません。

4.3. コンフィグレーション

Number of synchronizer stages: Depth パラメーターにより、同期レジスターチェーンの長さ
を指定することができます。これらのレジスターチェーンは、メタステーブル・イベントが発生する可能性
が高い場合に使用されます。指定されている長さにより、障害発生までの時間が決定します。ただし、レジ
スターチェーンの長さはコアのレイテンシーに影響します。

インテル FPGA デバイスにおけるメタスタビリティーの詳細に関しては、AN 42: Metastability in
Intel FPGA devices を参照してください。

メタスタビリティー解析および同期レジスターチェーンの詳細に関しては、Intel Quartus Prime
Handbook の Volume 2 で、Area and Timing Optimization の章を参照してください。

4.4.  Avalon-ST シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・コアの改訂履歴

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

2019.07.16 19.1 SPI 転送プロトコルの仕様を動作セクションに追加しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 シフトの方向を明確にする説明を追加しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 新しいパラメーターの Number of synchronizer stages: Depth の説明を追加
しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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5. SPI コア

5.1. コアの概要

SPI は、業界標準のシリアル・プロトコルです。エンベデッド・システムで一般的に使用され、マイクロプ
ロセッサーをさまざまなオフチップセンサー、変換、メモリー、および制御デバイスに接続します。Avalon
インターフェイスを備える SPI コアは、SPI プロトコルを実装し、バックエンドで Avalon Memory-
Mapped (Avalon-MM) インターフェイスを提供します。

SPI コアは、マスターまたはスレーブプロトコルのいずれかを実装することができます。マスターとして
コンフィグレーションされると、コアは 大 32 の個別の SPI スレーブを制御することができます。受信
レジスターと送信レジスターの幅は、1 ビットから 32 ビットの間でコンフィグレーション可能です。長い
転送長は、ソフトウェア・ルーチンでサポートすることができます。このコアでは、転送完了時に割り込み
をフラグする割り込み出力を提供することができます。

5.2. 機能の説明

SPI コアは、2 つのデータライン、1 つのコントロール・ライン、および同期クロックを使用して通信しま
す。

• mosi (Master Out Slave In) — マスターからスレーブの入力への出力データです。

• miso (Master In Slave Out) — スレーブからマスターの入力への出力データです。

• sclk (Serial Clock) — マスターからスレーブに駆動されるクロックで、データビットの同期に
使用されます。

• ss_n (Slave Select) — マスターから個々のスレーブに駆動される選択信号 (アクティブ Low)
で、ターゲットスレーブの選択に使用されます。

SPI コアには、ユーザーに表示される以下の機能があります。

• 5 つのレジスター (rxdata、txdata、status、control、slaveselect) で構成されるメ
モリーマッピングされたレジスタースペース

• 4 つの SPI インターフェイス・ポート (sclk、ss_n、mosi、miso)

レジスターは、SPI コアへのインターフェイスを提供します。これらのレジスターは、Avalon-MM ス
レーブポートを介して可視化されます。sclk、ss_n、mosiおよび misoポートは、他の SPI デ
バイスへのハードウェア・インターフェイスを提供します。sclk、ss_n、mosi、misoの動作は、
SPI コアがマスターとしてコンフィグレーションされているかスレーブとしてコンフィグレーション
されているかによって異なります。
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図 -7: SPI コアのブロック図 (マスターモード)

オンチップロジックへ
のAvalon-MMスレーブ・
インターフェイス

* SPIスレーブには存在しません

SPI コアのロジックは、Avalon-MM インターフェイスで提供されるクロック入力に同期しています。マ
スターとしてコンフィグレーションされている場合、コアは Avalon-MM クロックを分周して SCLK 出力
を生成します。スレーブとしてコンフィグレーションされている場合は、コアの受信ロジックは SCLK 入
力に同期しています。

詳細に関しては、「インターバル・タイマー・コア」の章を参照してください。

5.2.1. コンフィグレーション例

SPI コアのブロック図、およびスレーブとしてコンフィグレーションされている SPI コアの図は、2 つの
可能なコンフィグレーションを示しています。図 8 (42 ページ) では、コアはオフチップ SPI マスター
へのスレーブ・インターフェイスを提供します。

図 -8: スレーブとしてコンフィグレーションされている SPI コア
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SPI コアのブロック図では、SPI コアはマスター・インターフェイスを提供し、複数のオフチップ・スレー
ブ・デバイスを駆動しています。図 8 (42 ページ) の各スレーブでは、選択信号がアサートされていない
際に、それぞれの miso出力をトライステートにする必要があります。

ss_n信号はアクティブ Low です。ただし、信号はいずれも FPGA 内で反転することができるため、スレ
ーブ選択信号はアクティブ High またはアクティブ Low のいずれかにすることが可能です。
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5.2.2. トランスミッター・ロジック

コアのトランスミッター・ロジックは、それぞれが n ビット幅の Transmit Holding レジスター
(txdata) と Transmit Shift レジスターで構成されます。レジスター幅の n はシステム生成時に指定
され、8 から 32 までの任意の整数値にすることができます。マスター・ペリフェラルが txdataレジス
ターに値を書き込むと、値はシフトレジスターにコピーされ、次の動作が開始すると送信されます。

データの送信時に、シフトレジスターと txdataレジスターはダブル・バッファリングを提供します。前
のデータがシフトレジスターからシフトアウトされている間に、新しい値を txdataレジスターに書き
込むことができます。トランスミッター・ロジックは、シリアルシフト動作が行われていない際に、
txdataレジスターからシフトレジスターへの転送を自動的に行います。

マスターモードでは、送信シフトレジスターは mosi出力を直接供給します。スレーブモードでは、送信
シフトレジスターは miso出力を直接供給します。データは、SPI コアのコンフィグレーションに応じ
て、LSB ファーストまたは MSB ファーストでシフトアウトされます。

5.2.3. レシーバーロジック

コアの受信ロジックは、それぞれが n ビット幅の Receive Holding レジスター (rxdata) と
Receive Shift レジスターで構成されます。レジスター幅の n はシステム生成時に指定され、8 から 32
までの任意の整数値にすることができます。マスター・ペリフェラルは、シフトレジスターでデータの完全
な n ビット値をキャプチャーすると、rxdataレジスターから受信データを読み出します。

データの受信時に、シフトレジスターと rxdataレジスターはダブル・バッファリングを提供します。後
続の新しいデータがシフトレジスターにシフトインされている間に、rxdataレジスターでは前回受信
したデータ値を保持することができます。シリアルシフト動作が完了すると、レシーバーロジックはシフ
トレジスターの内容を rxdataレジスターに自動的に転送します。

マスターモードでは、シフトレジスターは miso入力から直接供給されます。スレーブモードでは、シフ
トレジスターは mosi入力から直接供給されます。レシーバーロジックは、SPI コアのコンフィグレーシ
ョンに応じて、入力データが LSB ファーストもしくは MSB ファーストで到着することを想定します。

5.2.4. マスターモードとスレーブモード

システム生成時に、設計者は SPI コアをマスターモードまたはスレーブモードのいずれかにコンフィグ
レーションします。ランタイムにモードを切り替えることはできません。

5.2.4.1. マスターモードの動作

マスターモードでは、SPI ポートは次の表に示すように動作します。

表 14. マスターモードのポート・コンフィグレーション

名称 方向 説明

mosi 出力 スレーブへのデータ出力

miso 入力 スレーブからのデータ入力

sclk 出力 すべてのスレーブへの同期クロック

ss_nM 出力 スレーブ M へのスレーブ選択信号。M は 0 から 31 までの番号です。
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マスターモードでは、インテリジェント・ホスト (マイクロプロセッサーなど) が controlおよび
slaveselectレジスターを使用して SPI コアをコンフィグレーションし、その後、txdataバッファ
ーにデータを書き込みトランザクションを開始します。マスター・ペリフェラルは、statusレジスターを
読み出すことにより、トランザクションのステータスを監視することができます。マスター・ペリフェラルで
は、割り込みを有効にして、新しいデータを受信した (転送が完了した) 際や、新しいデータに対して送
信バッファーの準備が整った際にホストに通知することができます。

SPI プロトコルは全二重です。よって、各トランザクションでは、データの送信と受信の両方を同時に行
います。マスターは、新しいデータビットを mosi出力で送信します。スレーブは、新しいデータビットを
sclkの各アクティブエッジにおいて miso入力で駆動します。SPI コアは、クロック分周器を使用して
Avalon-MM システムクロックを分周し、sclk信号を生成します。

SPI コアが複数のスレーブとインターフェイスするようにコンフィグレーションされている場合、コアは
各スレーブに対して 1 つの ss_n信号をもちます。転送時に、マスターは slaveselectレジスター
で指定されているスレーブに ss_nをアサートします。転送時はいずれも、データを送信しているスレー
ブを 1 つに限る必要があります。これに従わない場合は、miso入力で競合が生じます。スレーブデバイ
スの数は、システム生成時に指定します。

5.2.4.2. スレーブモードの動作

スレーブモードでは、SPI ポートは次の表に示すように動作します。

表 15. スレーブモードのポート・コンフィグレーション

名称 方向 説明

mosi 入力 マスターからのデータ入力

miso 出力 マスターへのデータ出力

sclk 入力 同期クロック

ss_n 入力 選択信号

スレーブモードでは、SPI コアはマスターがトランザクションを開始するまで単に待機しています。トラ
ンザクションが開始するまでは、スレーブロジックは ss_n入力を継続的にポーリングします。マスター
が ss_nをアサートすると、スレーブロジックは直ちに送信シフトレジスターの内容を miso出力に送
信し始めます。また、スレーブロジックは、mosi入力のデータをキャプチャーし、同時に受信シフトレジ
スターを満たします。スレーブが 1 ワードを受信すると、マスターは ss_n信号をデアサートし、次のワ
ードの送信準備が整った際に再びアサートする必要があります。

マイクロプロセッサーなどのインテリジェント・ホストはデータを txdataレジスターに書き込むため、
データはマスターが次に動作を開始する際に送信されます。マスター・ペリフェラルは、受信データを
rxdataレジスターから読み出します。マスター・ペリフェラルでは、割り込みを有効にして、新しいデー
タを受信した際や、新しいデータに対して送信バッファーの準備が整った際にホストに通知することがで
きます。

5.2.4.3. マルチスレーブ環境

ss_nがアサートされていない際に、一般的な SPI コアは、miso出力ピンをハイ・インピーダンスに設
定します。選択されていない際に、SPI スレーブコアは、未定義の High または Low の値を miso出力
で駆動します。スレーブモードの SPI コアが複数のスレーブを有するオフチップ SPI マスターデバイス
に接続されている場合は、miso出力での信号の競合を回避するための特別な配慮が必要です。この場
合、ss_n入力を使用し、miso信号でトライステート・バッファーを制御します。
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図 -9: マルチスレーブ環境での SPI コア
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5.3. コンフィグレーション

以降のセクションでは、利用可能なコンフィグレーションのオプションについて説明します。

5.3.1. マスターおよびスレーブの設定

設計者は、マスターモードまたはスレーブモードのいずれかを選択することで、SPI コアの役割を決定す
ることができます。マスターモードを選択した場合は、Number of select (SS_n) signals 、SPI
clock rate、および Specify delay のオプションを使用することができます。

5.3.1.1. Number of Select (SS_n) Signals

この設定は、SPI マスターが接続するスレーブの数を指定します。範囲は 1 から 32 です。SPI マスター
コアは、各スレーブに固有の ss_n信号を提供します。

5.3.1.2. SPI Clock (sclk) Rate

この設定は、マスターとスレーブ間でデータを同期する sclk信号のレートを決定します。ターゲットの
クロックレートは、Hz、kHz、または MHz の単位で指定することができます。SPI マスターコアは、
Avalon-MM システムクロックとクロック分周器を使用して sclkを生成します。

実際の sclkの周波数は、目的としているターゲット・クロック・レートとは正確に一致しない場合があ
ります。実現可能なクロックの値は次のとおりです。

<Avalon-MM システムクロックの周波数> / [2、4、6、8...]

実際に達成される周波数が指定しているターゲット値を上回ることはありません。

SPI コアでシンクロナイザーがオンになっている場合は、IP クロック周波数を SPI クロック周波数の少
なくとも 6 倍にする必要があります。
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5.3.1.3. Specify Delay

このオプションをオンにすると、SPI マスターは、ss_n信号をアサートしてからデータの 初のビットを
シフトするまでの間に時間遅延を加えます。この遅延は、一部の SPI スレーブデバイスで必要です。遅延
オプションがオンになっている場合は、遅延時間を ns、µs、または ms の単位で指定する必要がありま
す。次に例を示します。

図 -10: ss_n のアサートと sclk のトグルの間の時間遅延

遅延生成ロジックは、sclk周期の半分の粒度を使用します。実際に達成される遅延は、次の 2 つの式
で示すように、sclk周期の半分の値の倍数のうちの も近い値に目的のターゲット遅延を切り上げた
値になります。

表 16.

p = 1/2 x （sclk周期）

表 17.

実際の遅延 = 上限 x （目的の遅延 / p）

5.3.2. データレジスターの設定

データレジスターの設定は、SPI コアのデータレジスターのサイズおよび動作に影響します。データレジ
スターの設定は 2 つあります。

• Width — この設定は、rxdata、txdata、および受信と送信のシフトレジスターの幅を指定し
ます。範囲は 1 から 32 です。

• Shift direction — この設定は、データがシフトレジスターに出入りする方向 (MSB ファースト
または LSB ファースト) を決定します。

5.3.3. タイミングの設定

タイミングの設定は、ss_n、sclk、mosi、および miso信号のタイミングの関係に影響します。ここで
は、mosi信号と miso信号をデータと総称します。タイミングの設定は 2 つあります。

• Clock polarity — この設定は、0 または 1 にすることができます。クロック極性を 0 に設定する
と、sclkのアイドル状態は Low になります。クロック極性を 1 に設定すると、sclkのアイドル状
態は High になります。

• Clock phase — この設定は、0 または 1 にすることができます。クロック位相が 0 の場合、デー
タは sclkの先行エッジでラッチされ、後方エッジで変化します。クロック位相が 1 の場合は、デー
タは sclkの後方エッジでラッチされ、先行エッジで変化します。

次の 4 つのクロック極性の図は、クロック極性とクロック位相で可能なすべてのケースの信号の動
作を表しています。
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図 -11: Clock Polarity = 0、Clock Phase = 0

図 -12: Clock Polarity = 0、Clock Phase = 1

図 -13: Clock Polarity = 1、Clock Phase = 0

図 -14: Clock Polarity = 1、Clock Phase = 1

5.3.4. シンクロナイザー・ステージ

この設定は、SPI インターフェイスの入力でシンクロナイザーを有効にします。スレーブモードを使用し
ている場合は、シンクロナイザーをオンにする必要があります。

5.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、SPI コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。これには、
ハードウェアへのアクセスに使用されるレジスターマップやソフトウェアの構造などが含まれます。Nios
II プロセッサーのユーザーには、インテルでは、SPI コアのレジスターを定義する HAL システム・ライブ
ラリー・ヘッダー・ファイルを提供しています。SPI コアは、HAL でサポートされる汎用デバイスモデルの
カテゴリーに一致しないため、HAL API または ANSI C 標準ライブラリーを介してアクセスすることは
できません。インテルでは、SPI コアに固有の、SPI ハードウェアにアクセスするためのルーチンを提供
しています。

5.4.1. ハードウェア・アクセス・ルーチン

インテルでは、アクセスルーチンの alt_avalon_spi_command()を提供しています。これは、マ
スターとしてコンフィグレーションされている SPI コアへの汎用アクセスを提供します。
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5.4.1.1. alt_avalon_spi_command()

プロトタイプ int alt_avalon_spi_command(alt_u32 base, alt_u32 slave,

                         alt_u32 write_length,
                           const alt_u8* wdata,

                        alt_u32 read_length,

                        alt_u8* read_data,

                        alt_u32 flags)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_spi.h>

説明 この関数は、SPI パスで制御シーケンスを実行します。これは、データ幅が 8 ビット以下の SPI マスターのみをサポー
トします。この関数の 1 つの呼び出しでは、任意の長さのデータバッファーを mosiポートに書き込み、その後、任意の
量のデータを misoポートから読み戻します。この関数は次の動作を行います。
(1) 指定されているスレーブにスレーブ選択出力をアサートします。 初のスレーブ選択出力は 0 です。
(2) write_length バイトのデータを wdata から SPI インターフェイスを介して送信し、misoポートで着信データを
破棄します。
(3) read_length バイトのデータを読み出し、そのデータを read_data が指しているバッファーに格納します。読み出
しトランザクション時に、mosiポートは 0 に設定されます。
(4) フラグフィールドに ALT_AVALON_SPI_COMMAND_MERGE の値が含まれている場合を除き、スレーブ選択
出力をデアサートします。分散しているバッファーから送信する必要がある場合は、この関数を複数回呼び出し、 後の
アクセスを除くすべてのアクセスでマージフラグを指定します。
複数のスレッドから SPI バスにアクセスするには、セマフォーまたはミューテックスを使用し、常に 1 スレッドのみがこ
の関数内で実行されることを保証する必要があります。

戻り値 read_data バッファーに格納されているバイト数

5.4.2. ソフトウェア・ファイル

このコアには、次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハードウェアへの下位
インターフェイスを提供します。

• altera_avalon_spi.h — このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位のハード
ウェアにアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_spi.c — このファイルは、ハードウェアにアクセスするための低レベルル
ーチンを実装しています。
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5.4.3. レジスターマップ

Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、次の SPI マスターデバイスのレジスターマップの表に示され
ている 6 つの 32 ビット・レジスターを介してコアを制御し、コアと通信します。この表では、rxdataと
txdataのデータ幅を n ビットとしています。

表 18. SPI マスターデバイスのレジスターマップ

内部アドレス レジスター名 タイプ
[R/W]

32-
11　

10 9 8 7 6 5 4 3 2-0

0 rxdata (3) R RXDATA (n-1..0)

1 txdata (3) W TXDATA (n-1..0)

2 status (1) R/W EOP E RRDY TRDY TMT TOE ROE

3 control R/W SSO
(2)

IEOP IE IRRD
Y

ITRD
Y

ITOE IROE

4 予約済み —

5 slaveselect (2) R/W Slave Select Mask

6 eop_value (3) R/W End of Packet Value (n-1..0)

未定義のビットに対する読み出しでは、未定義の値が返されます。未定義のビットへの書き込みは無効
です。

5.4.3.1. rxdata レジスター

マスター・ペリフェラルは、受信データを rxdataレジスターから読み出します。受信シフトレジスター
が完全な n ビットのデータを受信すると、statusレジスターの RRDYビットが 1 に設定され、データ
は rxdataレジスターに転送されます。rxdataレジスターを読み出すことで、RRDYビットはクリア
されます。rxdataレジスターへの書き込みは無効です。

新しいデータは、前のデータが読み出されているかいないかにかかわらず、常に rxdataレジスターに
転送されます。データが rxdataレジスターに転送されている際に RRDYが 1 である (つまり、前のデ
ータが読み出されていない) 場合は、受信オーバーラン・エラーが発生し、statusレジスターの ROE
ビットが 1 に設定されます。この場合の rxdataの内容は未定義です。

5.4.3.2. txdata レジスター

マスター・ペリフェラルは、送信されるデータを txdataレジスターに書き込みます。statusレジスタ
ーの TRDYビットが 1 の場合は、txdataレジスターが新しいデータに対して準備が整っていることを
示しています。txdataレジスターが書き込まれると、TRDYビットは 0 に設定されます。データが
txdataレジスターから送信シフトレジスターに転送されると、TRDYビットは 1 に設定され、これに
より、txdata保持レジスターで新しいデータの受信が可能になります。

(1) statusレジスターへの書き込み動作は、ROE、TOE、および Eビットをクリアします。

(2) マスターモードにのみ存在します。

(3) n が 32 未満の場合、ビット 31 から n は未定義です。
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マスター・ペリフェラルは、トランスミッターが新しいデータに対して準備が整うまで、txdataレジスタ
ーへの書き込みを行うことができません。TRDYが 0 の際に、マスター・ペリフェラルが txdataレジス
ターに新しいデータの書き込みを行うと、送信オーバーラン・エラーが発生し、statusレジスターの
TOEビットが 1 に設定されます。この場合、新しいデータは無視され、txdataの内容は変更されませ
ん。

例えば、SPI コアがアイドル状態 (つまり、txdataレジスターと送信シフトレジスターが空) の際に、
CPU がデータ値の書き込みを txdata保持レジスターに行ったとします。TRDYビットは直ちに 0 に
設定されますが、txdata内のデータが送信シフトレジスターに転送されると、TRDYは 1 に戻ります。
CPU が 2 番目のデータ値を txdataレジスターに書き込むと、TRDYビットは再度 0 に設定されま
す。今回の書き込みでは、シフトレジスターが 初のデータ値を転送しておりビジー状態のため、TRDY
ビットはシフト動作が完了するまで 0 で維持されます。動作が完了すると、2 番目のデータ値が送信シ
フトレジスターに転送され、TRDYビットは再度 1 に設定されます。

5.4.3.3. status レジスター

statusレジスターは、SPI コアのステータスの状態を示すビットで構成されます。各ビットは、
controlレジスター内の対応する割り込みイネーブルビットに関連付けられています。詳細は、
Control レジスターのセクションで説明されています。マスター・ペリフェラルは、ビットの値を変えるこ
となく、statusをいつでも読み出すことができます。statusを書き込むと、ROE、TOE、および Eビ
ットがクリアされます。

表 19. status レジスターのビット

# 名称 説明

3 ROE Receive-overrun error
rxdataレジスターがフル (つまり、RRDYビットが 1) の際に新しいデータを受信すると、ROEビットが 1 に設定されます。
この場合、新しいデータが古いデータを上書きします。statusレジスターへの書き込みにより、ROEビットは 0 にクリアさ
れます。

4 TOE Transmitter-overrun error
rxdataレジスターがフル (つまり、TRDYビットが 0) の際に新しいデータが書き込まれると、TOEビットが 1 に設定され
ます。この場合、新しいデータは無視されます。statusレジスターへの書き込みにより、TOEビットは 0 にクリアされます。

5 TMT Transmitter shift-register empty
マスターモードでは、トランザクションが進行している際に TMTビットが 0 に設定されます。シフトレジスターが空になると、
1 に設定されます。
スレーブモードでは、スレーブが選択されている際 (SS_nが Low)、もしくは SPI スレーブ・レジスター・インターフェイスで
データを受信する準備ができていない際に、TMTビットが 0 に設定されます。

6 TRDY Transmitter ready
txdataレジスターが空になると、TRDYビットが 1 に設定されます。

7 RRDY Receiver ready
rxdataレジスターがフルになると、RRDYビットが 1 に設定されます。

8 E Error
Eビットは、TOEビットと ROEビットの論理 OR です。これは、プログラマーがエラー状態を検出するのに役立ちます。
statusレジスターへの書き込みにより、Eビットは 0 にクリアされます。

9 EOP End of Packet
EOPビットは、End of Packet 条件が検出されると設定されます。End of Packet 条件は、rxdataレジスターの読み出し
データもしくは txdataレジスターへの書き込みデータのいずれかが、eop_valueレジスターの内容と一致している場合
に検出されます。
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5.4.3.4. control レジスター

controlレジスターは、SPI コアの動作を制御するデータビットで構成されます。マスター・ペリフェラ
ルは、ビットの値を変えることなく、controlをいつでも読み出すことができます。

controlレジスターのほとんどのビット (IROE、ITOE、ITRDY、IRRDY、IE) では、statusレジ
スターで表されているステータス条件に対する割り込みを制御します。例えば、statusのビット 1 は
ROE (受信オーバーラン・エラー) です。control のビット 1 は IROEであり、ROE条件に対する割り込
みを有効にします。SPI コアは、statusおよび controlの対応するビットがどちらも 1 の場合に、
割り込み要求をアサートします。

表 20. control レジスターのビット

# 名称 説明

3 IROE IROEを 1 に設定すると、受信オーバーラン・エラーの割り込みが有効になります。

4 ITOE ITOEを 1 に設定すると、トランスミッター・オーバーラン・エラーの割り込みが有効になります。

6 ITRDY ITRDYを 1 に設定すると、トランスミッター・レディー状態の割り込みが有効になります。

7 IRRDY IRRDYを 1 に設定すると、レシーバーレディー状態の割り込みが有効になります。

8 IE IEを 1 に設定すると、エラー状態の割り込みが有効になります。

9 IEOP IEOPを 1 に設定すると、End of Packet 条件の割り込みが有効になります。

10 SSO SSOを 1 に設定すると、シリアルシフト動作が進行中であるか否かにかかわらず、SPI コアで ss_n出力の駆動が強制
されます。slaveselect レジスターは、アサートする ss_n 出力を制御します。SSOを使用して、任意のサイズの (例えば
32 ビットを超える) データを送信または受信することができます。

リセット後に、controlレジスターのビットはすべて 0 に設定されます。割り込みはすべて無効になり、
ss_n信号はいずれもアサートされません。

5.4.3.5. slaveselect レジスター

slaveselectレジスターは、ss_n信号のビットマスクであり、SPI マスターによって駆動されます。
シリアルシフト動作時に、SPI マスターは、slaveselectレジスターで指定されているスレーブデバ
イスのみを選択します。

slaveselectレジスターは、SPI コアがマスターモードでコンフィグレーションされている場合にの
み存在します。slaveselectには、それぞれの ss_n出力に対して 1 つのビットがあります。それら
は、システム生成時に設計者によって指定されます。slaveselectレジスターの値は、実際の SPI 送
信の開始時、もしくは SSO ビットが 0 から 1 に設定された際にのみ更新されます。

マスター・ペリフェラルでは、slaveselectの複数のビットを同時に設定することができます。これに
より SPI マスターは、トランザクションを行う際に複数のスレーブデバイスを同時に選択します。例え
ば、スレーブデバイス 1、5、6 との通信を有効にするには、slaveselectのビット 1、5、6 を設定しま
す。ただし、複数のスレーブによる miso出力での信号の競合を避けるための配慮が必要です。

リセット時に、ビット 0 は 1 に設定され、他のビットはすべて 0 にクリアされます。そのため、デバイスの
リセット後は、スレーブデバイス 0 が自動的に選択されます。

5.4.3.6. end of packet value レジスター

end of packet value レジスターでは、SPI データワードの値を指定することができます。SPI データ
ワードは、end of packet ワードとして機能します。
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5.5. テストコード例

#include "alt_types.h"
#include "sys/alt_stdio.h"
#include "io.h"
#include "system.h"
#include "sys/alt_cache.h"
#include "altera_avalon_spi.h"
#include "altera_avalon_spi_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"

//This is the ISR that runs when the SPI Slave receives data

static void spi_rx_isr(void* isr_context){

        alt_printf("ISR :) %x \n" ,  
IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(SPI_SLAVE_BASE));

        //This resets the IRQ flag. Otherwise the IRQ will continuously run.
        IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(SPI_SLAVE_BASE, 0x0);
}

int main()
{
  alt_printf("Hello from Nios II!\n");

  int return_code,ret;
  char spi_command_string_tx[10] = "$HELLOABC*";

  char spi_command_string_rx[10] = "$HELLOABC*";

  //This registers the Slave IRQ with NIOS

  ret = 
alt_ic_isr_register(SPI_SLAVE_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,SPI_SLAVE_IRQ,spi_rx_i
sr,(void *)spi_command_string_tx,0x0);
  alt_printf("IRQ register return %x \n", ret);

  //You need to enable the IRQ in the IP core control register as well.
  
IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL(SPI_SLAVE_BASE,ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_SSO_MSK 
| ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IRRDY_MSK);

  //Just calling the ISR to see if the function is OK.
  spi_rx_isr(NULL);

  return_code = alt_avalon_spi_command(SPI_MASTER_BASE,0 ,
                              1, spi_command_string_tx,
                              0, spi_command_string_rx,
                              0);

  return_code = alt_avalon_spi_command(SPI_MASTER_BASE,0 ,
                                1, &spi_command_string_tx[1],
                                0, spi_command_string_rx,
                                0);

  return_code = alt_avalon_spi_command(SPI_MASTER_BASE,0 ,
                                1, &spi_command_string_tx[2],
                                0, spi_command_string_rx,
                                0);

  return_code = alt_avalon_spi_command(SPI_MASTER_BASE,0 ,
                                1, &spi_command_string_tx[3],
                                0, spi_command_string_rx,
                                0);

  if(return_code < 0)
                 alt_printf("ERROR SPI TX RET = %x \n" , return_code);
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  alt_printf("Transmit done. RET = %x spi_rx %x
\n",return_code,spi_command_string_rx[0]);

  //RX is done via interrupts.
  alt_printf("Rx done \n");
  return 0;

}

5.6. SPI コアの改訂履歴

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

2019.12.16 19.4 次のセクションを新しく追加しました。
• シンクロナイザー・ステージ
• テストコード例

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2016 年 6 月 2016.06.17 次の内容を更新しています。
• Avalon-MM のフロー制御に関する内容を削除しました。
• 表 18 (49 ページ) に、eop_valueを追加しました。
• 表 19 (50 ページ) に、EOPを追加しました。
• 表 20 (51 ページ) に、IEOPを追加しました。
• end of packet value レジスター (51 ページ) の項を新しく追加しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 トランスミッター・ロジックとレシーバーロジックのレジスター幅を更新しました。
ディスエーブル・フロー制御のオプションに関する説明を追加しました。
表 8–3 に R/W の列を追加しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。パラメーターと信号の幅を 16 から 32 に
更新しました。

2008 年 5 月 v8.0.0 TMTビットについての説明を更新しました。
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6. SPI Slave to Avalon Master Bridge コア/JTAG to Avalon
Master Bridge コア

6.1. コアの概要

SPI Slave to Avalon Master Bridge コアおよび JTAG to Avalon Master Bridge コアは、ホスト
システムとプラットフォーム・デザイナー・システム間の接続をそれぞれの物理インターフェイスを介して
提供します。ホストシステムは、エンコードされたバイトストリームをコアの物理インターフェイスを介し
て送信することにより、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) トランザクションを開始することが
できます。これらのコアは読み出しと書き込みをサポートしますが、バースト・トランザクションはサポー
トしません。

この IP コアは、Motorola SPI プロトコルをサポートします。その際は、SPI クロック位相ビット CPHA
= 1、SPI クロック極性ビット CPOL = 0のモードを使用します。

6.2. 機能の説明

図 -15: SPI Slave to Avalon Master Bridge コアを備えるシステム
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図 -16: JTAG to Avalon Master Bridge コアを備えるシステム

注意: システムクロックは、少なくとも JTAG クロックよりも 2 倍の速さにする必要があります。
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SPI Slave to Avalon Master Bridge コアおよび JTAG to Avalon Master Bridge コアは、トラン
ザクション・データを含むエンコードされたバイトストリームをそれぞれの物理インターフェイスで受け
入れ、それぞれの Avalon-MM インターフェイスで Avalon-MM トランザクションを開始します。各ブリ
ッジは、次のコアで構成されます。これらは、プラットフォーム・デザイナーでスタンドアロンのコンポーネ
ントとして使用することができます。

• Avalon-ST シリアル・ペリフェラル・インターフェイスおよび Avalon ST JTAG インターフェ
イス — 着信データをビットで受け入れ、それらをバイトにパッキングします。

• Avalon-ST Bytes to Packets Converter — パケットをエンコードされたバイトストリー
ムに変換します。同様に、エンコードされたバイトストリームをパケットに変換します。

• Avalon-ST Packets to Transactions Converter — 特定のプロトコルに従ってエンコ
ードされたデータを含むパケットを Avalon-MM トランザクションに変換し、同じプロトコルを使
用して応答をパケットにエンコードします。

• Avalon-ST シングルクロック FIFO — Avalon-ST JTAG インターフェイス・コアからのデータ
をバッファーします。FIFO は、JTAG to Avalon Master Bridge でのみ使用されます。

ブリッジでバイトの着信ストリームを正常に Avalon-MM トランザクションに変換するには、コアで
使用されているプロトコルに従いバイトのストリームを構築する必要があります。

注意: JTAG Avalon Master Bridge コンポーネントを、このコンポーネントのマスター・インターフェイスに
バックプレッシャーするスレーブに接続している場合に、システムコンソールの
master_write_from_fileコマンドを使用すると、マスター・インターフェイスでデータの損失が
発生する、もしくはシステムコンソールでコマンドがハングする場合があります。
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図 -17: ビットから Avalon-MM トランザクション (書き込み)
次の例は、書き込みトランザクションにおいてバイトストリームがブリッジ内のさまざまなレイヤーを介して転送される際にどのよう
に変化するかを示しています。
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the following data byte is a special 
character (0x7A and 0x4A)

続くデータバイトが特殊文字
 (0x7Aおよび0x4A) のため、
エスケープ (0x7d) が挿入されます。

アイドルおよびエスケープの
挿入後に物理インターフェイス
で伝送されるバイト。
パケット長はバイトサイズに
応じて拡張されます。

バイトとしてエンコードされる
パケット

エスケープはドロップ
されます。次のバイトは、
0×20とXORされます。

4バイトのデータ (4A、FF、03、05) をアドレス0x024B7A40に書き込む

パケットとしてカプセル化される
トランザクション

0x7BはEnd of Packetとして
マークされます

Avalon-MMトランザクション

エスケープはドロップ
されます。次のバイトは、
0×20とXORされます。ドロップされます

物理レイヤー
入力: ビット (MOSIバス）
出力: バイト

トランザクション・レイヤー
入力: Avalon-STパケット
出力: Avalon-MMトランザクション

パケットレイヤー
入力: バイト
出力: Avalon-STパケット

トランザクション・
コード

バイトサイズ

図 -18: 書き込み応答
MOSI バスを介して書き込みトランザクション・パケットを送信すると、マスターは MOSI バスで 8 バイトの IDLE トランザクション
を開始し、MISO バスから書き込み応答を取得する必要があります。次の図は、MISO バスのブリッジで構築される書き込み応答トラ
ンザクションを示しています。コマンドの 上位ビットは反転されます。
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SOP EOP
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図 -19: ビットから Avalon-MM トランザクション (読み出し)
次の図は、読み出しトランザクションにおいてバイトストリームがブリッジ内のさまざまなレイヤーを介して転送される際にどのように
変化するかを示しています。
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トランザクション

Avalon-MMトランザクションアドレス0x024B7A40への4バイトのデータの読み出し

エスケープはドロップ
されます。次のバイトは、
0×20とXORされます。

ドロップされます

Idle Idle
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図 -20: 読み出し応答
MOSI バスを介して読み出しトランザクションを送信すると、マスターは MOSI バスで IDLE トランザクションを開始し、MISO バス
から読み出し応答を取得する必要があります。Avalon スレーブデバイスが読み出しデータを返していない場合は、読み出しデータを
受信するまでブリッジは 0x4A を返します。読み出しデータをブリッジで受信すると、ブリッジはチャネルバイトを 初のバイトとして
送信し、それに SOP とデータバイトが続きます。次の図は、MISO バスのブリッジで構築される読み出し応答トランザクションを示し
ています。
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Ch 0 Data
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Idle 

関連情報
• Avalon-ST シリアル・ペリフェラル・インターフェイス・コア (38 ページ)

• Avalon-ST Bytes to Packets Converterコアと Packets to Bytes Converter コア (526 ペ
ージ)

• Avalon Packets to Transactions Converter コア (515 ページ)

• Avalon-ST シングルクロック FIFO コアおよびデュアルクロック FIFO コア (32 ページ)

6.3. パラメーター

SPI Slave to Avalon Master Bridge コアの場合は、Number of synchronizer stages:
Depth パラメーターにより、同期レジスターチェーンの長さを指定することができます。これらのレジス
ターチェーンは、メタステーブル・イベントが発生する可能性が高い場合に使用されます。指定されてい
る長さにより、障害発生までの時間が決定します。ただし、レジスターチェーンの長さはコアのレイテンシ
ーに影響します。

インテル FPGA デバイスにおけるメタスタビリティーの詳細に関しては、AN 42: Metastability in
Intel FPGA devices を参照してください。

メタスタビリティー解析および同期レジスターチェーンの詳細に関しては、Intel Quartus Prime
Handbook の Volume 2 で、Area and Timing Optimization の章を参照してください。

6.4. SPI Slave to Avalon Master Bridge コア/JTAG to Avalon Master
Bridge コアの改訂履歴

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

2019.04.01 19.1 機能の説明において、読み出しおよび書き込みトランザクションに関する情報を更新しま
した。

2018.05.07 18.0 • ビットから Avalon Memory-Mapped インターフェイス・トランザクション (読み出
し) の図を修正しました。

• 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 2017.05.08 図 19 (56 ページ) に、読み出し動作を追加しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder の内容を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

continued...   
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 新しいパラメーターの Number of synchronizer stages: Depth の説明を追加
しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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7.  インテル eSPI スレーブコア

インテル eSPI (Enhanced SPI) スレーブコアを使用すると、インテル MAX 10 デバイスを使用して
マザーボード上の Platform Controller Hub (PCH) などの eSPI マスターと通信することができま
す。

関連情報
Enhanced Serial Peripheral Interface (eSPI) Base Specification

クライアント・プラットフォームおよびサーバー・プラットフォームの eSPI バス・インターフェイスの
アーキテクチャーに関する詳細情報を提供します。
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7.1. 機能の説明

図 -21: ブロック図
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(1) 入力および出力に対するコンフィグレーション可能なpc_portは、ポート00からA0をサポートします (例: pc_port80_inまたはpc_port80_out)。

詳細は、インターフェイス信号のセクションを参照してください。

7.1.1. リンクレイヤー

リンクレイヤーにおいて、Condition Detector ブロックは、eSPI クロックドメインでシリアル・データ・
バスをシフトイン (受信) およびシフトアウト (送信) します。入力シリアルデータはパラレル形式に変
換され、トランザクション・レイヤーに送信されます。トランザクション・レイヤーからのパラレル・データ・
バスは、Condition Detector でシリアル形式に変換され、eSPI 出力データとして送信されます。

シングル I/O モードでは、espi_data[1:0] I/O ピンは単方向であり、単方向データバスを形成し
ます。データの駆動には、コマンドフェーズでは espi_data[0]が使用され、応答フェーズでは
espi_data[1]が使用されます。espi_data[1]は、In-Band Reset コマンドを開始する際など
に SPI マスターで駆動することができるため、eSPI スレーブではコマンドフェーズ時に
espi_data[1]をトライステートにする必要があります。

デュアル I/O モードでは、espi_data[1:0] I/O ピンは双方向であり、双方向データバスを形成し
ます。コマンドフェーズと応答フェーズはすべて、2 つの双方向ピンを介して同時に転送されます。これに
より、シングル I/O モードの転送速度よりも実質的に転送速度が 2 倍になります。
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クワッド I/O モードでは、espi_data[3:0] I/O ピンは双方向データバスです。コマンドフェーズと
応答フェーズはすべて、4 つの双方向ピンを介して同時に転送されます。これにより、デュアル I/O モー
ドの転送速度よりも実質的に転送速度が 2 倍になります。

eSPI トランザクションでは、各フィールドは定義されている順序でシフトされます。マルチバイト・フィ
ールドの場合、シフト順序は次のとおりです。

• ヘッダー (長さとアドレス): 上位バイト (MSB) から 下位バイト (LSB)

• データ: LSB から MSB

• ステータス: LSB から MSB

図 -22: eSPI バスでのバイト順序
この図は、マスターでペリフェラル・チャネル・メモリー読み出しを開始した場合の例です。
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7.1.2. トランザクション・レイヤー

トランザクション・レイヤーの RX シフターブロックは、リンクレイヤーからパラレル・データ・バスを取得
します。これにより、ヘッダー、データ、ステータスなどの eSPI トランザクションのフィールドを識別し、そ
れを Command Detector ブロックに送信してデコードを行います。送信側では、Response
Generator ブロックで eSPI トランザクションに関する情報を収集します。その後、TX シフターブロッ
クはフィールド順序に従いトランザクションをリンクレイヤーに送信します。

また、トランザクション・レイヤーにはエラーの検出および処理ブロックが含まれています。エラー訂正
機能やハードウェア回復メカニズムは eSPI バスに定義されていません。eSPI スレーブコアは、eSPI
バスで検出されたエラーを次のように分類して処理します。

表 21. エラーの検出と処理におけるカテゴリー

エラー状態 eSPI スレーブコアの応答と処理

無効なコマンドオペコード
コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは、NO_RESPONSEオペコー
ドで応答します。

無効なサイクルタイプ
コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは、NO_RESPONSEオペコー
ドで応答します。

コマンドフェーズの CRC エラー コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは、NO_RESPONSEオペコー
ドで応答します。

予期しない espi_cs_nのデアサート
eSPI スレーブコアは、espi_cs_nがデアサートされた後にデータバスを
トライステートにし、tSHQZの規則に従います。また、CRC チェックが有効
になっている場合にのみ、応答フェーズで CRC エラーをトリガーします。

プロトコルエラー
• FREE のない PUT
• AVAILABLE のない GET

コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは FATAL_ERRORオペコー
ドで応答します。

コマンドフェーズ時の不正な形式のパケット
• ペリフェラル・チャネル

— ペイロード長 > 大ペイロードサイズ
— 読み出し要求サイズ > 大読み出し要求サイズ
— (アドレス + 長さ) > 4Kb

• 仮想ワイヤーチャネル
— カウント > 大仮想ワイヤーカウント

コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは、FATAL_ERRORオペコー
ドで応答します。

ポート 00hからポート 100hで PC_CHANNEL IO SHORTコ
マンドのみをサポートしている場合に、マスターが IO READ/
WRITE SHORTコマンドを発行して 00hから 100h以外にアド
レス指定している

コマンドは破棄されます。eSPI スレーブコアは、NON_FATAL_ERRORオ
ペコードで応答します。

エラー検出および処理ブロックのほかに、CRC-8 ジェネレーター・ブロックにより、eSPI トランザクショ
ン・パケットを保護しています。コマンドフェーズと応答フェーズには、それぞれの CRC バイトが含まれ
ます。コマンドフェーズの場合、CRC 計算にはコマンドフェーズ中のすべてのバイトが含まれます (コマ
ンドオペコード、ヘッダー、データなど)。応答フェーズの場合、CRC 計算には応答フェーズ中のすべての
バイトが含まれます (WAIT_STATEを除く応答オペコード、ヘッダー、データ、ステータスなど)。CRC
チェックはデフォルトで無効になっています。CRC チェックを有効にするには、
SET_CONFIGURATIONコマンドを使用して CRC Checking Enableビットを有効にします。

7.1.3. チャネル固有のレイヤー

現在、eSPI スレーブコアはチャネル 0 とチャネル 1 のみをサポートします。ただし、eSPI スレーブコア
は、OOB やフラッシュ・アクセス・チャネルなどの他のチャネル仕様に今後サポートを拡張するように設
計されています。

7.  インテル eSPI スレーブコア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

62

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


7.1.3.1. ペリフェラル・チャネル

ペリフェラル・チャネルを使用すると、eSPI マスターとスレーブ側にある eSPI エンドポイント
(PORT80 など) の間で通信が可能になります。チャネルをリセットするには、プラットフォーム・リセット
(PLTRST_n VW) を使用します。

プラットフォーム・デザイナーを使用し、ペリフェラル IO のアクセスを有効にしてポートの幅と方向をコ
ンフィグレーションすることができます。eSPI スレーブコアは、00h から A0h までのアドレス範囲を割
り当て、ペリフェラル IO にアクセスします。詳細に関しては、表:ペリフェラル IO のポート・コンフィグレ
ーションを参照してください。デフォルトでは、pc_port80のデータ幅は 8 ビットです。各アドレス位
置は、8 ビット幅、16 ビット幅、または 32 ビット幅としてコンフィグレーションできます。

IO ポートを 8 ビット幅に設定する場合は、PUT_IORD_SHORT 1 byte/PUT_IOWR_SHORT 1
byteコマンドを使用してポートにアクセスする必要があります。IO ポートを 16 ビット幅に設定する
場合は、PUT_IORD_SHORT 2 byte/PUT_IOWR_SHORT 2 byteコマンドを使用してポート
にアクセスする必要があります。IO ポートを 32 ビット幅に設定する場合は、PUT_IORD_SHORT 4
byte/PUT_IOWR_SHORT 4 byteコマンドを使用してポートにアクセスする必要があります。

PUT_PCまたは PUT_NPにより、パケットを FIFO にロードします。一方、GET_PCまたは GET_NP
では、パケットを FIFO からフラッシュします。デコーダーは、アドレスバイトをヘッダーからデコードし、
データを対応する出力ポートに送信します。

表 22. ペリフェラル IO のポート・コンフィグレーション

アドレス データ幅 ポート名 ポートの方向 イネーブル

00h 8/16/32 pc_port00 入力/出力 はい/いいえ

10h 8/16/32 pc_port10 入力/出力 はい/いいえ

20h 8/16/32 pc_port20 入力/出力 はい/いいえ

30h 8/16/32 pc_port30 入力/出力 はい/いいえ

40h 8/16/32 pc_port40 入力/出力 はい/いいえ

50h 8/16/32 pc_port50 入力/出力 はい/いいえ

60h 8/16/32 pc_port60 入力/出力 はい/いいえ

70h 8/16/32 pc_port70 入力/出力 はい/いいえ

80h 8/16/32 pc_port80 入力/出力 はい/いいえ

90h 8/16/32 pc_port90 入力/出力 はい/いいえ

A0h 8/16/32 pc_portA0 入力/出力 はい/いいえ

7.1.3.2. 仮想ワイヤーチャネル

仮想ワイヤー (VW) チャネルを使用すると、eSPI バスを介してトンネリングされた GPIO の状態を帯
域内メッセージとして通信することができます。コマンドフェーズは、コマンドオペコード、仮想ワイヤー
カウント、仮想ワイヤー・インデックス、仮想ワイヤーデータ、および CRC で構成されます。
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図 -23: 仮想ワイヤーパケット
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仮想ワイヤーカウントは、パケットによって通信される仮想ワイヤーグループの数を示します。これに
は、1 つまたは複数の仮想ワイヤーグループが続きます。各仮想ワイヤーグループは、2 バイト、つまり
仮想ワイヤー・インデックスと仮想ワイヤーデータで構成されます。eSPI スレーブコアは、システムイベ
ント、およびサーバー・プラットフォーム固有の仮想ワイヤー・インデックスをサポートします。

表 23. システムイベントの仮想ワイヤー・インデックス

仮想ワイヤ
ー・インデッ

クス
方向

仮想ワイヤー・データ・バイト
リセット

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

2h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み

SLP_S5
_n

SLP_S4
_n

SLP_S3
_n

rsmrst
_n

3h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み

OOB_RS
T_WARN

PLTRST
_n

SUS_ST
AT_n

espi_r
eset_n

4h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット PME_n WAKE_n 予約済み

OOB_RS
T_ACK

espi_r
eset_n

5h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット

SLAVE_B
OOT_LOA
D_STATU

S

- -

SLAVE_
BOOT_L
OAD_DO

NE

espi_r
eset_n

6h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット

HOST_RS
T_ACK

RCIN_n SMI_n SCI_n
PLTRST
_n VW

7h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み

NMIOUT
_n

SMIOUT
_n

HOST_R
ST_WAR

N

PLTRST
_n VW
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表 24. サーバー・プラットフォーム固有の仮想ワイヤー・インデックス

仮想ワイヤ
ー・インデッ

クス
方向

仮想ワイヤー・データ・バイト
リセット

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

40h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み 予約済み 予約済み

SUS_AC
K_n

espi_r
eset_n

41h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット SLP_A_n 予約済み

SUS_PW
RDN_AC

K

SUS_WA
RN_n

espi_r
eset_n

42h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み 予約済み

SLP_WL
AN_n

SLP_LA
N_n

rsmrst
_n

43h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット

PCH_TO_
EC_3

PCH_TO
_EC_2

PCH_TO
_EC_1

PCH_TO
_EC_0

espi_r
eset_n

44h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット

PCH_TO_
EC_7

PCH_TO
_EC_6

PCH_TO
_EC_5

PCH_TO
_EC_4

espi_r
eset_n

45h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット

EC_TO_P
CH_3

EC_TO_
PCH_2

EC_TO_
PCH_1

EC_TO_
PCH_0

espi_r
eset_n

46h スレーブから
マスター ビット 3 からビット 0 の有効ビット

EC_TO_P
CH_7

EC_TO_
PCH_6

EC_TO_
PCH_5

EC_TO_
PCH_4

espi_r
eset_n

47h マスターから
スレーブ ビット 3 からビット 0 の有効ビット 予約済み 予約済み 予約済み

HOST_C
10

PLTRST
_n VW

7.1.4. Port80 の実装

Port80 メッセージを送信する際に、eSPI マスターでは次の内容が行われます。

1. PUT_IOWR_SHORT 1 byteをコマンドとして送信します

2. 80h はヘッダーのアドレスバイトです

3. データのバイトと CRC が続きます

port80[7:0] では 8 ビットのデータを取得します。2 クロックサイクルのターン・アラウンド・タイム後、
eSPI スレーブコアは ACCEPTを応答コードとして送り返し、それにステータスレジスター値と CRC が
続きます。

図 -24: eSPI マスターで開始する短い IO 書き込みトランザクション

7.1.5. 物理ポートへの VW メッセージの実装

仮想ワイヤーチャネルに接続している出力ポートをアサートする際に、eSPI マスターでは次の内容が行
われます。
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1. PUT_VWIREをコマンドとして送信します

2. 仮想ワイヤーカウント値を割り当てます

3. 対応する出力ポートの仮想ワイヤー・インデックスを割り当てます

4. データのバイトと CRC が続きます

例えば、eSPI マスターが SLP_S3_nをアサートしている場合、仮想ワイヤー・インデックスは 2hで、
データバイトは 8‘b00010110です。eSPI を介してトンネリングされている仮想ワイヤーは、
espi_cs_nがデアサートされている際にのみ、レシーバーで有効になります。

図 -25: 仮想ワイヤー・トランザクション

仮想ワイヤーチャネルに接続している出力ポートの論理状態が変化した場合、新しい状態を eSPI マス
ターに伝達する必要があります。その場合は、eSPI スレーブコアで eSPI マスターへのアラートイベント
を開始します。その後、eSPI マスターは GET_STATUSトランザクションをトリガーし、それに
GET_VWIREトランザクションが続きます。

7.1.6.  Avalon Memory-Mapped インターフェイスの設定

表 25. Avalon Memory-Mapped インターフェイスの設定

設定フィールド 値

readLatency 2

readWaitTime 0

writeWaitTime 0

addressUnits WORDS

bitsPerSymbol 8

maximumPendingReadTransactions 0

maximumPendingWriteTransactions 0

burstOnBurstBoundariesOnly false
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7.2. リソース使用率

表 26. eSPI スレーブコアのリソース使用率

デバイス リソース 値

インテル MAX 10

FMAX 150MHz(4)

ロジックセル 1586

専用ロジックレジスター 813

M9K 5

7.3. IP のパラメーター

表 27. パラメーター・リスト
これらのパラメーターは、プラットフォーム・デザイナーを使用してコンフィグレーションすることができます。

パラメーター名 デフォルト値 説明

eSPI Mode of Operation Single I/O

I/O のコンフィグレーションを設定することができます。利用可能な
オプションは次のとおりです。
• Single I/O
• Single and Dual I/O
• Single and Quad I/O
• Single, Dual, and Quad I/O

Frequency of Operation 20MHz

動作周波数を設定することができます。利用可能なオプションは次の
とおりです。
• 20MHz
• 25MHz
• 33MHz
• 50MHz
• 66MHz(5)

Channel Supported Peripheral Channel

チャネルサポートを設定することができます。利用可能なオプション
は次のとおりです。
• Virtual Wire Channel
• Peripheral Channel
• All Channel

Peripheral Channel Maximum
Payload Size Supported 64 bytes

ペリフェラル・チャネルの 大ペイロードサイズを設定することができ
ます。利用可能なオプションは次のとおりです。
• 64 bytes

Peripheral Channel Maximum Read
Request Size Supported 64 bytes

ペリフェラル・チャネルの 大読み出し要求サイズを設定することが
できます。利用可能なオプションは次のとおりです。
• 64 bytes

Maximum Virtual Wire Count
Supported (0-based) 0x07 大仮想ワイヤー数を設定することができます。選択可能な値は次の

とおりです。
continued...   

(4) eSPI クロックと IP クロックのクロック比は x3 にする必要があります。インテルでは、インテル Arria 10 デバイ
スで、66MHz の eSPI クロックと 200MHz を超える IP クロックを実行することを推奨しています。現在、
66MHz の eSPI クロックは、インテル MAX 10 デバイスではサポートされていません。

(5) eSPI クロックと IP クロックのクロック比は x3 にする必要があります。インテルでは、インテル Arria 10 デバイ
スで、66MHz の eSPI クロックと 200MHz を超える IP クロックを実行することを推奨しています。現在、
66MHz の eSPI クロックは、インテル MAX 10 デバイスではサポートされていません。
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パラメーター名 デフォルト値 説明

• 0x07: 8 カウント
• 0x08: 9 カウント
• 0x09: 10 カウント
• 0x0A: 11 カウント
• 0x0B: 12 カウント
• 0x0C: 13 カウント
• 0x0D: 14 カウント
• 0x0E: 15 カウント
• 0x0F: 16 カウント

7.4. インターフェイス信号

表 28. インターフェイス信号

信号名 幅 (ビット) 方向 説明

クロック・インターフェイス

clk 1 入力 入力クロック信号

リセット・インターフェイス

reset_n 1 入力 同期リセット信号

Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (6)

avmm_read 1 入力
この信号を使用し、ステータスレジスター、エラーレジ
スター、ポステッド RX FIFO またはノンポステッド
RX FIFO からの読み出しを有効にします。

avmm_readdata[31:0] 32 出力
この信号を使用し、ステータスレジスター、エラーレジ
スター、ポステッド RX FIFO またはノンポステッド
RX FIFO から読み出します。

avmm_write 1 入力
この信号を使用し、ポステッド TX FIFO またはノンポ
ステッド TX FIFO への書き込みを有効にします。

avmm_writedata[31:0] 32 入力
この信号を使用し、ポステッド TX FIFO またはノンポ
ステッド TX FIFO にデータを書き込みます。

avmm_address[4:0] 5 入力 Avalon アドレスは、それぞれのレジスター/FIFO に
アクセスするためのアドレスを決定します。

割り込み信号

irq 1 出力
割り込み信号は、ステータスレジスターの更新を反映
します。また、エラー・レジスター・ビットがアサートさ
れるとトリガーされます。

eSPI インターフェイス

espi_clk 1 入力
eSPI シリアルクロック信号。
周波数範囲: 20MHz から 66MHz。

espi_reset_n 1 入力 eSPI リセット信号

espi_cs_n 1 入力 eSPI チップセレクト信号

continued...   

(6) Avalon-MM インターフェイスを使用し、Avalon アドレスが 00hに設定されているステータスレジスター、およ
び Avalon アドレスが 04hに設定されている PC チャネルの FIFO にアクセスします。
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信号名 幅 (ビット) 方向 説明

espi_data[1:0]/[3:0] 2 または 4 入力/出力

eSPI 双方向データバス。データバスのコンフィグレー
ションは、eSPI Mode of Operation パラメータ
ーで決まります。
• 2 ビット・データ・バス

— Single I/O
— Single and Dual I/O

• 4 ビット・データ・バス
— Single and Quad I/O
— Single, Dual and Quad I/O

espi_alert_n 1 出力 eSPI アラート信号

コンジット

slp_s5_n 1 出力
S5 スリープ制御信号は、重要ではないシステムへの
電源を S5 で遮断する必要がある際に送信されます。

slp_s4_n 1 出力
S4 スリープ制御信号は、重要ではないシステムへの
電源を S4 で遮断する必要がある際に送信されます。

slp_s3_n 1 出力
S3 スリープ制御信号は、重要ではないシステムへの
電源を S3 で遮断する必要がある際に送信されます。

slp_a_n 1 出力
スリープ A 信号を使用し、インテル ME がオンになっ
ている場合に SX プラットフォームで電源が必要な
ASW をサポートします。

slp_lan_n 1 出力
LAN サブシステムのスリープ制御信号は、外部有線
LAN PHY への電源を遮断できる際に送信されます。

slp_wlan_n 1 出力
無線 LAN サブシステムのスリープ制御信号は、外部
無線 LAN PHY への電源を遮断できる際に送信され
ます。

sus_stat_n 1 出力 サスペンドステータス信号は、システムが低電力状態
に入る前に送信されます。

sus_pwrdn_ack 1 出力 サスペンド・パワーダウン肯定応答信号

sus_warn_n 1 出力 サスペンド警告信号

oob_rst_warn 1 出力 マスターは、OOB プロセッサーがリセットされる前に
この信号を送信します。

host_rst_warn 1 出力 マスターは、ホストがリセットされる前にこの信号を
送信します。

smiout_n 1 出力 マスターはこの信号を送信し、SMI イベントの発生を
示します。

nmiout_n 1 出力 マスターはこの信号を送信し、NMI イベントの発生を
示します。

host_c10 1 出力 ホスト CPU がディープ・パワーダウン状態 C10 以上
になったことを示します。

pch_to_ec[7:0] 8 出力
プラットフォーム・コントローラー・ハブ (eSPI マスタ
ー) から eSPI スレーブ IP への 8 つの独立した仮想
ワイヤー・プレースホルダー。

ec_to_pch[7:0] 8 入力
eSPI スレーブ IP からプラットフォーム・コントローラ
ー・ハブ (eSPI マスター) への 8 つの独立した仮想ワ
イヤー・プレースホルダー。

sus_ack_n 1 入力 サスペンド肯定応答信号

continued...   
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信号名 幅 (ビット) 方向 説明

oob_rst_ack 1 入力 OOB リセット肯定応答信号

wake_n 1 入力
この信号は、任意のイベントでホストを Sx からウェイ
クアップします。また、LID スイッチまたは AC 挿入イ
ベントでウェイクアップすることもできます。

pme_n 1 入力
この信号は、PCI で定義される PME を介してホスト
を Sx からウェイクアップします。

sci_n 1 入力 汎用アラート信号です。これにより、OS は ACPI メソ
ッドを呼び出します。

smi_n 1 入力 汎用アラート信号です。これにより、BIOS は SMI コ
ードを呼び出します。

rcin_n 1 入力 キーボード・コントローラーに代わり CPU リセットを
要求します。

host_rst_ack 1 入力 ホストリセット肯定応答信号

slave_boot_load_done 1 入力 ブートロードの完了を示します。

slave_boot_load_status 1 入力 ブートロードのステータスを示します。

pc_port<n>_<direction>
[(m-1):0]

m = 8/16/32 入力/出力

コンフィグレーション可能なデータ幅と方向を備える
ペリフェラル・チャネル IO ポート。
n = 00 から A0 までのコンフィグレーション可能な
値。
例: pc_port80_out[15:0]

rsmrst_n 1 入力 この信号は、仮想ワイヤー・インデックスの一部に入力
リセットを提供します。

7.5. レジスター

7.5.1.  Avalon-MM インターフェイスのアクセス可能なレジスター

表 29. Avalon-MM インターフェイスにおけるアクセス可能なレジスターのマップ

オフセットアドレス レジスター名 アクセスタイプ 幅 (ビット)

0x0h Status Register R 32

0x4h Control Register W 32

0x8h Posted RX FIFO(7) R 8

0xCh Posted TX FIFO (8) W 8

continued...   

(7) eSPI マスターは、PUT_PCまたは PUT_MEMWR_SHORTなどのコマンドを発行し、この FIFO にデータバイト
を書き込みます。この FIFO からデータを取得するには、Avalon 読み出し信号を使用します。

(8) Avalon 書き込みコマンドを発行し、応答データをこの FIFO に書き込みます。
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オフセットアドレス レジスター名 アクセスタイプ 幅 (ビット)

0x10h Non-posted RX FIFO(9) R 8

0x14h Non-posted TX FIFO(8) W 8

0x18h Error Register R/W1C 32

7.5.1.1. Status Register

表 30. Status Register のビットの説明

ビット タイプ ステータスフィールド 説明

0 R PCRXFIFO_AVAIL

次の値は、次の内容を示します。
• 1: Channel 0 Posted RXFIFO にペリフェラルのポステッドヘ

ッダーまたは完了ヘッダーがあります。また、 大ペイロードサイ
ズまでのデータが読み出しに利用可能です。

• 0: Channel 0 Posted RXFIFO は空です。

1 R NPRXFIFO_AVAIL

次の値は、次の内容を示します。
• 1: Channel 0 Non-posted RXFIFO にペリフェラルのノンポ

ステッド・ヘッダーがあり、読み出しに利用可能です。
• 0: Channel 0 Non-posted RXFIFO は空です。

31:2 - - 予約済み

7.5.1.2. Control Register

表 31. Control Register のビットの説明

ビット タイプ コントロール・フィールド 説明

0 W PCTXFIFO_AVAIL

次の値を書き込みます。
• 1: Channel 0 Posted TXFIFO にペリフェラルのポステッドヘ

ッダーもしくは完了ヘッダーがあることを示します。また、 大ペ
イロードサイズまでのデータが利用可能です。

• 0: ハードウェアでクリアします。

1 W NPTXFIFO_AVAIL

次の値を書き込みます。
• 1: Channel 0 Non-posted TXFIFO で完全なペリフェラルの

ノンポステッド・ヘッダーが利用可能であることを示します。
• 0: ハードウェアでクリアします。

31:2 - - 予約済み

7.5.1.3. Error Register

表 32. Error Register のビットの定義
次のレジスタービットをクリアするには、それぞれのビットに 1 を書き込みます。

ビット タイプ エラーフィールド

0 R/W1C 無効なコマンドオペコード

1 R/W1C 無効なサイクルタイプ
continued...   

(9) eSPI マスターは、PUT_NP、PUT_MEMRD_SHORT、PUT_IORD_SHORT、PUT_IOWR_SHORTなどのコマ
ンドを発行し、データバイトをこの FIFO に書き込みます。この FIFO からデータを取得するには、Avalon 読み出
し信号を使用します。
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ビット タイプ エラーフィールド

2 R/W1C コマンドフェーズの CRC エラー

3 R/W1C 予期しない espi_cs_nのデアサート

4 R/W1C Free のない Put

5 R/W1C Available のない Get

6 R/W1C ペリフェラル・チャネルの不正な形式のパケット

7 R/W1C 仮想ワイヤーチャネルの不正な形式のパケット

31:8 - 予約済み

7.5.2. eSPI インターフェイスのアクセス可能なレジスター

7.5.2.1. eSPI の Status Register

このステータスレジスターは、eSPI スレーブ IP のステータスを反映します。このレジスターには、
GET_STATUSコマンドを使用し、eSPI インターフェイスを介してアクセスすることができます。このレ
ジスターには、Avalon-MM を介してアクセスすることもできます。その際は、Avalon-MM アドレス 00h
で読み出し要求をアサートします。

応答フェーズでは、ステータスフィールドは常に eSPI マスターに返されます。受信したコマンドは、
espi_cs_n信号のデアサート後にのみデコードされます。したがって、キューに入っているコマンドの
実装効果は、後続のトランザクションのステータスで反映されます。

eSPI ステータスレジスターのビットは読み出し専用で、espi_reset_nによってクリアされます。

表 33. eSPI ステータスレジスターのビットの説明

ビット ステータスフィールド 説明

0 PC_FREE

次の値は、次の内容を示します。
• 1: Channel 0 Posted FIFO が空の状態であり、ペリフェラルのポステッドヘ

ッダーまたは完了ヘッダーと 大ペイロードサイズまでのデータを受け入れま
す。

• 0: Channel 0 Posted FIFO には、1 つの完全なペリフェラルのポステッドヘ
ッダーまたは完了ヘッダーとデータパケットがあります。

1 NP_FREE

次の値は、次の内容を示します。
• 1: Channel 0 Non-posted FIFO が空の状態であり、ペリフェラルのノンポ

ステッド・ヘッダーまたは完了ヘッダーと 大ペイロードサイズまでのデータを
受け入れます。

• 0: Channel 0 Non-posted FIFO には、1 つの完全なペリフェラルのノンポ
ステッド・ヘッダーまたは完了ヘッダーとデータパケットがあります。

2 VWIRE_FREE 値は常に 1 です。

3 OOB_FREE 値は常に 1 です。

4 PC_AVAIL

次の値は、次の内容を示します。
• 1: Channel 0 Posted FIFO にペリフェラルのポステッドヘッダーまたは完

了ヘッダーがあります。また、 大ペイロードサイズまでのデータが送信に利用
可能です。

• 0: Channel 0 Posted FIFO は空の状態です。

5 NP_AVAIL 次の値は、次の内容を示します。

continued...   
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ビット ステータスフィールド 説明

• 1: Channel 0 Non-posted FIFO にペリフェラルのノンポステッド・ヘッダ
ーまたは完了ヘッダーがあります。また、 大ペイロードサイズまでのデータが
送信に利用可能です。

• 0: Channel 0 Non-posted FIFO は空の状態です。

6 VWIRE_AVAIL

次の値は、次の内容を示します。
• 1: チャネル 1 に、送信に利用できるトンネリング仮想ワイヤーがあります。
• 0: チャネル 1 は空の状態です。

7 OOB_AVAIL 値は常に 0 です。

8 FLASH_C_FREE 値は常に 1 です。

9 FLASH_NP_FREE 値は常に 1 です。

10 Reserved -

11 Reserved -

12 FLASH_C_AVAIL 値は常に 0 です。

13 FLASH_NP_AVAIL 値は常に 0 です。

14 予約済み -

15 予約済み -

7.5.2.2. Capabilities and Configuration レジスター

これらのレジスターには、GET_CONFIGURATIONおよび SET_CONFIGURATIONコマンドを使用
してアクセスすることができます。SET_CONFIGURATIONコマンドを使用してレジスターをコンフィ
グレーションすると、新しいレジスター値は、espi_cs_nのデアサートエッジでのみ有効になります。

Capabilities and Configuration レジスターのビットは、espi_reset_nでリセットされます。

表 34. Capabilities and Configuration レジスターのマップ

オフセット レジスター名

0x4 Device Identification

0x8 General Capabilities and Configurations

0x10 Channel 0 Capabilities and Configurations

0x20 Channel 1 Capabilities and Configurations

0x30 Channel 2 Capabilities and Configurations

0x40 Channel 3 Capabilities and Configurations

表 35. Device Identification レジスターの説明

ビット アクセスタイプ デフォルト値 説明

31:8 - - 予約済み

7:0 R 0x01 特定の eSPI 仕様のリビジョンに準拠するバージョン ID を示します。
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表 36. General Capabilities and Configurations レジスターの説明

ビット アクセスタイプ デフォルト値 説明

31 RW 0
CRC チェック
• 1: CRC チェックは有効です。
• 0: CRC チェックは無効です。

30:29 - - 予約済み

28 RW 0
アラートモード
• 1: espi_alert_nを使用し、アラートイベントを通知します。
• 0: espi_data[1] を使用し、アラートイベントを通知します。

27:26 RW 2'b00

I/O モードの選択
• 2'b00: Single I/O
• 2'b01: Dual I/O
• 2'b10: Quad I/O
• 2'b11: 予約済み

25:24 R - eSPI Mode of Operation パラメーターに設定されている値を示しま
す。

23 - - 予約済み

22:20 RW 3'b000

動作周波数
• 3'b000: 20MHz
• 3'b001: 25MHz
• 3'b010: 33MHz
• 3'b011: 50MHz
• 3'b100: 66MHz

19 - - 予約済み

18:16 R - Frequency of Operation パラメーターに設定されている値を示しま
す。

15:12 RW 4'b0000

ACCEPT、DEFER、NON_FATAL ERROR、FATAL ERROR応答コードで
応答するまでに許可される 大待機状態
• 4'b0000: 16 バイト時間
• 4'b0001: 1 バイト時間
• 4'b0010: 2 バイト時間
• 4'b0011: 3 バイト時間
• .....
• 4'b1111: 15 バイト時間

11:8 - - 予約済み

7:0 R - Channel Supported パラメーターに設定されている値を示します。

表 37. Channel 0 Capabilities and Configurations レジスターの説明

ビット アクセスタイプ デフォルト値 説明

31:15 - - 予約済み

14:12 RW 3'b001

ペリフェラル・チャネルのアドレスにアライメントされている 大読み出し要
求サイズ
• 3'b000: 予約済み
• 3'b001: 64 バイト
読み出し要求の長さは、対応する Maximum Read Request Size の自然
にアライメントされているアドレス境界を超えてはなりません。

11 - - 予約済み
continued...   
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ビット アクセスタイプ デフォルト値 説明

10:8 RW 3'b001

ペリフェラル・チャネルのアドレスにアライメントされている選択された 大
ペイロードサイズ
• 3'b000: 予約済み
• 3'b001: 64 バイト
Peripheral Channel Maximum Payload Size Supported フィ
ールドに記載されている値を超えてはなりません。トランザクションのペイロ
ードは、対応する Maximum Payload Size の自然にアライメントされてい
るアドレス境界を超えてはなりません。

7 - - 予約済み

6:4 R - Peripheral Channel Maximum Payload Size Supported パラ
メーターに設定されている値を示します。

3:2 - - 予約済み

1 R 0
ペリフェラル・チャネルのレディー
• 1: チャネルの準備はできています
• 0: チャネルの準備はできていません

0 RW 1

ペリフェラル・チャネルのイネーブル
• 1: チャネルは有効です
• 0: チャネルは無効です
このビットを 1 から 0 にクリアすると、ペリフェラル・チャネルに対するリセッ
トがトリガーされます。

表 38. Channel 1 Capabilities and Configurations レジスターの説明

ビット アクセスタイプ デフォルト値 説明

31:22 - - 予約済み

21:16 RW 0

動作している 大仮想ワイヤー数 - 単一の仮想ワイヤーパケットで送信でき
る仮想ワイヤーグループの 大数。このフィールドにコンフィグレーションさ
れている値は、MAX_VW_COUNT で示されている値を超えてはなりませ
ん。デフォルト値の 0 は、カウント 1 を示します。その他の有効な値は次のと
おりです。
• 6'b000111: 8 カウント
• 6'b001000: 9 カウント
• 6'b001001: 10 カウント
• 6'b001010: 11 カウント
• 6'b001011: 12 カウント
• 6'b001100: 13 カウント
• 6'b001101: 14 カウント
• 6'b001110: 15 カウント
• 6'b001111: 16 カウント

15:14 - - 予約済み

13:8 R - MAX_VW_COUNT パラメーターに設定されている値を示します。

7:2 - - 予約済み

1 R 0
仮想ワイヤーチャネルのレディー
• 1: チャネルの準備はできています
• 0: チャネルの準備はできていません

0 RW 0

仮想ワイヤーチャネルのイネーブル
• 1: チャネルは有効です
• 0: チャネルは無効です
このビットをクリアしても、仮想ワイヤーチャネルはクリアされません。そのた
め、すべての仮想ワイヤーの状態を維持する必要があります。
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7.6. ペリフェラル・チャネル Avalon インターフェイス使用モデル

Avalon の各読み出しコマンドでは、8 ビットのデータのみを読み戻します。Avalon Memory-Mapped
インターフェイスの読み出しデータは 32 ビット幅ですが、8 ビット (LSB) のみが使用されます。この動
作は、Avalon の書き込みコマンドにも適用されます。

eSPI マスターが PUT_IORD_SHORTまたは PUT_IOWR_SHORTコマンドを送信する際に、これら
のパケットは FIFO に格納されません。パケットのデータは直接 pc_port**_inポートに送信され、
pc_port**_outポートから取り出されます。

次の形式を使用し、PCTXFIFOに応答パケットを送信する必要があります。

cycletype (SUCCESSFUL_COMPLETION_WITH_DATA/UNSUCCESSFUL_COMPLETION)
-> MSB length -> LSB length -> DATA (オプション)

応答パケットを PCTXFIFOに書き込むと、Avalon Control Register (0x4h) に 1 を書き込み、
PCTXFIFOで完全なペイロードが利用可能であることを示す必要があります。このフラグがトリガーさ
れると、eSPI マスターには肯定応答がされ (espi ステータス情報を介して)、それに応じて GET_PCコ
マンドを使用してパケットがフェッチされます。各 FIFO では 1 つのパケットのみを保存することができ
ます。

Avalon Status Register (0x0h) を使用し、eSPI マスターが完全なパケットを PCRXFIFO
(PUT_PC/PUT_MEMWR32_SHORTコマンド使用)、もしくは NPRXFIFO (PUT_NP/
PUT_MEMRD32_SHORTコマンド使用) に送信していることを確認します。

次のエラーが発生すると、ペリフェラル・チャネルの FIFO がフラッシュされます。

• 無効なサイクルタイプ

• 無効なコマンド

• CRC の不一致

• FIFO Free がアサートされていない状態での Put FIFO

• FIFO Available がアサートされていない状態での Get FIFO

7.7.  インテル eSPI スレーブコアの改訂履歴

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

2020.07.22 20.2 インターフェイス信号名のコールアウトを訂正しました。

2018.09.24 18.1 • 信号名を訂正しました (spi_*から espi_*)。
• 表: eSPI スレーブコアのリソース使用率で、IP クロック周波数を更新しました。
• Avalon インターフェイスのレジスターを更新しました。
• 新しいセクションのペリフェラル・チャネル Avalon インターフェイス使用モデルを追

加しました。

2018.05.07 18.0 初版
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8. eSPI to LPC ブリッジコア

eSPI to LPC ブリッジコアにより、アップストリーム・デバイスとしての eSPI マスターとダウンストリー
ム・デバイスとしての LPC スレーブ間の相互通信が可能になります。このコアは主に、eSPI スレーブ IP
コアといくつかの追加ブロックを使用して、eSPI パケットを LPC トランザクションに変換します。このブ
リッジは、Avalon インターフェイスを使用してペリフェラル・チャネルの FIFO にアクセスしません。ただ
し、LPC インターフェイス信号を使用すると、ブリッジをダウンストリームの LPC デバイスに接続するこ
とができます。

注意: eSPI to LPC ブリッジコアは、インテル Arria 10 およびインテル MAX 10 デバイスのみをサポートし
ます。

8.1. サポートされていない LPC の機能

この IP コアは、次の LPC 機能をサポートしていません。

• DMA 読み出し/書き込みサイクル

• バス・マスター・メモリー読み出し/書き込みサイクル

• バスマスター IO 読み出し/書き込みサイクル

• LPC クロックの有効化/無効化

8.2. IP のパラメーター

表 39. パラメーター・リスト
これらのパラメーターは、プラットフォーム・デザイナーを使用してコンフィグレーションすることができます。

パラメーター名 デフォルト値 説明

eSPI Mode of Operation Single I/O

I/O のコンフィグレーションを設定することができます。利用可能な
オプションは次のとおりです。
• Single I/O
• Single and Dual I/O
• Single and Quad I/O
• Single, Dual, and Quad I/O

Frequency of Operation 20MHz

動作周波数を設定することができます。利用可能なオプションは次の
とおりです。
• 20MHz
• 25MHz
• 33MHz
• 50MHz
• 66MHz

Channel Supported Peripheral Channel チャネルサポートを設定することができます。利用可能なオプション
は次のとおりです。

continued...   
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パラメーター名 デフォルト値 説明

• Virtual Wire Channel
• Peripheral Channel
• All Channel

Peripheral Channel Maximum
Payload Size Supported 64 bytes

ペリフェラル・チャネルの 大ペイロードサイズを設定することができ
ます。利用可能なオプションは次のとおりです。
• 64 bytes

Peripheral Channel Maximum Read
Request Size Supported 64 bytes

ペリフェラル・チャネルの 大読み出し要求サイズを設定することが
できます。利用可能なオプションは次のとおりです。
• 64 bytes

Maximum Virtual Wire Count
Supported (0-based) 0x07

大仮想ワイヤー数を設定することができます。選択可能な値は次の
とおりです。
• 0x07: 8 カウント
• 0x08: 9 カウント
• 0x09: 10 カウント
• 0x0A: 11 カウント
• 0x0B: 12 カウント
• 0x0C: 13 カウント
• 0x0D: 14 カウント
• 0x0E: 15 カウント
• 0x0F: 16 カウント

Enable tri-state control ports on
LPC data bus and Serial IRQ line(10) Off LPC データバス信号とシリアル IRQ 信号を、双方向信号ではなくト

ライステート・コンジットとしてエクスポートできます。

8.3. サポートされる IP クロック周波数

表 40. IP クロック周波数のサポート

デバイスファミリー eSPI クロック周波数 (MHz) 最小 IP クロック周波数 (MHz) 最大 IP クロック周波数 (MHz)

インテル MAX 10

20 60 150

25 80 150

33 100 150

50(11) 150 150

インテル Arria 10 66 200 -

(10) このパラメーターは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョン 20.1 以降で利用可能です。

(11) eSPI マスターのサンプリング・クロックを立ち下がりエッジで有効にし、出力遅延に対してタイミングマージンを
増やす必要があります。
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8.4. 機能の説明

図 -26: ブロック図
この図は、eSPI-to-LPC ブリッジモジュールに統合されている eSPI スレーブ IP コアを示しています。
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これらの信号は、Enable tri-state control 
ports on LPC data bus and Serial IRQ 
lineパラメーターをオンにしている
場合にのみ利用可能です。

lpc_bridge ブロックは、peripheral_channel ブロックとともに使用する必要があります。そのた
め、Channel Supported パラメーターのビット 0 を 1 に設定して lpc_bridgeを使用する必要
があります。

SERIRQ 割り込みイベントは、サンプリングされて VW インデックス・グループに変換されます。そのた
め、Channel Supported パラメーターのビット 1 を 1 に設定して SERIRQ 割り込みを使用する必
要があります。

注意: 両方のチャネル (ペリフェラル・チャネルおよび仮想チャネル) を有効にし、LPC ブリッジの内部信号を
正しく初期化します。

8.4.1. FIFO の実装

FIFO はすべて、ペリフェラル・チャネルで使用されて着信トランザクションをバッファーします。eSPI-
to-LPC ブリッジが LPC インターフェイスでのデータ転送でビジー状態の場合、eSPI マスターからのト
ランザクションは、ブリッジがアイドル状態になるまで PC_RXFIFOまたは NP_RXFIFOに格納され
ます。PC_RXFIFOではポステッド・トランザクションを格納し、NP_RXFIFOではノンポステッド・トラ
ンザクションを格納します。

RXFIFO では、それがフルになるまで 1 つ以上の eSPI トランザクション (コマンドバイト、ヘッダーバ
イト、書き込みデータバイト) を格納することができます。FIFO の深さが
MAX_PC_PAYLOAD_SIZE + 完全なヘッダー 1 つ + コマンドバイト 1 つもしくは完全なヘッ
ダー 1 つ + NP_RXFIFOのコマンドバイト 1 つよりも少ない場合は、PC_FREE/NP_FREEステー
タス・レジスター・ビットがデアサートされます。

Pre_RXFIFOは、CRC エラーチェックの目的で着信 eSPI トランザクションを格納します。CRC エラ
ーチェックは、eSPI トランザクションの 後のバイトを Pre_RXFIFOにプッシュした後に実行されま
す。CRC エラーが High の場合、eSPI トランザクションはドロップされて LPC トランザクションへの変
換が回避されます。CRC エラーが Low の場合は、eSPI トランザクションは NP_RXFIFOまたは
PC_RXFIFOにプッシュされて LPC トランザクションに変換されます。
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PC_TXFIFOでは、ダウンストリームの LPC デバイスからの応答トランザクションを格納します。PC_
AVAILステータス・レジスター・ビットは、完全な応答トランザクションが PC_TXFIFOに格納されて
いる場合にのみ High になります。

Pre_TXFIFOは、エラーチェックの目的で着信 LPC トランザクションを格納します。LPC トランザク
ションの中止または LPC トランザクションの同期エラーが発生した場合は、トランザクションは
Pre_TXFIFOからドロップされます。エラーがない場合、トランザクションは PC_TXFIFOにプッシ
ュされ、その後 eSPI マスターにプッシュされます。

FIFO はすべて 8 ビット幅です。次の図は、RXFIFO のコンテンツを示しています。ここでは、1 つの完全
な eSPI トランザクションを格納することができます。

図 -27: RXFIFO のコンテンツ

Data byte
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Command byte

Bit 7 Bit 0

Bit 7

Bit 7

Bit 0

Bit 0

(1)

(1)   ポステッド・トランザクションのみ

Byte (n+1) からByte m

Byte 1からByte n

Byte 0

8.4.2. トランザクション順序の規則

LPC ブリッジで RXFIFO からトランザクションをフェッチする準備が整うと、PC_RXFIFOからのトラ
ンザクションをかならず 初にポップし (書き込みトランザクション)、次に NP_RXFIFOからポップし
ます (読み出しトランザクション)。この規則により、古いデータの読み出しを防ぎます。

8.4.3. eSPI コマンドから LPC サイクルタイプへの変換

表 41. 変換リスト

eSPI コマンド サポートされるサイズ (バイト単位) LPC サイクルタイプ

PUT_NP 1 から 64

メモリー読み出し
PUT_MEMRD32_SHORT_1B 1

PUT_MEMRD32_SHORT_2B 2

PUT_MEMRD32_SHORT_4B 4

PUT_PC 1 から 64

メモリー書き込み
PUT_MEMWR32_SHORT_1B 1

PUT_MEMWR32_SHORT_2B 2

PUT_MEMWR32_SHORT_4B 4

continued...   
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eSPI コマンド サポートされるサイズ (バイト単位) LPC サイクルタイプ

PUT_IORD_SHORT_1B 1

IO 読み出しPUT_IORD_SHORT_2B 2

PUT_IORD_SHORT_4B 4

PUT_IOWR_SHORT_1B 1

IO 書き込みPUT_IOWR_SHORT_2B 2

PUT_IOWR_SHORT_4B 4

8.4.4. SERIRQ 割り込みイベント

LPC ブリッジは、LPC インターフェイスからの SERIRQ 信号のイベントをサンプリングすることにより、
16 ラインの IRQ/データ・シリアライザーをサポートします。SERIRQ サイクル転送は、次の 3 つのフレ
ームタイプで構成されます。

• 開始フレーム: スレーブデバイスは SERIRQ ラインを Low に駆動し、IRQ 送信の開始を示しま
す。

• IRQ/データフレーム (複数): ペリフェラルは、IRQ 情報を送信します。eSPI ブリッジマスターは、
16 個の IRQ データフレームをサポートします。サンプルフェーズ時に、SERIRQ デバイスは、検出
された IRQ/データの値が Low の場合に限り、SERIRQを Low に駆動する必要があります。検出
された IRQ/データ値が High の場合、SERIRQはトライステートで維持する必要があります。サン
プルフェーズ時に SERIRQを Low に駆動している場合に限り、 デバイスはリカバリーフェーズで
SERIRQを High に駆動する必要があります。

• 終了フレーム: ホスト・コントローラーは、すべての IRQ/データフレームが完了すると、終了フレー
ムを開始して SERIRQアクティビティーを終了します。終了フレームは、SERIRQが 2 クロックサ
イクルにわたって Low になると示されます。終了フレームは、開始フレームから 53 または 54 クロ
ックサイクルで発生します。

図 -28: SERIRQ イベントのタイミング図

開始フレームは 4 クロックサイクル、終了フレームは 2 クロックサイクルです。IRQ/データフレームの
クロックサイクルは次のとおりです。
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表 42. IRQ/データフレームのクロック周期

IRQ/データフレーム サンプリングされる信号 開始フレーム後のクロック数

1 IRQ0 2

2 IRQ1 5

3 SMI# 8

4 IRQ3 11

5 IRQ4 14

6 IRQ5 17

7 IRQ6 20

8 IRQ7 23

9 IRQ8 26

10 IRQ9 29

11 IRQ10 32

12 IRQ11 35

13 IRQ12 38

14 IRQ13 41

15 IRQ14 44

16 IRQ15 47

17 予約済み -

LPC ブリッジは、SERIRQ イベントをサンプリングして抽出すると、次のように IRQ/データフレームを
VW インデックス・ビットに変換します。

表 43. SERIRQ IRQ/データフレームから VW インデックス・グループへのマッピング

サンプリングされる SERIRQ 信号 VW インデックス・グループ VW データビット

SMI# 6h ビット 2

IRQ0 から IRQ15 00h ビット 0 - ビット 15

IRQ VW 情報は、変換周期において、GET_VWIREコマンドを介してのみ eSPI マスターに送信するこ
とができます。

表 44. 変換周期における VW 情報

割り込みソースタイプ 割り込みソースレベル スレーブからマスターへの IRQ 仮想ワイヤー
(アクティブ High)

アクティブ Low 0 → 1 デアサート。IRQ VW (Level=’0’) が送信さ
れる。

アクティブ Low 1 → 0 アサート。IRQ VW (Level=’1’) が送信され
る。
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8.5. インターフェイス信号

表 45. インターフェイス信号

信号名 幅 方向 説明

クロック・インターフェイス

clk 1 入力 IP コアのクロックに使用される入
力クロック。

clk_33 1 入力 IP コアへの 33MHz のクロック供
給。

リセット・インターフェイス

reset_n 1 入力 IP コアのリセットに使用される同
期リセット。

LPC スレーブ・コンポーネントへの LPC インターフェイス

lad[3:0] 4 入力/出力 多重化されるコマンド、アドレス、
およびデータ信号。

lframe_n 1 出力 新しいサイクルの開始、または破
損サイクルの終了を示します。

lreset_n 1 出力 LPC スレーブへのリセット信号。

lclk 1 出力 LPC スレーブを駆動する 33Mhz
クロック。

serirq 1 入力/出力 シリアル化されている IRQ 割り込
み信号。

serirq_data_out (12) 1 入力/出力 シリアル化されている IRQ データ
信号。

serirq_data_oe (12) 1 入力/出力 シリアル化されている IRQ データ
出力イネーブル信号。

serirq_data_in (12) 1 入力/出力 シリアル化されている IRQ データ
信号。

lad_out[3:0] (12) 4 出力 多重化されるコマンド、アドレス、
およびデータ信号。

lad_oe (12) 1 出力 データ信号出力イネーブル

lad_in[3:0] (12) 4 入力 多重化されるコマンド、アドレス、
およびデータ信号。

Avalon インターフェイス

avmm_write 1 入力 レジスターアクセス用の Avalon
書き込みコントロール信号。

avmm_read 1 入力 レジスターアクセス用の Avalon
読み出しコントロール信号。

avmm_writedata[31:0] 32 入力 レジスターアクセス用の Avalon
書き込みデータバス。

avmm_address[4:0] 5 入力 レジスターアクセス用の Avalon
アドレスバス。

continued...   

(12) この信号は、Enable tri-state control ports on LPC data bus and Serial IRQ line パラメータ
ーをオンにしている場合にのみ利用することができます。
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信号名 幅 方向 説明

avmm_readdata[31:0] 32 出力 レジスターアクセス用の Avalon
読み出しデータバス。

eSPI インターフェイス

espi_clk 1 入力
eSPI シリアルクロック。周波数の
範囲は 20Mhz から 66Mhz まで
です。

espi_reset_n 1 入力
eSPI リセット。このリセット信号
をアサートしても、チャネルの
FIFO はリセットされません。

espi_cs_n 1 入力 eSPI チップセレクト。

espi_data[1:0]/[3:0] 2/4 入力/出力
eSPI 双方向データバス。データバ
スのレーンは IO_MODE パラメ
ーターによって異なります。

espi_alert_n 1 出力 eSPI アラート。

コンジットポート

slp_s5_n 1 出力

サーバー・プラットフォーム関連の
信号。

slp_s4_n 1 出力

slp_s3_n 1 出力

slp_a_n 1 出力

slp_lan_n 1 出力

slp_wlan_n 1 出力

sus_stat_n 1 出力

sus_pwrdn_ack 1 出力

sus_warn_n 1 出力

pch_to_ec[7:0] 8 出力

oob_rst_warn 1 出力

host_rst_warn 1 出力

smiout_n 1 出力

nmiout_n 1 出力

host_c10 1 出力

pltrst_n 1 出力

ec_to_pch [7:0] 8 入力

sus_ack_n 1 入力

slave_boot_load_done 1 入力

slave_boot_load_status 1 入力

oob_rst_ack 1 入力

wake_n 1 入力

pme_n 1 入力

continued...   
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信号名 幅 方向 説明

sci_n 1 入力

rcin_n 1 入力

host_rst_ack 1 入力

rsmrst_n 1 入力

8.6. レジスター

表 46. Avalon-MM インターフェイスのアクセス可能なレジスターのマップ

オフセットアドレス レジスター名 アクセスタイプ 幅 (ビット)

0x0h Status Register R 32

0x4h Error Register R/W1C 32

8.6.1. Status Register

表 47. Status Register のビットの定義

ビット タイプ ステータスフィールド

0 PC_FREE

• 1: Channel 0 Posted FIFO は空の状態であり、ペリフェラルのポス
テッドヘッダーまたは完了ヘッダーと 大ペイロードサイズまでのデー
タを受け入れます。

• 0: Channel 0 Posted FIFO には、1 つの完全なペリフェラルのポス
テッドヘッダーまたは完了ヘッダーとデータパケットがあります。

1 NP_FREE

• 1: Channel 0 Non-posted FIFO は空の状態であり、ペリフェラル
のノンポステッド・ヘッダーまたは完了ヘッダーと 大ペイロードサイ
ズまでのデータを受け入れます。

• 0: Channel 0 Non-posted FIFO には、1 つの完全なペリフェラル
のノンポステッド・ヘッダーまたは完了ヘッダーとデータパケットがあり
ます。

2 VWIRE_FREE 常に 1

3 OOB_FREE 常に 1

4 PC_AVAIL

• 1: Channel 0 Posted FIFO には、ペリフェラルのポステッドヘッダ
ーまたは完了ヘッダーがあります。また、 大ペイロードサイズまでのデ
ータが送信に利用可能です。

• 0: Channel 0 Posted FIFO は空の状態です。

5 NP_AVAIL 常に 0

6 VWIRE_AVAIL

• 1: チャネル 1 にはトンネリング仮想ワイヤーがあり、送信に利用可能
です (仮想ワイヤーの論理状態が変化すると、この VW インデックスと
データは Channel 1 TX FIFO に格納されます)。

• 0: チャネル 1 は空の状態です。

7 OOB_AVAIL 常に 0

8 FLASH_C_FREE 常に 1

9 FLASH_NP_FREE 常に 1
continued...   
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ビット タイプ ステータスフィールド

11:10 RESERVED -

12 FLASH_C_AVAIL 常に 0

13 FLASH_NP_AVAIL 常に 0

8.6.2. Error Register

表 48. Error Register のビットの定義
次のレジスタービットをクリアするには、それぞれのビットに 1 を書き込みます。

ビット タイプ エラーフィールド

0 R/W1C 無効なコマンドオペコード

1 R/W1C 無効なサイクルタイプ

2 R/W1C コマンドフェーズの CRC エラー

3 R/W1C 予期しない espi_cs_nのデアサート

4 R/W1C Free のない Put

5 R/W1C Available のない Get

6 R/W1C ペリフェラル・チャネルの不正な形式のパケット

7 R/W1C 仮想ワイヤーチャネルの不正な形式のパケット

31:8 - 予約済み

8.7. eSPI to LPC ブリッジコアの改訂履歴

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

2020.09.21 20.2 eSPI to LPC ブリッジコアのデバイスサポートを明確にしました。

2020.07.22 20.2 新しいパラメーターの Enable tri-state control ports on LPC data bus and
Serial IRQ line、および対応するインターフェイス信号の情報を追加しました。

2018.09.24 18.1 初版
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9. イーサネット MDIO コア

9.1. コアの概要

インテル MDIO (Management Data Input/Output) IP コアは、2 線式の標準管理インターフェイ
スです。標準化された方法を実装し、コンフィグレーションおよび管理の目的で外部イーサネット PHY デ
バイスの管理レジスターにアクセスします。MDIO IP コアは、IEEE802.3 標準に準拠しています。

各 PHY デバイスにアクセスするには、PHY のレジスターアドレスをレジスタースペースに書き込み、そ
の後トランザクション・データを書き込む必要があります。PHY のレジスターアドレスは、MDIO コアの
レジスタースペースにマッピングされます。また、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) インター
フェイスを介してホスト・プロセッサーでアクセスすることができます。この IP コアをインテル FPGA
10Gbps イーサネット MAC およびインテル FPGA トリプルスピード・イーサネット IP コアとともに使
用し、完全に管理可能なシステムを実現することも可能です。

関連情報
• Intel FPGA Low Latency Ethernet 10G MAC User Guide

• Intel FPGA Triple-Speed Ethernet IP Core User Guide

9.2. 機能の説明

コアは、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフェイスを提供します。これによ
り、Avalon-MM マスター・ペリフェラル (CPU など) では、コアと通信し、コントロール・レジスターおよ
びデータレジスターを読み出すまたは書き込むことによって外部 PHY にアクセスすることが可能になり
ます。システム・インターコネクト・ファブリックは、Avalon-MM のマスター・インターフェイスとスレーブ・
インターフェイスを接続し、バッファーは MDIO インターフェイス信号を外部 PHY に接続します。

Avalon-MM インターフェイスのシステム・インターコネクトに関する情報は、System Interconnect
Fabric for Memory-Mapped Interfacesを参照してください。

図 -29: MDIO コアのブロック図
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9.2.1. MDIO フレームの形式 (第 45 項)

MDIO コアは、フレームを使用して外部 PHY デバイスと通信します。完全なフレームは 64 ビット長で、
32 ビットのプリアンブル、14 ビットのコマンド、2 ビットのバス方向変更、および 16 ビットのデータで
構成されます。各ビットは、管理データクロック (MDC) の立ち上がりエッジで転送されます。PHY 管理
インターフェイスは、標準 MDIO 仕様 (IEEE802.3 Ethernet Standard Clause 45) をサポートし
ます。

図 -30: MDIO フレームの形式 (第 45 項)

Z0      Read
10      Address/Write

PRE ST OP PRTAD DEVAD TA REGAD/Data Idle

00      Address
01      Write
11      Read

32 bits 2 bits 2 bits 5 bits 5 bits 2 bits 16 bits 1 bit

表 49. MDIO フレームのフィールドの説明 (第 45 項)

フィールド名 説明

PRE プリアンブル。論理 1 の 32 ビットで、各トランザクションの前に送信されます。

ST 間接アクセスサイクルのフレームの開始は、<00> パターンで示されます。このパターンにより、デフォルトからの移行を保証し、
フレームを間接アクセスとして識別します。

OP 操作コードフィールドは、次のトランザクション・タイプを示します。
00 は、アクセスするレジスターのアドレスがフレームペイロードに含まれていることを示します。
01 は、前のアドレスフレームでアドレスが提供されているレジスターに書き込まれるデータがフレームペイロードに含まれてい
ることを示します。
11 は、フレームが読み出し操作であることを示します。
このフレームでは、読み出し後のアドレスインクリメント操作 <10> はサポートされていません。

PRTAD ポートアドレス (PRTAD) は 5 ビットで、32 個の一意のポートアドレスを許可します。送信は MSB から LSB です。Station
Management Entity (STA)(13) では、単一のポートに接続されているか複数のポートに接続されているかに関係なく、接続し
ている各ポートの適切なポートアドレスを事前に認識している必要があります。

DEVAD デバイスアドレス (DEVAD) は 5 ビットで、ポートごとに 32 個の一意の MDIO 管理可能デバイス (MMD) を許可します(14)。送
信は MSB から LSB です。

TA ターンアラウンド・タイムは、管理フレームのデバイス・アドレス・フィールドとデータフィールドの間の 2 ビットの時間間隔で、読み
出しトランザクション時の競合を回避するものです。
読み出しトランザクションでは、STA と MMD はどちらも、ターンアラウンドの 初のビット時間の間、ハイインピーダンス状態
(Z) で維持されます。MMD は、読み出しまたは読み出し後のアドレスインクリメント・トランザクションのターンアラウンドの 2
番目のビット時間で 0 を駆動します。

continued...   

(13) MDIO バスを駆動するデバイスは、Station Management Entity (STA) として識別されます。

(14) MDC によって管理されるターゲットデバイスは、MDIO 管理可能デバイス (MMD) と呼ばれます。
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フィールド名 説明

書き込みまたはアドレス・トランザクションでは、STA はターンアラウンドの 初のビット時間で 1 を駆動し、ターンアラウンドの
2 番目のビット時間で 0 を駆動します。

REGAD/

Data

レジスターアドレス (REGAD) またはデータフィールドは 16 ビットです。アドレスサイクルでは、次のサイクルでアクセスされる
レジスターのアドレスが含まれます。書き込みフレームのデータサイクルの場合、フィールドにはレジスターに書き込まれるデー
タが含まれます。読み出しフレームの場合、フィールドにはレジスターの内容が含まれます。送受信される 初のビットはビット
15 です。

Idle MDIO のアイドル状態は、ハイインピーダンス状態です。すべてのトライステート・ドライバーが無効になり、MMD プルアップ抵抗
が MDIO ラインを 1 に引き上げます。

9.2.2. MDIO クロックの生成

MDIO コアの MDC は、Avalon-MM インターフェイス・クロック信号 (clk) から生成されます。
MDC_DIVISORパラメーターは、分周パラメーターを指定します。パラメーターの詳細に関しては、パ
ラメーターのセクションを参照してください。

分周係数は、MDC の周波数が 2.5MHz を超えないように定義する必要があります。

9.2.3. インターフェイス

MDIO コアは、単一の Avalon-MM スレーブ・インターフェイスで構成されます。スレーブ・インターフェ
イスは、クライアント・アプリケーション・ロジックの Avalon-MM マスターによって開始される Avalon-
MM 読み出し転送および書き込み転送を実行します。Avalon-MM スレーブは waitrequest信号を
使用し、完了していない読み出しまたは書き込み操作に関して Avalon-MM マスターにバックプレッシ
ャーを実装します。

Avalon-MM インターフェイスに関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してください。

9.2.4. オペレーション

MDIO コアには、外部 PHY とコアの間でデータを転送する双方向の外部信号があります。

9.2.4.1. 書き込み操作

次の手順に従い、書き込み操作を行います。

1. アドレスオフセット 0x21のデバイスレジスターに書き込みを発行し、PHY のデバイス、ポート、お
よびレジスターアドレスをコンフィグレーションします。

2. アドレスオフセット 0x20の MDIO_ACCESSレジスターに書き込みを発行して MDIO フレーム
を生成し、選択した PHY デバイスのレジスターにデータを書き込みます。

9.2.4.2. 読み出し操作

次の手順に従い、読み出し操作を行います。

1. アドレスオフセット 0x21のデバイスレジスターに書き込みを発行し、PHY のデバイス、ポート、お
よびレジスターアドレスをコンフィグレーションします。

2. アドレスオフセット 0x20の MDIO_ACCESSレジスターに読み出しを発行し、選択した PHY デ
バイスのレジスターを読み出します。
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9.3. パラメーター

表 50. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

MDC_DIVISOR 8-64 32 ホストクロックの分周器は、Avalon-MM インターフェイス上のクロックに対
する分周係数を提供し、必要な MDIO クロック (MDC) を生成します。分周
係数は、MDC の周波数が 2.5MHz を超えないように定義する必要がありま
す。
計算式:

例えば、Avalon-MM インターフェイスのクロックソースが 100MHz で、必
要な MDC 周波数が 2.5MHz の場合は、MDC_DIVISOR に値 40 を指定
します。

9.4. コンフィグレーション・レジスター

Avalon-MM マスター・ペリフェラル (CPU など) は、レジスターマップの表で示されている 32 ビット
のレジスターを介して MDIO コアを制御し、MDIO コアと通信します。

表 51. レジスターマップ

アドレスオフセッ
ト

ビット 名称 アクセスモ
ード

説明

0x00-0x1F 31:0 予約済み RW 今後の使用に予約されています。

0x20 (1) 31:0 MDIO_ACCESS RW 外部 PHY デバイスに対する 32 ビット・データの読み出しまたは書き
込みを実行します。外部 PHY デバイスのレジスター、デバイス、および
ポートのアドレスは、アドレスオフセット 0x21で指定されます。

0x21 (2) 4:0 MDIO_DEVAD RW PHY のデバイスアドレスを含みます。

7:5 予約済み RW 未使用

12:8 MDIO_PRTAD RW PHY のポートアドレスを含みます。

15:13 予約済み RW 未使用

31:16 MDIO_REGAD RW PHY のレジスターアドレスを含みます。

注意
1. このレジスターのバイトアドレスは 0x80 です。
2. このレジスターのバイトアドレスは 0x84 です。

9.5. インターフェイス信号

表 52. イーサネット MDIO コアの信号の説明

信号 幅 方向 説明

クロック

clk 1 入力 Avalon-MM インターフェイス・クロック信号

リセット

reset 1 入力 イーサネット MDIO コアの非同期リセット

CSR 向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス
continued...   

9. イーサネット MDIO コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

90

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


信号 幅 方向 説明

csr_write 1 入力 Avalon-MM 書き込みコントロール信号

csr_read 1 入力 Avalon-MM 読み出しコントロール信号

csr_address 6 入力 Avalon-MM アドレスバス

csr_writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス

csr_readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス

csr_waitrequest 1 出力 Avalon-MM 待機要求コントロール信号

MDIO インターフェイス

mdio_in 1 入力 FPGA 双方向 I/O バッファーへの管理データ入力

mdio_out 1 出力 FPGA 双方向 I/O バッファーからの管理データ出力

mdio_oen 1 出力
FPGA 双方向 I/O バッファーへのアクティブ Low の管理デー
タ出力イネーブル信号。この信号を使用し、mdio_inまたは
mdio_outを有効にします。

mdc 1 出力

管理データクロック。このクロックは、Avalon-MM インターフ
ェイス・クロック信号の clkから生成されます。
MDC_DIVISORパラメーターを使用し、このクロックの周波
数が 2.5MHz を超えないように分周係数を指定します。

9.6. イーサネット MDIO コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 インターフェイス信号のセクションを追加しました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder に関する記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 レジスターマップのアドレスオフセットを修正しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 初版
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10.  インテル FPGA 16550 互換 UART コア

10.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるインテル FPGA 16550 UART (Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter) ソフト IP コアは、PC 業界において事実上の標準である 16550 と互換性の
あるレジスタースペースとして設計されています。このコアは、RS-232 信号方式インターフェイス、
False スタート検出、モデム・コントロール信号とレジスター、レシーバーエラー検出、ブレーク文字の生
成/検出を提供します。このコアにはまた、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インタ
ーフェイスがあるため、Avalon-MM マスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) とコアの通信
が、単純にコントロール・レジスターおよびデータレジスターの読み出しあるいは書き込みを行うことに
よって可能になります。

16550 UART は、デバイスファミリーに応じてすべてのメモリータイプをサポートします。

注意: このコアを使用するには、ライセンスを取得する必要があります。

表 53. 製品情報

コア 製品番号

インテル FPGA 16550 UART (Universal Asynchronous
Receiver/Transmitter) ソフト IP コア

6af7 010c

10.2. 機能の説明

16550 ソフト UART は、次の機能を備えています。

• RS-232 信号方式インターフェイス

• Avalon-MM スレーブ

• シングルクロック

• False スタート検出

• モデム・コントロール信号とレジスター

• レシーバーエラー検出

• ブレーク文字の生成と検出

• デフォルトでの全二重モードのサポート

表 54. UART の機能とコンフィグレーションの可否

機能 ランタイムのコンフィグレーション 生成時のコンフィグレーション

FIFO あり/FIFO なしのモード 可 可

FIFO 深度 - 可
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機能 ランタイムのコンフィグレーション 生成時のコンフィグレーション

5 から 9 ビットの文字長さ 可 -

1、1.5、2 文字のストップビット 可 -

パリティーイネーブル 可 -

偶数/奇数パリティー 可 -

ボーレート選択 可 -

メモリー・ブロック・タイプ - 可

コンフィグレーション可能なイネーブルを備え
る優先順位に基づく割り込み

可 -

ハードウェア自動フロー制御 (cts_n/rts_n
信号)

可 可

DMA Extra (追加 DMA サイドバンド信号に
対するコンフィグレーション可能なサポート)

可 可

スティックパリティー/強制パリティー 可 -

注意: 機能が生成時およびランタイムの両方でコンフィグレーション可能な場合は、生成時にその機能を有効
にし、ランタイムのコンフィグレーションを可能にする必要があります。よって、生成時に機能をオンにし
ておくことは、ランタイム時にその機能を有効または無効にするための必須条件となります。

10.2.1. サポートされない機能

PC16550D に対してサポートされていない機能は次のとおりです。

• 独立した受信クロック

• ボークロックのリファレンス出力

10.2.2. インターフェイス

ソフト UART には、次の信号インターフェイスがあります。これらは、_hw.tclを使用し、プラットフォ
ーム・デザイナー・ソフトウェアを介して公開されます。

表 55. クロックおよびリセット信号のインターフェイス

ピン名 方向 説明

clk 入力 Avalon クロックシンク

rst_n 入力 Avalon リセットシンク
非同期アサート、同期デアサートのアクティブ
Low リセット。
同期を行うことが想定されているインターコネ
クト・ファブリック。UART とインターコネクト
は、同じリセットドメインに配置されることが想
定されています。これによりシステムデザイン
を単純にします。

表 56. Avalon-MM スレーブ

ピン名 幅 方向 説明

addr 9 入力 Avalon-MM アドレスバス
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ピン名 幅 方向 説明

アドレス指定可能な 上位のバイ
トアドレスは 0x118 であるため、
9 ビット幅が必要です。

read 入力 Avalon-MM 読み出し通知

readdata 32 出力 スレーブからの Avalon-MM 読み
出しデータ応答

write 入力 Avalon-MM 書き込み通知

writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータ

表 57. 割り込みインターフェイス

ピン名 方向 説明

intr 出力 割り込み信号

表 58. フロー制御

ピン名 方向 説明

sin 入力 外部リンクからのシリアル入力

sout 出力 外部リンクへのシリアル出力

sout_oe 出力 外部リンクへのシリアル出力に対する出力イネーブル。
sout_oe信号は、UART が送信を行っている際に High になり、UART
が IDLE 状態の際は Low になります。

表 59. モデム・コントロールおよびステータス

ピン名 方向 説明

cts_n 入力 Clear to Send

rts_n 出力 Request to Send

dsr_n 入力 Data Set Ready

dcd_n 入力 Data Carrier Detect

ri_n 入力 Ring Indicator

dtr_n 出力 Data Terminal Ready

out1_n 出力 ユーザーが指定する出力 1

out2_n 出力 ユーザーが指定する出力 2

表 60. DMA サイドバンド信号

ピン名 方向 説明

dma_tx_ack_n 入力 TX DMA 肯定応答

dma_rx_ack_n 入力 RX DMA 肯定応答

dma_tx_req_n 出力 TX DMA 要求
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ピン名 方向 説明

dma_rx_req_n 出力 RX DMA 要求

dma_tx_single_n 出力 TX DMA 信号要求

dma_rx_single_n 出力 RX DMA 信号要求

10.2.3. 基本的なアーキテクチャー

図 -31: ソフト UART のハイレベル・アーキテクチャー

TX Fifo TX Shifter

TX Flow Control RX Flow Control

RX ShifterRX Fifo

Clock Generator DMA Controller

CSR
Interface

16550 UART Core
Clock and Reset

Avalon MM 
Slave Interface

RS-232 Serial 
Interface

RS-232 Modem 
Interface

DMA_Handshaking_tx
DMA_Handshaking_rx

IRQ

上の図は、UART IP のハイレベル・アーキテクチャーを表しています。送信ロジックおよび受信ロジック
にはそれぞれ、専用のコントロールおよびデータパスがあります。割り込みブロックとクロック・ジェネレ
ーター・ブロックも含まれており、送信および受信ロジックの両方に対応します。

10.2.4. 16550 UART の基本的なプログラミング・フロー・チャート

16550 UART の基本的なプログラミング・フロー・チャートは、エラーなく動作する UART のセットアッ
プに推奨されるフローです。

注意: このフローは、使用しているモデルに合わせて自由に変更が可能ですが、変更により未定義の結果が生
じる場合があります。
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図 -32: 16550 UART のコンフィグレーション・フロー

セットアップ・フロー レジスターターゲット

FCRへの書き込み

LCRへの書き込み

IERへの書き込み

LCRへの書き込み

DLH & DLLへの
書き込み

LCRへの書き込み

ボーレートの
変更は必要か

MCRへの書き込み

Tx トランザクション: 
THRへの書き込み 

Rxトランザクション:
 RBRからの読み出し

FIFO Enable
Transmit Empty Trigger
Receive Trigger

Data Length
Stop Bits
Parity Enable
Odd/Even parity

Receive Data Interrupt
Transmit Data Interrupt
Receive Line Status
Modern Status
Transmit Holding Register

DLAB = 1に設定

分周器の値を必要なボー
レートに応じて設定

DLAB = 0に設定 

Auto Flow Control Enable
Request to send

このフローチャートで使用されているレジスターの説明に関しては、「アドレスマップとレジスターの説
明」のセクションを参照してください。

関連情報
アドレスマップとレジスターの説明 (111 ページ)
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10.2.5. コンフィグレーション・パラメーター

次の表に、UART のコンフィグレーションに利用可能なすべてのパラメーターを示します。(_hw.tcl)
は、適切なパラメーター設定の適用および検証に使用する手法です。

表 61. コンフィグレーション・パラメーター

パラメーター名 説明 デフォルト

MEM_BLOCK_TYPE FIFO のメモリー・ブロック・タイプを設定しま
す。利用可能なメモリーブロックは、使用するデ
バイスファミリーによって異なります。
FIFO_MODEを 1 にする必要があります。

AUTO

FIFO_MODE 1 = FIFO モードは有効です。
0 = FIFO モードは無効です。

1

FIFO_DEPTH FIFO の深さを設定します。
値は、32、64、128、256 に限定されています。
FIFO_MODEを 1 にする必要があります。

128

FIFO_HWFC 1 = ハードウェア・フロー制御が有効です。
0 = ハードウェア・フロー制御が無効です。
FIFO_SWFCとは相互に排他的です。
FIFO_MODEを 1 にする必要があります。

1

DMA_EXTRA 1 = 追加 DMA インターフェイスが有効です。
0 = 追加 DMA インターフェイスが無効です。

0

10.2.6. DMA のサポート

DMA インターフェイス (DMA_EXTRA) はデフォルトで無効になっています。これを IP で有効にし、追
加の DMA_Handshaking_txおよび DMA_Handshaking_rxインターフェイスを含める必要が
あります。DMA サポートは、HPS DMA コントローラーと併せて使用している場合にのみ利用可能です。
HPS DMA コントローラーは、DMA_Handshaking_txおよび DMA_Handshaking_rxインタ
ーフェイスを介して行われる IP との DMA データ転送の制御に必要なハンドシェイク信号を備えていま
す。DMA ハンドシェイク・インターフェイスは、f2h DMA 要求ラインを介して HPS に接続されます。

図 -33: プラットフォーム・デザイナーにおけるインテル FPGA 16550 UART の DMA ハンドシェイク・イン
ターフェイスと Arria V/Cyclone V HPS の接続

HPS DMA コントローラーのハンドシェイク信号に関しては、 Cyclone V Device Handbook の
Volume 3 で、DMA Controller の章を参照してください。
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関連情報
DMA コントローラー・コア (319 ページ)

10.2.7. FPGA リソース使用率

レジスター数の観点でリソース使用率を 適化するため、UART IP のデザインは MLAB を主なターゲ
ットとし、それを FIFO ストレージエレメントとして使用します。次の表に、128 バイトの TX および RX
FIFO を備える 1 つの UART に必要な FPGA リソースを示します。

表 62. UART のリソース使用率

リソース 数

必要な ALM 362

合計 LAB 54

ロジックでの組み合わせ ALUT 使用率 436

ルートスルーでの組み合わせ ALUT 使用率 17

専用のロジックレジスター
• デザイン実装レジスター (294)
• ルーティング 適化レジスター (17)

311

グローバル信号 2

M10K ブロック 0

合計 MLAB メモリービット 2432

10.2.8. タイミングと Fmax

図 -34: UART での最大遅延

External PinUART IP Core

D Q

Avalon Master

D Q D Q

4 ns2 ns8 ns7 ns

COMBI COMBI COMBI

上の図は、UART IP コア全体でのワーストケースの合計遅延を示しています。この概算は、タイミング・
アナライザーによって以下の条件下で提供されています。

• デバイスファミリー: V シリーズ以上

• UART の Avalon スレーブポートに接続している Avalon マスターで、Avalon マスターからの登
録されている出力を使用

• RS-232 シリアル・インターフェイスを FPGA ピンにエクスポート

• システム全体のクロックは 125MHz に設定

上記の条件に基づいた場合、UART IP の Fmax 値は 125MHz になります。ワースト遅延は内部レジス
ター間のパスです。
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UART には入力側と出力側の両方に組み合わせロジックがあります。システムレベルとの関連は入力側
にあります。

入力側の組み合わせロジック (7ns の遅延を伴う) は、Avalon アドレス・デコード・ロジックを経由して
読み出しデータ出力レジスターに向かいます。そのため、UART IP に接続するマスターでは、出力信号
を登録することが推奨されます。

出力側の組み合わせロジック (2ns の遅延を伴う) は、RS-232 シリアル出力を経由します。単一のサ
イクルパスではないため、出力側の遅延に関して懸念することはありません。クロック分周器の 大値で
ある 1 を使用すると、シリアル出力は 16 クロックごとに 1 回だけトグルします。これにより、出力側に
はおのずと 16 クロックのマルチサイクル・パスがもたらされます。さらに、分周器の 1 は現実的ではない
システムであり、UART のクロックが 125MHz の場合、発生するボーレートは 7.81Mbps になります。

10.2.9.  Avalon-MM スレーブ

Avalon-MM スレーブは次のコンフィグレーションを備えます。

表 63. Avalon-MM スレーブのコンフィグレーション

機能 コンフィグレーション

バス幅 32 ビット

バーストサポート バーストはサポートされません。インターコネクトではバースト変換を処
理することが想定されています。

固定の読み出しおよび書き込み待機時間 0 サイクル

固定の読み出しレイテンシー 1 サイクル

固定の書き込みレイテンシー 0 サイクル

ロックサポート なし

注意: Avalon-MM インターフェイスは、レジスターの上の薄く低レイテンシーのレイヤーにすることを目的と
しています。

10.2.9.1. 読み出し動作

図 -35: Avalon-MM を介しての UART の読み出し

addr1 addrF addrF addrF

data1 data2 data3 data4

addr

read
readdata

Polling Status Reading from
RX FIFO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

読み出しには、次の 2 種類の動作が想定されています。

• ステータスレジスターがポーリングされている際に、読み出しはシングルで実行されることが想定
されています

• RX FIFO からのデータの読み出しが必要な場合に、読み出しは、同じアドレスへの連続サイクルで
あることが想定されています (これらの連続読み出しは、AXI での固定バーストとして生成されると
考えられます。ただし、FPGA インターコネクトで長さが 1 の INCR に変換されます)
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10.2.9.2. 書き込み動作

図 -36: Avalon-MM を介しての UART への書き込み
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UART への書き込みは、トランザクションのセットアップ・フェーズ時はシングルであり、TX FIFO を満
たす必要がある場合は同じアドレスへの連続書き込みとして想定されています。

10.2.10. オーバーラン/アンダーラン状態

PC16550D における UART の実装と同様に、ソフト UART は、Avalon-MM インターフェイスでオーバ
ーランまたはアンダーランの防止策を実装しません。

Avalon-MM インターフェイスでのオーバーランとアンダーランを保留中のトランザクションをバックプ
レッシャーすることによって防ぐ場合、インターコネクトがより遅い UART によって保持される可能性が
あるため、影響がさらに悪化する恐れがあります。

10.2.10.1. オーバーラン

受信パスでは、オーバーラン発生時に割り込みをトリガーすることができます (有効になっている場合)。
FIFO なしモードでは、受信バッファーの既存の文字が読み出される前に新しい文字によって上書きされ
た際にオーバーランが発生します。FIFO モードでは、FIFO がフルの際に完全な文字が受信バッファー
に到着した場合にオーバーランが発生します。

送信パスでは、ソフトウェア・ドライバーで TX FIFO の深さを認識し、UART をオーバーランさせないこ
とが想定されています。

10.2.10.2. 受信オーバーランでの動作

受信オーバーランが発生した際のソフト UART の対応は、FIFO のモードによって異なります。FIFO が
有効になっている場合、シフトレジスターで新しく受信したデータは損失します。FIFO が無効になってい
る場合は、シフトレジスターから新しく受信したデータが受信バッファーに書き込まれます。受信バッフ
ァーの既存のデータは上書きされます。これは、公開されている PC16550D の UART 動作に一致しま
す。

10.2.10.3. 送信オーバーランでの動作

ホスト CPU が強制的に送信オーバーランをトリガーした際のソフト UART の対応は、FIFO のモード
によって異なります。FIFO が有効になっている場合、新しく書き込まれたデータは損失します。FIFO が
無効になっている場合は、新しく書き込まれたデータで Transmit Holding Register の既存のデータ
を上書きします。

10.2.10.4. アンダーラン

アンダーランを検出または防止するメカニズムはありません。
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送信パスでは、割り込みを有効にしている場合、Transmit Holding Register が空になった際、または
送信 FIFO がプログラムされているレベルを下回った際に割り込みを生成することができます。

受信パスでは、ソフトウェア・ドライバーで UART 受信バッファー (FIFO なし) または RX FIFO から読
み出すことが想定されています。これは、割り込み (有効になっている場合)、もしくは受信データの存在
を示すステータスレジスター (Data Ready ビット、LSR[0]) に基づき行われます。Receive Buffer
Register に対する読み出しが、Data Ready Register が 0 の状態でトリガーされた場合、未定義の読
み出しデータが返されます。

10.2.11. ハードウェア自動フロー制御

ハードウェア・ベースの自動フロー制御では、モデム・コントロール/ステータス・グループの 2 つの信号
(cts_nおよび rts_n) を使用します。ハードウェア自動フロー制御が無効になっている場合、これら
の信号は、Modem Status レジスター (cts_n) を直接駆動する、もしくは Modem Control レジス
ター (rts_n) によって駆動されます。

自動フロー制御が有効になっている場合、これらの信号は、他方にある別の UART とともにフロー制御
の役割を果たします。

cts_n入力がアクティブ (Low 状態) になると、TX FIFO は送信バッファーにデータを送信すること
ができます。cts_nが非アクティブ (High 状態) になると、TX FIFO は送信バッファーへのデータの
送信を停止します。cts_nは、別の UART の rts_n出力に接続することが想定されています。

rts_n出力は、RX FIFO が空になるとアクティブ (Low 状態) になり、反対側の UART にデータに対
する準備が整っていることを通知します。rts_n出力は、RX FIFO がレベルに到達すると非アクティブ
(High 状態) になり、反対側の UART に FIFO がフルに近づいているため、送信を停止する必要がある
ことを通知します。

UART ロジック内の遅延により、cts_nがアクティブ Low でサンプリングされた後、さらに 1 文字を送
信することが可能です。同じ理由により、RX FIFO では、rts_nのアサート後、さらに 大 1 文字に対
応します (これは、RX FIFO のトリガーレベルが、真にフルになるまでに 低でも 2 エントリーあるため
に可能です)。これらはどちらも、UART 間のオーバーフロー/アンダーフローを防ぐために行われます。

図 -37: 2 つの UART 間のハードウェア自動フロー制御
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10.2.12. クロックとボーレートの選択

ソフト UART がサポートするクロックは 1 つだけです。同じクロックが Avalon-MM インターフェイスで
使用されます。また、シリアル UART インターフェイスを駆動するボークロックの生成に使用されます。
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シリアル UART インターフェイスのボーレートは、次の計算式を用いて設定されます。

ボーレート = クロック/(16 x 除数)

次の表は、いくつかの標準的なボーレートの実現方法を示しています。これには、Divisor Latch High
レジスターと Divisor Latch Low レジスターで分周値をプログラミングします。

表 64. UART のクロック周波数、分周器、ボーレートの関係

18.432MHz 24MHz 50MHz

ボーレート 16x クロックの除
数

%エラー (ボー) 16x クロックの除
数

%エラー (ボー) 16x クロックの除
数

%エラー (ボー)

9,600 120 0.00% 156 0.16% 326 -0.15%

38,400 30 0.00% 39 0.16% 81 0.47%

115,200 10 0.00% 13 0.16% 27 0.47%

10.3. ソフトウェアのプログラミング・モデル

10.3.1. 概要

以下に、インテル FPGA と互換性のある 16550 ソフト UART のプログラミング・モデルについて説明
します。

10.3.2. サポートされる機能

次の機能に関し、16550 ソフト UART HAL ドライバーをランタイムまたは生成時にコンフィグレーシ
ョンすることができます。ランタイムのコンフィグレーションでは、ユーザーは
「altera_16550_uart_config」API を使用することができます。生成時とは、プラットフォーム・デザイ
ナーにおける生成時です。つまり、FIFO の深さを選択すると、その FIFO の深さをそれ以降変更すること
はできません。

表 65. サポートされる機能

機能 ランタイム 生成時

FIFO あり/FIFO なしモード はい はい

FIFO 深度 - はい

プログラミング可能な Tx/Rx FIFO のしきい
値

はい -

5 から 9 ビットの文字長さ はい -

1、1.5、2 文字のストップビット はい -

パリティーイネーブル はい -

偶数/奇数パリティー はい -

スティックパリティー はい -

continued...   
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機能 ランタイム 生成時

ボーレートの選択 はい -

コンフィグレーション可能なイネーブルを備え
る優先順位に基づく割り込み

はい -

ハードウェア自動フロー制御 はい はい

10.3.3. サポートされない機能

16550 UART ドライバーは、ソフトウェア・フロー制御をサポートしていません。

10.3.4. コンフィグレーション

次の図は、16550 ソフト UART の FIFO 深度に関するプラットフォーム・デザイナーの設定を示してい
ます。

図 -38: FIFO 深度をコンフィグレーションするプラットフォーム・デザイナーの設定

10.3.5. 16550 UART の API

10.3.5.1. パブリック API

表 66. altera_16550_uart_open

プロトタイプ altera_16550_uart_state* altera_16550_uart_open (const
char *name);

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター name - 開く 16550 UART デバイス名

戻り値 16550 UART へのポインター、もしくはオープンが失敗した場合は
NULL

説明 16550 UART デバイスを開きます。
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表 67. altera_16550_uart_close

プロトタイプ int altera_16550_uart_close(altera_16550_uart_state* sp, int
flags);

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp - 閉じる 16550 UART デバイス名。
flags - シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アク
セスを示します。

戻り値 なし

説明 16550 UART デバイスを閉じます。

表 68. altera_16550_uart_read

プロトタイプ int altera_16550_uart_read(altera_16550_uart_state* sp,
wchar_t* ptr, int len, int flags);

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp - UART デバイス
ptr - 宛先アドレス
len - データの 大長
flags - シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アク
セスを示します。

戻り値 読み出しバイト数

説明 UART レシーバーバッファーへの読み出しデータ。この関数を実行する前
に、UART が既知の設定になっている必要があります。

表 69. altera_16550_uart_write

プロトタイプ int altera_16550_uart_write(altera_16550_uart_state* sp,
const wchar_t* ptr, int len, int flags);

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp - UART デバイス
ptr - ソースアドレス
len - データの 大長
flags - シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アク
セスを示します。

戻り値 書き込みバイト数

説明 UART トランスミッター・バッファーにデータを書き込みます。この関数を
実行する前に、UART が既知の設定になっている必要があります。

表 70. alt_16550_uart_config

プロトタイプ alt_u32 alt_16550_uart_config(altera_16550_uart_state* sp,
UartConfig *setting);

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp - UART デバイス
setting – UART をコンフィグレーションする UART のコンフィグレーシ
ョン構造 (UART デバイスの構造を参照してください)。

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外であれば失敗です。

説明 読み出しまたは書き込みを開始する前に、ユーザー入力ごとに UART を
コンフィグレーションします。
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10.3.5.2. プライベート API

表 71. altera_16550_uart_irq

プロトタイプ static void altera_16550_uart_irq (void* context)

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター context - UART のデバイス

戻り値 なし

説明 UART 割り込みを処理する割り込みハンドラーで、受信/送信割り込みを
処理します。

表 72. altera_16550_uart_rxirq

プロトタイプ void altera_16550_uart_rxirq(altera_16550_uart_state* sp)

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp – UART デバイス

戻り値 なし

説明 受信割り込みを処理します。着信文字をレシーバーの循環バッファーに
転送し、適切なフラグを設定して処理するデータの準備が整っているこ
とを示します。

表 73. altera_16550_uart_txirq

プロトタイプ void altera_16550_uart_txirq(altera_16550_uart_state* sp)

インクルード <altera_16550_uart.h>

パラメーター sp – UART デバイス

戻り値 なし

説明 送信割り込みを処理します。データを送信バッファーからデバイスへ転送
し、適切なフラグを設定して処理するデータの準備が整っていることを示
します。

10.3.5.3. UART デバイスの構造

例-1: UART デバイスの構造 1

typedef enum stopbit { STOPB_1 = 0,STOPB_2 } StopBit;
typedef enum paritybit { ODD_PARITY = 0, EVEN_PARITY, MARK_PARITY, 
SPACE_PARITY, NO_PARITY } ParityBit;
typedef enum databit { CS_5 = 0, CS_6, CS_7, CS_8, CS_9 = 256} DataBit;
typedef enum baud
{
BR9600 = B9600,
BR19200 = B19200,
BR38400 = B38400,
BR57600 = B57600,
BR115200 = B115200
} Baud;
typedef enum rx_fifo_level_e { RXONECHAR = 0, RXQUARTER, RXHALF, RXFULL } 
Rx_FifoLvl;
typedef enum tx_fifo_level_e { TXEMPTY = 0, TXTWOCHAR, TXQUARTER, TXHALF } 
Tx_FifoLvl;
typedef struct uart_config_s
{
StopBit stop_bit;
ParityBit parity_bit;
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DataBit data_bit;
Baud baudrate;
alt_u32 fifo_mode;
Rx_FifoLvl rx_fifo_level;
Tx_FifoLvl tx_fifo_level;
alt_u32 hwfc;
} UartConfig;

例-2: UART デバイスの構造 2

typedef struct altera_16550_uart_state_s
{ 
alt_dev dev; 
void* base; /* The base address of the device */ 
alt_u32 clock; 
alt_u32 hwfifomode; 
alt_u32 ctrl; /* Shadow value of the LSR register */ 
volatile alt_u32 rx_start; /* Start of the pending receive data */ 
volatile alt_u32 rx_end; /* End of the pending receive data */ 
volatile alt_u32 tx_start; /* Start of the pending transmit data */ 
volatile alt_u32 tx_end; /* End of the pending transmit data */ 
alt_u32 freq; /* Current clock freq rate */ 
UartConfig config; /* Uart setting */ 
#ifdef ALTERA_16550_UART_USE_IOCTL 
struct termios termios; 
#endif 
alt_u32 flags; /* Configuration flags */ 
ALT_FLAG_GRP (events) /* Event flags used for 
* foreground/background in mult-threaded 
* mode */ 
ALT_SEM (read_lock) /* Semaphore used to control access to the 
* read buffer in multi-threaded mode */ 
ALT_SEM (write_lock) /* Semaphore used to control access to the 
* write buffer in multi-threaded mode */ 
volatile wchar_t rx_buf[ALT_16550_UART_BUF_LEN]; /* The receive buffer */ 
volatile wchar_t tx_buf[ALT_16550_UART_BUF_LEN]; /* The transmit buffer */ 
line_status_reg line_status; /* line register status for the current read byte 
data of RBR or data at the top of FIFO*/ 
alt_u8 error_ignore; /* received data will be discarded 
for the current read byte data of RBR or data at the top of FIFO if pe, fe and 
bi errors detected after error_ignore is set to '0' */ 
} altera_16550_uart_state;
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10.3.6. ドライバー例

以下は、インテル FPGA 16550 UART ドライバーのサポートが機能していることを検証するシンプル
なテストプログラムです。

テストでは、変更されたボーレート、データビット、ストップビット、およびパリティービットの読み出し、
検証、書き込みを UART に対して行います。その後、文字のストリームの書き込みを UART0 から
UART1 へ、またはその逆の方向に試みます (ピンポンテスト)。このテストではまた、FIFO ありおよび
FIFO なしモードを検証し、IP が FIFO に対して機能していることを確認します。

テストを行う際に必要な前提条件は次のとおりです。

• UART のインスタンス名を「a_16550_uart_0」とし、もう一方の UART のインスタンス名を
「a_16550_uart_1」とします。

• 両方の UART をインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでループバックに接続している必要
があります。

追加対象範囲は次のとおりです。

• ノンブロッキング UART サポート

• UART HAL ドライバー

• HAL オープン/書き込みサポート

テストでは、UART から「ALL TESTS PASS」を表示し、成功を示します。

例-3: インテル FPGA 16550 UART ドライバーのサポート機能の検証

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/termios.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include "system.h"
#include "altera_16550_uart.h"
#include "altera_16550_uart_regs.h"
#include <wchar.h>

#define ERROR -1
#define SUCCESS 0
#define MOCK_UART
#define BUFSIZE 512
wchar_t TXMessage[BUFSIZE] = L"Hello World";
wchar_t RXMessage[BUFSIZE] = L"";

int UARTDefaultConfig(UartConfig *Config)
{
  Config->stop_bit     = STOPB_1;
  Config->parity_bit   = NO_PARITY;
  Config->data_bit     = CS_8;
  Config->baudrate     = BR115200;
  Config->fifo_mode    = 0;
  Config->hwfc         = 0;
  Config->rx_fifo_level= RXFULL;
  Config->tx_fifo_level= TXEMPTY;
  return 0;
}

int UARTBaudRateTest()
{

10.  インテル FPGA 16550 互換 UART コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

107

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


  UartConfig *UART0_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));
  UartConfig *UART1_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));

  int i=0, j=0, direction=0, Match=0;
  const int nBaud = 5;
  int BaudRateCoverage[]= {BR9600, BR19200, BR38400, BR57600, BR115200};
  altera_16550_uart_state* uart_0;
  altera_16550_uart_state* uart_1;

  printf("============ UART Baud Rate Test Starts Here ===============\n");
  uart_0 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_0");
  uart_1 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_1");

  for (direction=0; direction<2; direction++)
  {
      for (i=0; i<nBaud; i++)
          {
              UARTDefaultConfig(UART0_Config);
            UARTDefaultConfig(UART1_Config);
            UART0_Config->baudrate=BaudRateCoverage[i];
            UART1_Config->baudrate=BaudRateCoverage[i];
            printf("Testing Baud Rate: %d\n", UART0_Config->baudrate);
            if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_0, UART0_Config)) return 
ERROR;
            if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_1, UART1_Config)) return 
ERROR;

            switch(direction)
            {
             case 0:
                printf("Ping Pong Baud Rate Test: UART#0 to UART#1\n");
                for(j=0; j<wcslen(TXMessage); j++)
                {
                    altera_16550_uart_write(uart_0, &TXMessage[j], 1, 0);
                    usleep(1000);
                    if(ERROR== altera_16550_uart_read(uart_1,  RXMessage, 1, 
0)) return ERROR;
                    if(TXMessage[j]==RXMessage[0]) Match=1; else return ERROR;
                    printf("Sent:'%c', Received:'%c', Match:%d\n", 
TXMessage[j], RXMessage[0], Match);
                }
                break;
             case 1:
                printf("Ping Pong Baud Rate Test: UART#1 to UART#0\n");
                for(j=0; j<wcslen(TXMessage); j++)
                {
                    altera_16550_uart_write(uart_1, &TXMessage[j], 1, 0);
                    usleep(1000);
                    if(ERROR== altera_16550_uart_read(uart_0,  RXMessage, 1, 
0)) return ERROR;
                    if(TXMessage[j]==RXMessage[0]) Match=1; else return ERROR;
                    printf("Sent:'%c', Received:'%c', Match:%d\n", 
TXMessage[j], RXMessage[0], Match);
                }
                break;
             default:
                 break;
            }
            usleep(1000);
          }
  }
  free(UART0_Config);
  free(UART1_Config);
  return SUCCESS;
}

int UARTLineControlTest()
{
  UartConfig *UART0_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));
  UartConfig *UART1_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));
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  int x=0, y=0, z=0, Match=0;
  const int nDataBit = 2, nParityBit=3, nStopBit=2;
  int DataBitCoverage[]= { /*CS_5, CS_6,*/ CS_7, CS_8};
  int ParityBitCoverage[]= {ODD_PARITY, EVEN_PARITY, NO_PARITY};
  int StopBitCoverage[]= {STOPB_1, STOPB_2};
  altera_16550_uart_state* uart_0;
  altera_16550_uart_state* uart_1;

  printf("================================ UART Line Control Test Starts Here 
=======================================\n");
  uart_0 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_0");
  uart_1 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_1");

  for(x=0; x<nStopBit; x++)
  {
      for (y=0; y<nParityBit; y++)
      {
          for (z=0; z<nDataBit; z++)
              {
                  UARTDefaultConfig(UART0_Config);
                UARTDefaultConfig(UART1_Config);
                UART0_Config->stop_bit=StopBitCoverage[x];
                UART1_Config->stop_bit=StopBitCoverage[x];
                UART0_Config->parity_bit=ParityBitCoverage[y];
                UART1_Config->parity_bit=ParityBitCoverage[y];
                UART0_Config->data_bit=DataBitCoverage[z];
                UART1_Config->data_bit=DataBitCoverage[z];

                printf("Testing : Stop Bit=%d, Data Bit=%d, Parity Bit=%d\n", 
UART0_Config->stop_bit, UART0_Config->data_bit, UART0_Config->parity_bit);
                if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_0, UART0_Config)) 
return ERROR;
                if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_1, UART1_Config)) 
return ERROR;
                altera_16550_uart_write(uart_0, &TXMessage[0], 1, 0);
                usleep(1000);
                if(ERROR== altera_16550_uart_read(uart_1,  RXMessage, 1, 0)) 
return ERROR;
                if(TXMessage[0]==RXMessage[0]) Match=1; else
                    {
                    printf("Sent:'%c', Received:'%c', Match:%d\n", 
TXMessage[0], RXMessage[0], Match);
                    return ERROR;
                    }
                printf("Sent:'%c', Received:'%c', Match:%d\n", TXMessage[0], 
RXMessage[0], Match);
              }
      }
  }
  free(UART0_Config);
  free(UART1_Config);
  return SUCCESS;
}

int UARTFIFOModeTest()
{

  UartConfig *UART0_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));
  UartConfig *UART1_Config = malloc(1*sizeof(UartConfig));

  int i=0, direction=0, CharCounter=0, Match=0;
  const int nBaud = 2;
  int BaudRateCoverage[]= {BR115200, /*BR19200, BR38400, BR57600,*/ BR9600};
  altera_16550_uart_state* uart_0;
  altera_16550_uart_state* uart_1;

  printf("================================ UART FIFO Mode Test Starts Here 
=======================================\n");
  uart_0 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_0");
  uart_1 = altera_16550_uart_open ("/dev/a_16550_uart_1");
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  for (direction=0; direction<2; direction++)
  {
      for (i=0; i<nBaud; i++)
          {
              UARTDefaultConfig(UART0_Config);
            UARTDefaultConfig(UART1_Config);
            UART0_Config->baudrate=BaudRateCoverage[i];
            UART1_Config->baudrate=BaudRateCoverage[i];
            UART0_Config->fifo_mode = 1;
            UART1_Config->fifo_mode = 1;
              UART0_Config->hwfc = 0;
              UART1_Config->hwfc = 0;
            if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_0, UART0_Config)) return 
ERROR;
            if(ERROR == alt_16550_uart_config (uart_1, UART1_Config)) return 
ERROR;
            printf("Testing Baud Rate: %d\n", UART0_Config->baudrate);

            switch(direction)
            {
             case 0:
                printf("Ping Pong FIFO Test: UART#0 to UART#1\n");
                CharCounter=altera_16550_uart_write(uart_0, &TXMessage, 
wcslen(TXMessage), 0);
                //usleep(50000);
                if(ERROR== altera_16550_uart_read(uart_1,  RXMessage, 
wcslen(TXMessage), 0)) return ERROR;
                if(strcmp(TXMessage, RXMessage)==0) Match=1; else Match=0;
                printf("Sent:'%s' CharCount:%d, Received:'%s' CharCount:%d, 
Match:%d\n", TXMessage, CharCounter, RXMessage, wcslen(RXMessage), Match);
                if(Match==0) return ERROR;
                break;
             case 1:
                printf("Ping Pong FIFO Test: UART#1 to UART#0\n");
                CharCounter=altera_16550_uart_write(uart_1, &TXMessage, 
wcslen(TXMessage), 0);
                //usleep(50000);
                if(ERROR== altera_16550_uart_read(uart_0,  RXMessage, 
wcslen(TXMessage), 0)) return ERROR;
                if(strcmp(TXMessage, RXMessage)==0) Match=1; else Match=0;
                printf("Sent:'%s' CharCount:%d, Received:'%s' CharCount:%d, 
Match:%d\n", TXMessage, CharCounter, RXMessage, wcslen(RXMessage), Match);
                if(Match==0) return ERROR;
                break;
             default:
                 break;
            }
            //usleep(100000);
          }
  }
  free(UART0_Config);
  free(UART1_Config);
  return SUCCESS;
}

int main()
{
  int result=0;

  result = UARTBaudRateTest();
  if(result==ERROR)
  {
   printf("UARTBaudRateTest FAILED\n");
   return ERROR;
  }

  result = UARTLineControlTest();
  if(result==ERROR)
  {
   printf("UARTLineControlTest FAILED\n");
   return ERROR;
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  }

  result = UARTFIFOModeTest();
  if(result==ERROR)
  {
    printf("UARTFIFOModeTest FAILED\n");
    return ERROR;
  }
  printf("\n\nALL TESTS PASS\n\n");
  return 0;
}

10.4. アドレスマップとレジスターの説明

表 74. altr_uart_csr のアドレスマップ

レジスター オフセット 幅 アクセス リセット値 説明

rbr_thr_dll 0x0 32 RW 0x00000000 Rx Buffer、Tx Holding、Divisor Latch
Low

ier_dlh 0x4 32 RW 0x00000000 Interrupt Enable、Divisor Latch High

iir 0x8 32 R 0x00000001 Interrupt Identity Register (読み出し時)

fcr 0x8 32 W 0x00000000 FIFO Control (書き込み時)

lcr 0xC 32 RW 0x00000000 Line Control Register

mcr 0x10 32 RW 0x00000000 Modem Control Register

lsr 0x14 32 R 0x00000060 Line Status Register

msr 0x18 32 R 0x00000000 Modem Status Register

scr 0x1C 32 RW 0x00000000 Scratchpad Register

afr 0x100 32 RW 0x00000000 Additional Features Register

tx_low 0x104 32 RW 0x00000000 Transmit FIFO Low Watermark
Register

注意: RC: 読み出しによるクリア
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10.4.1. rbr_thr_dll

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

rbr_thr_dll Rx Buffer、Tx
Holding、
Divisor Latch
Low

0x0 RW 0x00000
00

これは多機能レジスターです。このレジスターでは送受
信データを保持し、ボーレート除数の 下位 8 ビットを
制御します。

ビットフィールド

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

-

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

- rbr_thr_dll

表 75. rbr_thr_dll のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7:0] rbr_thr_dll • Receive Buffer Register
このレジスターには、シリアル入力ポート (sin) で受信したデー
タバイトが含まれます。このレジスター内のデータは、Data
Ready (LSR[0]) が 1 に設定されている場合にのみ有効です。
FIFO が無効になっている (FCR[0] が 0 にクリアされている)
場合は、次のデータが到着する前に RBR のデータを読み出す必
要があります。これに従わない場合は、データが上書きされ、オー
バーラン・エラーが発生します。FIFO が有効になっている
(FCR[0] が 1 に設定されている) 場合、このレジスターは受信
FIFO の先頭にアクセスします。受信 FIFO がフルであり、次のデ
ータ文字が到着する前にこのレジスターが読み出されない場合
は、すでに FIFO に格納されているデータが維持され、到着するデ
ータはいずれも損失します。また、オーバーラン・エラーが発生し
ます。

• Transmit Holding Register
このレジスターには、シリアル出力ポート (sout) で送信されるデ
ータが含まれます。データは、THR Empty ビット (LSR[5]) が 1
に設定されている場合にのみ THR に書き込む必要があります。
FIFO が無効 (FCR[0] が 0 に設定されている) で、THRE が 1
に設定されている場合、THR に 1 つの文字を書き込むと、THRE
はクリアされます。THRE が再度設定される前に THR にさらに書
き込みを行うと、THR のデータは上書きされます。FIFO が有効に
なっている (FCR[0] が 1 に設定されている) 場合に、THRE が
設定されると、FIFO は事前に設定されている深さ
(FIFO_DEPTH) まで満たすことができます。FIFO がフルの場合
にデータの書き込みを試みると、書き込みデータは損失します。

• Divisor Latch Low

このレジスターは、UART のボーレート除数を含む 16 ビットの読
み出し/書き込み Divisor Latch レジスターの下位 8 ビットを構
成します。このレジスターには、DLAB ビット (LCR[7]) が 1 に設
定されている場合にのみアクセス可能です。出力ボーレートは、シ
ステムクロック (clk) の周波数をボーレート除数の 16 倍の値で
割った値と等しくなります。計算式は次のとおりです。
ボーレート = (システムクロック周波数) / (16 × 除数)

注
意: 

Divisor Latch レジスター (DLL と DLH) を 0 に設定す
ると、ボークロックが無効になり、シリアル通信が発生しな
くなります。また、DLL を設定すると、データを送信または受
信する前に少なくとも 8 システム・クロック・サイクルが経
過するまで待機する必要があります。

RW 0x00
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10.4.2. ier_dlh

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

ier_dlh Interrupt
Enable、
Divisor Latch
High

0x4 RW 0x00000
000

ier_dlh (Interrupt Enable Register) には、LCR
レジスターの DLAB ビット[7] が 0 に設定されている
際にのみアクセスすることができます。送受信機能の割
り込みイネーブルの制御を可能にします。これは、多機
能レジスターです。このレジスターでは、送信と受信の
割り込みを有効または無効にします。また、ボーレート
除数の 上位 8 ビットを制御します。
Divisor Latch High Register は、DLAB ビット
(LCR[7]) が 1 に設定されている場合にアクセスしま
す。ビット[7:0] には、ボーレート除数の上位 8 ビット
が含まれます。出力ボーレートは、システムクロック
(clk) の周波数をボーレート除数の 16 倍の値で割っ
た値と等しくなります。計算式は次のとおりです。
ボーレート = (システムクロック周波数) / (16 × 除
数)

注
意: 

Divisor Latch Register (DLL と DLH) を 0
に設定すると、ボークロックが無効になり、シリア
ル通信が発生しなくなります。また、DLL を設定
すると、データを送信または受信する前に少なく
とも 8 システム・クロック・サイクルが経過するま
で待機する必要があります。

ビットフィールド

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

-

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

- dlh7_4 edssi
_dhl3

elsi_d
hl2

etbei
_dlh1

erbfi_
dlh0

表 76. ier_dlh のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7:4] DLH[7:4] (dlh7_4) • Divisor Latch High Register
DLH 値のビット 4、5、6、7

RW 0x0

[3] DLH[3]、Enable Modem
Status Interrupt
(edssi_dhl3)

• Divisor Latch High Register
DLH 値のビット 3

• Interrupt Enable Register
このレジスターを使用し、Modem Status Interrupt の生成を
有効/無効にします。これは、4 番目に優先順位が高い割り込みで
す。

RW 0x0
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ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[2] DLH[2]、Enable Receiver
Line Status (elsi_dhl2)

• Divisor Latch High Register
DLH 値のビット 2

• Interrupt Enable Register
このレジスターを使用し、Receiver Line Status Interrupt の
生成を有効/無効にします。これは、優先順位が も高い割り込み
です。

RW 0x0

[1] DLH[1]、Transmit Data
Interrupt Control
(etbei_dlh1)

• Divisor Latch High Register
DLH 値のビット 1

• Interrupt Enable Register
Transmit Holding Register Empty Interrupt を有効にしま
す。このレジスターを使用し、Transmitter Holding Register
Empty Interrupt の生成を有効/無効にします。これは、3 番目
に優先順位が高い割り込みです。

RW 0x0

[0] DLH[0]、Receive Data
Interrupt Enable
(erbfi_dlh0)

• Divisor Latch High Register
DLH 値のビット 0

• Interrupt Enable Register
このレジスターを使用し、Receive Data Available Interrupt
および Character Timeout Interrupt (FIFO が有効になって
いる場合) の生成を有効/無効にします。これらは、2 番目に優先
順位が高い割り込みです。

RW 0x0
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10.4.3. iir

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

iir Interrupt
Identity
Register

0x8 R 0x00000
001

読み出し時に、割り込みの識別と FIFO が有効か無効
かを返します。

ビットフィールド

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

-

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

- fifose - id

表 77. iir のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7:6] FIFOs Enabled (fifose) FIFOs Enabled を使用し、FIFO が有効か無効かを示します。 R 0x0

[5:4] - 予約済み R 0x0

[3:0] Interrupt ID (id) Interrupt ID は、優先順位が も高い保留中の割り込みを示しま
す。詳細は、次の表 78 (115 ページ) を参照してください。

R 0x1

表 78. 割り込みの優先順位

IIR ID 割り込み 優先順位

4'b0000 Modem status 5 番目

4'b0001 No interrupt pending 6 番目

4'b0010 THR empty (ARF[0] が '1 の場合は、
TX_Low の空の状態のしきい値を反映します)

4 番目

4'b0100 Received data available 2 番目

4'b0110 Receiver line status 1 番目

4'b1100 Character timeout 3 番目
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10.4.4. fcr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

fcr FIFO Control 0x8 W 0x00000
000

書き込み時に、FIFO の動作を制御します。

ビットフィールド

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

-

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

- rt - dma
m

xfifor rfifor fifoe

表 79. fcr のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7:6] Rx Trigger Level (rt) このレジスターをコンフィグレーションし、FIFOs RxTrigger (RT)
を実装します。このレジスターを使用して、Received Data
Available Interrupt が生成されるレシーバー FIFO のトリガーレベ
ルを選択します。自動フロー制御モードでは、このレジスターを使用
し、rts_n 信号をデアサートするタイミングを決定します。
次のトリガーレベルがサポートされます。
• 00: FIFO に 1 文字がある
• 01: FIFO は 1/4 満たされている
• 10: FIFO は 1/2 満たされている
• 11: FIFO はフルになるまで残り 2 つ

W 0x0

[5:4] - 予約済み R 0x0

[3] DMA Mode (dmam) これは、追加 DMA ハンドシェイク信号が選択されていない場合に、
uart_dma_tx_req_nおよび uart_dma_rx_req_n出力信
号に使用される DMA の信号モードを決定します。DMA モード 0 で
は、1 回に 1 つの DMA データ転送がサポートされます。モード 0 の
場合、uart_dma_tx_req_n信号は次の条件でアクティブ Low
になります。
• 非 FIFO モードでは、Transmitter Holding Register が空の場

合
• FIFO モードでは、トランスミッター FIFO が空の場合
次の条件において、非アクティブになります。
• Transmitter Holding Register またはトランスミッター FIFO

に 1 つの文字が書き込まれた場合
• トランスミッター FIFO がしきい値を超えている場合
DMA モード 1 では、複数の DMA データ転送をサポートします。この
場合、レシーバー FIFO が空になるまで、または送信 FIFO がフルに
なるまで、複数の転送が連続して行われます。モード 1 では、
uart_dma_tx_req_n信号は次の条件でアサートされます。
• トランスミッター FIFO が空の場合

W 0x0
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ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[2] Tx FIFO Reset (xfifor) このビットは送信 FIFO の制御部分をリセットし、FIFO を空として扱
います。このビットは「セルフクリア」であることに注意してください。そ
のため、このビットをクリアする必要はありません。このレジスタービッ
トを変更すると、8 クロックサイクルが経過してから、RBR からの読み
出し、または THR への書き込みを行う必要があります。

W 0x0

[1] Rx FIFO Reset (rfifor) 受信 FIFO の制御部分をリセットし、FIFO を空として扱います。この
ビットは「セルフクリア」であることに注意してください。そのため、この
ビットをクリアする必要はありません。このレジスタービットを変更す
ると、8 クロックサイクルが経過してから、RBR からの読み出し、また
は THR への書き込みを行う必要があります。

W 0x0

[0] FIFO Enable (fifoe) このビットは、送信 (Tx) および受信 (Rx) FIFO を有効/無効にしま
す。このビットの値が変更されるたびに、FIFO の Tx および Rx のコン
トローラー部分がリセットされます。
このビットが変更されると、Tx および Rx FIFO 内の既存のデータは
損失します。このレジスタービットを変更すると、8 クロックサイクルが
経過してから、RBR からの読み出し、または THR への書き込みを行う
必要があります。

W 0x0
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10.4.5. lcr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

lcr Line Control
Register

0xC RW 0x00000
000

シリアルデータをフォーマットします。

ビットフィールド

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

-

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

- dls9 dlab break sp eps pen stop dls

表 80. lcr フィールドの説明

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:9] - 予約済み R 0x0

[8] Data Length Select (dls9) 1'b1 を LCR[8] に発行し、2'b00 を LCR[1:0] に発行することで、
ペリフェラルが送信または受信するそれぞれの文字で 9 データビット
をオンにします。

RW 0x0

[7] Divisor Latch Access Bit
(dlab)

このビットを使用し、Divisor Latch レジスター (DLL と DLH) の読
み出しと書き込みを有効にし、UART のボーレートを設定します。他の
レジスターにアクセスするには、 初のボーレートの設定後にこのビ
ットをクリアする必要があります。

RW 0x0

[6] Break Control Bit (break) このビットを使用し、ブレーク条件が受信デバイスに送信されるよう
にします。1 に設定されると、シリアル出力は、Break ビットがクリア
されるまでスペース (ロジック 0) 状態に強制されます。

RW 0x0

[5] Stick Parity (sp) SP ビットは、EPS および PEN ビットと連携して機能します。奇数パリ
ティーが選択されている (EPS = 0) 場合、PARITY ビットは設定さ
れているとして送信および確認されます。偶数パリティーが選択され
ている (EPS = 1) 場合は、PARITY ビットはクリアされているとして
送信および確認されます。

RW 0x0

[4] Even Parity Select (eps) パリティーが有効になっている (PEN が 1 に設定されている) 場合
に、このビットを使用して偶数および奇数パリティーを選択します。1
に設定されている場合、偶数のロジック「1」が送信または確認されま
す。0 に設定されている場合は、奇数のロジック「1」が送信または確認
されます。

RW 0x0

[3] Parity Enable (pen) このビットを使用し、送信および受信データ文字でのパリティー生成お
よび検出を有効または無効にします。

RW 0x0

[2] Stop Bits (stop) ストップビットの数です。このビットを使用し、ペリフェラルが送受信す
る文字ごとのストップビット数を選択します。選択しているストップビ
ットの数に関係なく、レシーバーでは 初のストップビットのみを確認
することに注意してください。

データビット LCR[2] = 0 LCR[2] = 1

5 1 1.5

6 1 2

7 1 2

8 1 2

RW 0x0
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ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

• ビット 2 がロジック 0 の場合は、1 つのストップビットが送信デ
ータに生成されます。

• ビット 0 と 1 を介して 5 ビットのワード長を選択しており、ビット
2 がロジック 1 の場合は、1.5 のストップビットが生成されます。

• 6 ビット、7 ビット、または 8 ビットのワード長が選択されており、
ビット 2 がロジック 1 の場合は、2 つのストップビットが生成され
ます。

レシーバーでは、選択されているストップビットの数に関係なく、 初
のストップビットのみが確認されます。

[1:0] Data Length Select (dls) ペリフェラルが送受信する文字ごとのデータビット数を選択します。
• 0 - 文字あたり 5 データビット
• 1 - 文字あたり 6 データビット
• 2 - 文字あたり 7 データビット
• 3 - 文字あたり 8 データビット

RW 0x0
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10.4.6. mcr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

mcr Modem
Control
Register

0x10 RW 0x00000
000

モデム信号のさまざまな動作を報告します。

ビットフィールド

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

-

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

- afce loopb
ack

out2 out1 rts dtr

表 81. mcr フィールドの説明

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:6] - 予約済み R 0x0

[5] Hardware Auto Flow Control
Enable (afce)

FIFO が有効になっている (FCR[0]) 場合、Auto Flow Control
Enable ビットはアクティブになります。これにより UART は、受信
FIFO のトリガーレベルに基づき動的に rts_nをアサートおよびデ
アサートできるようになります。

RW 0x0

[4] LoopBack Bit (loopback) このビットを使用し、テスト目的で UART を診断モードにします。
UART モードがアクティブではない場合、モデム・コントロール・レジス
ター (MCR) のビット [6] は 0 に設定され、sout ラインのデータが
High になります。同時に、シリアルデータ出力は sin ラインに内部で
ループバックされます。このモードでは、すべての割り込みが完全に機
能します。また、ループバック・モードでは、モデム・コントロール入力
(dsr_n、cts_n、ri_n、dcd_n) は切断され、モデム・コントロー
ル出力 (dtr_n、rts_n、out1_n、out2_n) は内部で入力にルー
プバックされます。

RW 0x0

[3] Out2 (out2) このビットを使用し、ユーザーが指定する out2_n出力を直接制御
します。この位置に書き込まれる値は、反転されて out2_nで出力駆
動されます。

RW 0x0

[2] Out1 (out1) このビットを使用し、ユーザーが指定する out1_n出力を直接制御
します。この位置に書き込まれる値は、反転されて out1_nピンで出
力駆動されます。

RW 0x0

[1] Request to Send (rts) このビットを使用し、Request to Send (rts_n) 出力を直接制御
します。Request to Send (rts_n) 出力を使用し、モデムまたはデ
ータセットに UART でデータ交換の準備ができていることを通知しま
す。Auto RTS Flow Control が有効になっていない (MCR[5] が 0
に設定されている) 場合、このレジスターを High にプログラミング
することにより、rts_n信号を Low に設定します。Auto Flow
Control がアクティブ (MCR[5] が 1 に設定されている) で、FIFO
が有効になっている (FCR[0] が 1 に設定されている) 場合、rts_n
出力は同じ方法で制御されますが、レシーバー FIFO のしきい値トリ
ガーによってゲーティングされます (しきい値を超えると、rts_nは
非アクティブの High になります)。rts_n信号は、このレジスターが
Low に設定されるとデアサートされます。

RW 0x0

[0] Data Terminal Ready (dtr) このビットを使用し、Data Terminal Ready 出力を直接制御します。
この位置に書き込まれる値は、反転されて uart_dtr_nで出力駆
動されます。Data Terminal Ready 出力を使用し、モデムまたはデ
ータセットに UART で通信を確立する準備ができていることを通知し
ます。

RW 0x0
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10.4.7. lsr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

lsr Line Status
Register

0x14 R 0x00000
060

送信および受信のステータスを報告します。

ビットフィールド

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

-

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

- rfe temt thre bi fe pe oe dr

表 82. lsr のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7] Receiver FIFO Error bit
(rfe)

このビットは、FIFO が有効になっている (FCR[0] が 1 に設定されて
いる) 場合にのみ関係します。これを使用し、少なくとも 1 つのパリテ
ィーエラー、フレーミング・エラー、またはブレーク表示が FIFO で発
生しているかを示します。このビットは、LSR が読み出され、エラーの
ある文字がレシーバー FIFO の先頭にあり、後続のエラーが FIFO に
ない場合にクリアされます。

R 0x0

[6] Transmitter Empty bit
(temt)

FIFO モードで、FIFO が有効になっている (FCR[0] が 1 に設定され
ている) 場合、このビットは Transmitter Shift Register と FIFO
の両方が空になると設定されます。FIFO が無効になっている場合は、
このビットは Transmitter Holding Register と Transmitter
Shift Register の両方が空になると設定されます。インジケーター
は、THR または送信 FIFO に新しいデータが書き込まれるとクリアさ
れます。

R 0x1

[5] Transmit Holding Register
Empty bit (thre)

このビットは、THR または Tx FIFO が空であることを示します。この
ビットは、データが THR または Tx FIFO から Transmitter Shift
Register に転送され、新しいデータが THR または Tx FIFO に書き
込まれていない場合に設定されます。また、THRE 割り込みが有効な
場合は、THRE 割り込みも実行されます。

R 0x1

[4] Break Interrupt (bi) このビットを使用し、シリアル入力データにおけるブレークシーケンス
の検出を示します。このビットは、シリアル入力 (sin) が、開始時間 +
データビット + パリティー + ストップビットの合計よりも長くロジッ
ク 0 の状態で保持されている場合に設定されます。シリアル入力でブ
レーク条件が発生すると、すべて 0 で構成される文字を 1 つのみ
UART で受信します。ブレーク条件と関連付けられている文字は
FIFO で伝送され、その文字が FIFO の先頭に達すると顕在化します。
このビットは常に、RBR 内で関連付けられている文字と同期していま
す。現在関連付けられている文字が RBR を介して読み出されると、こ
のビットは RBR 内の次の文字と同期するように更新されます。LSR
を読み出すことにより、BI ビットはクリアされます。

RC 0x0

[3] Framing Error (fe) このビットを使用し、レシーバーでのフレーミング・エラーの発生を示
します。フレーミング・エラーは、レシーバーで受信データの有効なス
トップビットが検出されない場合に発生します。FIFO モードでは、フ
レーミング・エラーは受信する文字に関連付けられるため、フレーミン
グ・エラーのある文字が FIFO の先頭に達した際に顕在化します。フレ
ーミング・エラーが発生すると、UART は再同期を試みます。これは、
エラーは次の文字のスタートビットに起因しているとみなされて行わ
れます。その後、他のビットデータやパリティーおよびストップの受信
を継続します。Framing Error (FE) ビット (LSR[3]) は、Break

RC 0x0
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ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

Interrupt ビット (LSR[4]) で示されるブレーク割り込みが発生した
場合に設定されることに注意してください。このビットは常に、RBR 内
で関連付けられている文字と同期しています。現在関連付けられてい
る文字が RBR を介して読み出されると、このビットは RBR 内の次の
文字と同期するように更新されます。LSR を読み出すことにより、FE
ビットはクリアされます。

[2] Parity Error (pe) このビットを使用し、Parity Enable (PEN) ビット (LCR[3]) が設
定されている場合に、レシーバーでのパリティーエラーの発生を示し
ます。パリティーエラーは受信する文字に関連付けられるため、パリテ
ィーエラーのある文字が FIFO の先頭に達した際に顕在化します。
Parity Error (PE) ビット (LSR[2]) は、Break Interrupt (BI) ビ
ット (LSR[4]) で示されるブレーク割り込みが発生した場合に設定さ
れることに注意してください。その際に、Parity Error ビットは、EPS
(LCR[4]) および DLS (LCR[1:0]) の組み合わせに応じて設定され
ます。このビットは常に、RBR 内で関連付けられている文字と同期し
ています。現在関連付けられている文字が RBR を介して読み出され
ると、このビットは RBR 内の次の文字と同期するように更新されま
す。LSR を読み出すことにより、PE ビットはクリアされます。

RC 0x0

[1] Overrun error bit (oe) このビットを使用し、オーバーラン・エラーの発生を示します。エラー
は、前のデータが読み出される前に新しいデータ文字を受信すると発
生します。非 FIFO モードでは、前の文字が RBR から読み出される前
に新しい文字がレシーバーに到着すると、OE ビットが設定されます。
これが発生すると、RBR 内のデータは上書きされます。FIFO モードで
は、FIFO がフルの状態で新しい文字がレシーバーに到着すると、オー
バーラン・エラーが発生します。FIFO 内のデータは維持されますが、
受信シフトレジスター内のデータは損失します。LSR を読み出すこと
により、OE ビットはクリアされます。

RC 0x0

[0] Data Ready bit (dr) このビットを使用し、レシーバーの RBR またはレシーバー FIFO に少
なくとも 1 文字が含まれていることを示します。このビットは、非
FIFO モードの場合は RBR が読み出されると、また、FIFO モードの
場合はレシーバー FIFO が空になるとクリアされます。

R 0x0
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10.4.8. msr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

msr Modem
Status
Register

0x18 R 0x00000
000

ビット 0、1、2、または 3 がロジック 1 に設定されてモ
デム・コントロール入力の遷移を示すと、モデムステー
タス割り込みが IER を介して有効になっている場合
は、遷移が発生したタイミングにかかわらず、モデムス
テータス割り込みが生成されることに注意してくださ
い。デルタビット (ビット 0、1、3) は、それぞれのモデ
ム信号がアクティブ (詳細は各ビットを参照) な場合
はリセット後に設定されることがあるため、MSR の読
み出しをリセット後に行い、不要な割り込みを防ぎま
す。

ビットフィールド

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

-

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

- dcd ri dsr cts ddcd teri ddsr dcts

表 83. msr のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセ
ット

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7] Data Carrier Detect
(dcd)

このビットはモデム・コントロール・ライン (dcd_n) を補完
します。このビットを使用し、dcd_nの現在の状態を示しま
す。Data Carrier Detect 入力 (dcd_n) のアサートは、モ
デムまたはデータセットでキャリアが検出されたことを示し
ます。

R 0x0

[6] Ring Indicator (ri) このビットはモデム・コントロール・ライン (ri_n) を補完し
ます。このビットを使用し、ri_nの現在の状態を示します。
Ring Indicator 入力 (ri_n) のアサートは、モデムまたは
データセットで電話の呼出信号を受信していることを示しま
す。

R 0x0

[5] Data Set Ready (dsr) このビットはモデム・コントロール・ライン (dsr_n) を補完
します。このビットを使用し、dsr_nの現在の状態を示しま
す。Data Set Ready 入力 (dsr_n) のアサートは、モデム
またはデータセットで UART との通信を確立する準備がで
きていることを示します。

R 0x0

[4] Clear to Send (cts) このビットはモデム・コントロール・ライン (cts_n) を補完
します。このビットを使用し、cts_nの現在の状態を示しま
す。Clear to Send 入力 (cts_n) のアサートは、モデムま
たはデータセットで UART とのデータの交換を行う準備が
できていることを示します。

R 0x0

[3] Delta Data Carrier
Detect (ddcd)

これを使用し、 後に MSR が読み出されてからモデム・コン
トロール・ライン (dcd_n) が変化していることを示します。
MSR を読み出すことにより、DDCD ビットはクリアされま
す。
注
意: 

DDCD ビットが設定されておらず、dcd_n信号がア
サート (Low) され、リセットが発生している (ソフト
ウェアまたはその他) 場合に、dcd_n 信号のアサート
が維持されている状態でリセットが取り除かれると、
DDCD ビットが設定されます。

RC 0x0
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ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセ
ット

[2] Trailing Edge of Ring
Indicator (teri)

これを使用し、 後に MSR が読み出されてから入力 ri_n
で変化 (アクティブ Low から非アクティブ High の状態) が
発生していることを示します。MSR を読み出すことにより、
TERI ビットはクリアされます。

RC 0x0

[1] Delta Data Set Ready
(ddsr)

これを使用し、 後に MSR が読み出されてからモデム・コン
トロール・ライン (dsr_n) が変化していることを示します。
MSR を読み出すことにより、DDSR ビットはクリアされま
す。
注
意: 

DDSR ビットが設定されておらず、dsr_n 信号がアサ
ート (Low) され、リセットが発生している (ソフトウ
ェアまたはその他) 場合に、dsr_n信号のアサート
が維持されている状態でリセットが取り除かれると、
DDSR ビットが設定されます。

RC 0x0

[0] Delta Clear to Send
(dcts)

これを使用し、 後に MSR が読み出されてからモデム・コン
トロール・ライン (cts_n) が変化していることを示します。
MSR を読み出すことにより、DCTS ビットはクリアされま
す。
注
意: 

DCTS ビットが設定されておらず、cts_n信号がア
サート (Low) され、リセットが発生している (ソフト
ウェアまたはその他) 場合に、cts_n信号のアサー
トが維持されている状態でリセットが取り除かれる
と、DCTS ビットが設定されます。

RC 0x0
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10.4.9. scr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

scr Scratchpad
Register

0x1C RW 0x00000
00

スクラッチパッド・レジスター

ビットフィールド

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

-

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

- scr

表 84. scr のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス リセッ
ト

[31:8] - 予約済み R 0x0

[7:0] Scratchpad Register (scr) このレジスターは、プログラマーが一時的な記憶領域として使用する
ものです。

RW 0x0
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10.4.10. afr

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

afr Additional
Features
Register

0x100 RW 0x00000
000

これらのレジスターにより、ソフト UART コントローラ
ーの追加機能を有効にします。これらの機能は、インテ
ル FPGA に固有のものです。

ビットフィールド

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

-

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

- tx_lo
w_en

表 85. afr のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:1] - 予約済み R 0x0

[0] Transmit FIFO Low
Watermark Enable Register
(tx_low_en)

このビットは、Tx FIFO Low Watermark の機能を制御します。この
機能では、FIFO を有効 (FCR[0]) にする必要があります。有効にして
いる場合、送信 FIFO のレベルが tx_lowに格納されている値以下
になると、UART は Transmit Holding Register Empty ステータ
ス割り込みを送信します。tx_lowの正当な値は、0 から FIFO の深
さマイナス 2 の範囲です。tx_lowが不正な値に設定されている場
合の UART の動作は未定義です。
• 1 - Transmit FIFO Low Watermarkが tx_lowによって設

定されています。
• 0 - Transmit FIFO Low Watermarkは設定されていません。
この値の変更は、送信 FIFO が空の状態である場合、もしくは FIFO
を有効にする (FCR[0]) 前に限り行う必要があります。このレジスタ
ーは、アクティブなトラフィックが送信される前の UART 初期化時に
変更されるものとして考えられています。この値を変更すると、
FCR[2] を使用して送信 FIFO をリセットする必要があります。

RW 0x0
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10.4.11. tx_low

識別子 名称 オフセット アクセス リセット値 説明

tx_low Transmit
FIFO Low
Watermark
Register

ox104 RW 0x00000
000

このレジスターを使用し、Transmit FIFO Low
Watermark の値を設定します。

ビットフィールド

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

-

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

- Value

表 86. tx_low のフィールド

ビット 名称/識別子 説明 アクセス リセッ
ト

[31:9] - 予約済み R 0x0

[8:0] Transmit FIFO Low
Watermark (value)

Transmit FIFO Low Watermark の値を設定します。
正当な 小値は 0 です。
正当な 大値は、FIFO の深さから 2 を引いた値です。
この値の変更は、送信 FIFO が空の状態である場合、もしくは FIFO
を有効にする (FCR[0]) 前に限り行う必要があります。

RW 0x00

10.5.  インテル FPGA 16550 互換 UART コアの改訂履歴

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

2019.07.16 19.1 Line Control Register のストップビットの説明を更新しました。

2018.05.07 18.0 • FIFO_DEPTHパラメーターの説明を更新しました。
• 2 つの UART 間のハードウェア自動フロー制御の図を更新しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 クロックおよびリセット信号のインターフェイスの表から、 小クロック要件を削除しまし
た。

2016 年 10 月 2016.10.28 2 つの新しいレジスターを追加しました。
• afr (126 ページ)
• tx_low (127 ページ)
次の内容を更新しました。
• lsr (121 ページ) のビット[5]
• fcr (116 ページ) のビット[7:6]
• iir (115 ページ) のセクションに新しい表を追加しました。

2015 年 12 月 2015.12.16 「16550 UART のリリース情報」のセクションで、製品番号を変更しました。

2015 年 11 月 2015.11.06 次の項を更新しました。
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10.  インテル FPGA 16550 互換 UART コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

127

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


日付 バージョン 変更内容

• コアの概要 (92 ページ)
• 機能の説明

— 表 54 (92 ページ)
• 基本的なアーキテクチャー

— 図 31 (95 ページ)
• コンフィグレーション・パラメーター

— 表 61 (97 ページ)
• DMA のサポート (97 ページ)
• サポートされる機能

— 表 65 (102 ページ)
• コンフィグレーション

— 図 38 (103 ページ)
• UART デバイスの構造 (105 ページ)

— 例 1 および例 2
• アドレスマップとレジスターの説明 (111 ページ)

2015 年 6 月 2015.06.12 • 「16550 UART の基本的なプログラミング・フロー・チャート」のセクションを追加しま
した。

• 「16550 UART のリリース情報」のセクションを追加しました。
• 「アドレスマップとレジスターの説明」のセクションを追加しました。
• 「機能の説明」セクションの「UART の機能とコンフィグレーションの可否」の表に、ス

ティックパリティー/強制パリティーの機能を追加しました。
• 「インターフェイス」のセクションを更新し、「フロー制御」の表に sout_oe信号の詳

細を追加しました。
• 「アンダーラン」のセクションを更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 初版
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11. UART コア

11.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える UART コアは、インテル FPGA 上の組み込みシステムと外部デバイ
ス間でシリアル文字のストリームを通信する方法を実装します。コアは、RS-232 プロトコルのタイミン
グを実装し、調整可能なボーレート、パリティー、ストップ、およびデータビットを提供します。機能セット
はコンフィグレーション可能なため、設計者は必要な機能のみを特定のシステムに実装することができ
ます。

コアは、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフェイスを提供するため、
Avalon-MM マスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) がコアと通信できるようになります。
これは単に、コントロール・レジスターとデータレジスターの読み出しと書き込みを行うことで実現しま
す。

11.2. 機能の説明

図 -39: 標準的なシステムの UART コアのブロック図
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コアには、ユーザーに表示される部分が 2 つあります。

• レジスターファイル。Avalon-MM スレーブポートを介してアクセスします。

• RS-232 信号の RXD、TXD、CTS、RTS。

11.2.1.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイスとレジスター

UART コアは、内部レジスターファイルへの Avalon-MM スレーブ・インターフェイスを提供します。
UART コアへのユーザー・インターフェイスは、6 つの 16 ビット・レジスター (control、status、
rxdata、txdata、divisor、endofpacket) で構成されます。Nios II プロセッサーなどのマス
ター・ペリフェラルは、レジスターにアクセスしてコアを制御し、シリアル接続を介してデータを転送しま
す。
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UART コアは、アクティブ High の割り込み要求 (IRQ) 出力を提供します。これにより、新しいデータを
受信時、またはコアで別の文字を送信する準備ができた際に割り込みを要求することができます。詳細
に関しては、割り込み動作のセクションを参照してください。

詳細に関しては、インターバル・タイマー・コアの章を参照してください。

Avalon-MM インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書 を参照してくださ
い。

11.2.2. RS-232 インターフェイス

UART コアは、RS-232 非同期送信および受信ロジックを実装しています。UART コアは、TXDおよび
RXDポートを介してシリアルデータを送受信します。ほとんどのインテル FPGA ファミリーの I/O バッ
ファーは RS-232 の電圧レベルに準拠していないため、RS-232 コネクターからの信号で直接駆動する
と損傷する可能性があります。RS-232 の電圧信号仕様に準拠するには、外部レベルシフト・バッファー
(Maxim MAX3237 など) が FPGA I/O ピンと外部 RS-232 コネクター間に必要です。

UART コアは、マークにロジック 0 を使用し、スペースにロジック 1 を使用します。FPGA 内のインバー
ターを使用し、必要に応じて任意の RS-232 信号の極性を反転させることができます。

11.2.3. トランスミッター・ロジック

UART トランスミッターは、7 ビット、8 ビット、または 9 ビットの txdata保持レジスターと、対応する
7 ビット、8 ビット、または 9 ビットの送信シフトレジスターで構成されます。Avalon-MM マスター・ペリ
フェラルは、Avalon-MM スレーブポートを介して txdata保持レジスターに書き込みます。送信シフ
トレジスターは、シリアル送信シフト操作が現在進行中ではない場合に、txdataレジスターから自動
的にロードされます。送信シフトレジスターは、TXD出力に直接供給します。データは TXDに LSB ファ
ーストでシフトアウトされます。

これらの 2 つのレジスターは、ダブル・バッファリングを提供します。マスター・ペリフェラルで新しい値を
txdataレジスターに書き込むと同時に、以前に書き込まれた文字をシフトアウトすることができま
す。マスター・ペリフェラルでは、statusレジスターの Transmitter Ready (TRDY)、Transmitter
Shift Register Empty (tmt)、および Transmitter Overrun Error (TOE) ビットを読み取ること
で、トランスミッターの状態を監視することができます。

トランスミッター・ロジックは、RS-232 仕様の要求に従い、正しい数のスタートビット、ストップビット、
およびパリティービットをシリアル TXDデータストリームに自動的に挿入します。

11.2.4. レシーバーロジック

UART レシーバーは、7 ビット、8 ビット、または 9 ビットのレシーバー・シフト・レジスターと、対応する 7
ビット、8 ビット、または 9 ビットの rxdata保持レジスターで構成されます。Avalon-MM マスター・ペ
リフェラルは、Avalon-MM スレーブポートを介して rxdata保持レジスターを読み出します。
rxdata保持レジスターは、新しい文字が完全に受信されるたびに、レシーバー・シフト・レジスターか
ら自動的にロードされます。

これらの 2 つのレジスターは、ダブル・バッファリングを提供します。rxdataレジスターで以前に受信
した文字を保持すると同時に、後続の文字をレシーバー・シフト・レジスターにシフトすることができま
す。

マスター・ペリフェラルでは、statusレジスターの Read-Ready (RRDY)、Receiver-Overrun
Error (ROE)、Break Detect (BRK)、Parity Error (PE)、Framing Error (FE) ビットを読み取るこ
とで、レシーバーの状態を監視することができます。レシーバーロジックは、RS-232 仕様の要求に従
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い、正しい数のスタートビット、ストップビット、およびパリティービットをシリアル RXD ストリームで自
動的に検出します。レシーバーのロジックは、受信したデータで 4 つの例外条件 (フレームエラー、パリ
ティーエラー、受信オーバーラン・エラー、ブレーク) を確認し、対応する statusレジスタービットを設
定します。

11.2.5. ボーレートの生成

UART コアの内部ボークロックは、Avalon-MM クロック入力から取得されます。内部ボークロックは、
クロック分周器によって生成されます。除数の値は、次のいずれかのソースから取得することができま
す。

• システム生成時に指定された定数値

• divisorレジスターに格納されている 16 ビット値

divisorレジスターはオプションのハードウェア機能です。システム生成時に無効にしている場合、除
数の値は固定され、ボーレートを変更することはできません。

11.3. コアのインスタンス化

ハードウェアで UART をインスタンス化すると、各 UART コアに少なくとも 2 つの I/O ポート (RXD入
力および TXD出力) が作成されます。以降のセクションでは、利用可能なオプションについて説明しま
す。

11.3.1. コンフィグレーション設定

このセクションでは、コンフィグレーションの設定について説明します。

11.3.1.1. ボーレートのオプション

UART コアでは、RS-232 接続に向けた任意の標準ボーレートを実装することができます。ボーレート
は、次の 2 つの方法のいずれかでコンフィグレーションできます。

• Fixed rate - ボーレートはシステム生成時に固定されます。Avalon-MM スレーブポートを介し
て変更することはできません。

• Variable rate - ボーレートは、divisorレジスターで保持されているクロックの除数値に基
づき変化します。マスター・ペリフェラルは、divisorレジスターに新しい値を書き込むことによ
り、ボーレートを変更します。

ボーレートは、Avalon-MM インターフェイスによって提供されるクロック周波数に基づき計算されま
す。UART コアのハードウェアを再生成せずにハードウェアでシステムクロック周波数を変更すると、不
正な信号が発生します。

11.3.1.2. ボーレート (bps) の設定

Baud Rate の設定により、リセット後のデフォルトのボーレートが決まります。Baud Rate オプショ
ンは、標準のプリセット値を提供します。

ボーレートの値を使用し、クロックの適切な除数値を計算して目的のボーレートを実装します。次の 2 つ
の式は、ボーレートと除数の値の関連を示しています。

除数の計算式
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Divisor = clock f requency
baud rate − 1

ボーレートの計算式

Baud rate = clock f requency
divisor + 1

11.3.1.3. Baud Rate Can Be Changed By Software の設定

この設定がオンの場合、ハードウェアには 16 ビットの divisorレジスターがアドレスオフセット 4
に含まれます。divisorレジスターは書き込み可能であるため、ボーレートは、このレジスターに新し
い値を書き込むことによって変更することができます。

この設定がオフの場合、UART ハードウェアには divisorレジスターが含まれません。UART ハード
ウェアには一定のボーレート除数が実装され、システム生成後に値を変更することはできません。この場
合、アドレスオフセット 4 への書き込みは無効であり、アドレスオフセット 4 からの読み出しでは未定義
の結果が生成されます。

11.3.1.4. データビット、ストップビット、パリティー

UART コアのパリティー、データビット、およびストップビットはコンフィグレーション可能です。これらの
設定は、システム生成時に固定されます。レジスターファイルを介してこれらを変更することはできませ
ん。

表 87. データビットの設定

設定 選択可能な値 説明

Data Bits 7、8、9 この設定は、 txdata、rxdata、および
endofpacketレジスターの幅を決定しま
す。

Stop Bits 1、2 この設定は、コアがそれぞれの文字において 1
ストップビットを送信するか 2 ストップビット
を送信するかを決定します。この設定に関係な
く、コアは常に受信トランザクションを 初の
ストップビットで終了し、後続のすべてのストッ
プビットを無視します。

Parity None、Even、Odd この設定は、UART コアがパリティーチェックと
ともに文字を送信するか、および受信する文字
にパリティーチェックが含まれていることを想
定するかを決定します。
Parity が None に設定されている場合、送
信ロジックはパリティービットを含まずにデー
タを送信し、受信ロジックは着信データにパリ
ティービットが含まれないことを想定します。
statusレジスターの PEビットは実装され
ず、常に 0 を読み出します。
Parity が Odd または Even に設定されて
いる場合、送信ロジックは必要なパリティービ
ットを計算して発信 TXD ビットストリームに
挿入し、受信ロジックは着信 RXD ビットストリ
ームのパリティービットを確認します。レシーバ
ーで不正なパリティーのデータが検出される
と、statusレジスターの PEビットが 1 に設
定されます。Parity が Even の場合に、文字
の 1 のビット数が偶数であれば、パリティービ
ットは 0 になります。それ以外の場合は、パリ
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設定 選択可能な値 説明

ティービットは 1 になります。同様に、Parity
が Odd の場合に、文字の 1 のビット数が奇数
であれば、パリティービットは 0 になります。

11.3.1.5. シンクロナイザーのステージ

オプションの Synchronizer Stages では、同期レジスターチェーンの長さを指定することができま
す。これらのレジスターチェーンは、メタステーブル・イベントが発生する可能性が高い場合に使用され
ます。指定されている長さにより、障害発生までの時間が決定します。ただし、レジスターチェーンの長さ
はコアのレイテンシーに影響します。

インテル FPGA デバイスにおけるメタスタビリティーの詳細に関しては、Understanding
Metastability in FPGAs を参照してください。

メタスタビリティー解析および同期レジスターチェーンの詳細に関しては、Intel Quartus Prime
Handbook の volume 2 で、Area and Timing Optimization の章を参照してください。

11.3.1.6. ストリーミング・データ (DMA) の制御

UART コアには、オプションで End-of-Packet レジスターを含めることも可能です。

11.3.1.6.1. End-of-Packet レジスターの含有

この設定がオンになっている場合、UART コアには次のものが含まれます。

• 7 ビット、8 ビット、または 9 ビットの endofpacketレジスター。アドレスオフセット 5 にありま
す。データ幅は、Data Bits の設定で決まります。

• statusレジスターの EOP ビット。

• controlレジスターの IEOP ビット。

• endofpacket信号。

EOP 検出を DMA コントローラーとともに使用すると、例えば、UART を実装し、指定されている文字が
着信 RXD ストリームで検出されるまで、受信した文字をメモリーに自動的に書き込むことができます。
終了 (EOP) 文字の値は、endofpacketレジスターによって決定します。

EOP レジスターが無効になっている場合、UART コアには EOP リソースが含まれません。
endofpacketレジスターへの書き込みは無効であり、読み出しでは未定義の値が生成されます。

11.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、UART コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。これに
は、ハードウェアにアクセスするためのレジスターマップやソフトウェア宣言などが含まれます。Nios II
プロセッサーのユーザーに対しては、インテルでは、Hardware Abstraction Layer (HAL) システム・
ライブラリーのドライバーを提供しています。そのため、printf() および getchar() などの ANSI
C 標準ライブラリー関数を使用して UART コアにアクセスすることが可能です。
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11.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルで提供しているドライバーは、HAL キャラクター・モードのデバイスドライバーを実装していま
す。これは、Nios II システムの HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、UART レ
ジスターにアクセスするのではなく、広く利用されている HAL API および ANSI C 標準ライブラリーを
介して UART にアクセスします。ioctl() 要求が定義されているため、HAL ユーザーは UART のハ
ードウェアに依存する側面を制御することができます。

注意: プログラムで HAL デバイスドライバーを使用して UART ハードウェアにアクセスしている場合、デバイ
スのレジスターに直接アクセスすると、ドライバーの正しい動作が妨げられます。

Nios II プロセッサーのユーザーに対して、HAL システム・ライブラリーの API は UART コアの機能へ
の完全なアクセスを提供します。Nios II のプログラムは、UART コアをキャラクター・モードのデバイス
として扱い、ANSI C 標準ライブラリー関数を使用してデータを送受信します。

ドライバーは、CTS/RTS コントロール信号がプラットフォーム・デザイナーで有効になっている場合は、
それらの信号をサポートします。ドライバーのオプション: 高速実装と小型実装のセクションを参照して
ください。

次のコードは、printf() を使用して stdoutにメッセージを出力する も簡単な使用法を示して
います。この例では、システムに UART コアが含まれており、HAL システム・ライブラリーはこのデバイス
を stdoutに使用するようにコンフィグレーションされています。

例-4: 例: 文字を stdout として UART コアに出力

#include <stdio.h>
int main ()
{
printf("Hello world.\n");
return 0;
}

次のコードでは、C 標準ライブラリーを使用して UART デバイスから文字を読み出し、UART デバイスに
メッセージを送信しています。この例では、システムに uart1と名付けられている UART コアが含まれ
ています。これは必ずしも stdoutデバイスとしてコンフィグレーションされるわけではありません。こ
の場合、プログラムはデバイスを HAL ファイルシステム内の他のノードと同様に扱います。

HAL システム・ライブラリーの詳細に関しては、 Nios II Software Developer's Handbook を参照
してください。

例-5: 例: 文字の送受信

/* A simple program that recognizes the characters 't' and 'v' */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
 char* msg = "Detected the character 't'.\n";
 FILE* fp;
 char prompt = 0;
 fp = fopen ("/dev/uart1", "r+"); //Open file for reading and writing
 if (fp)
 {
 while (prompt != 'v')
 { // Loop until we receive a 'v'.
 prompt = getc(fp); // Get a character from the UART.
 if (prompt == 't')
 { // Print a message if character is 't'.
 fwrite (msg, strlen (msg), 1, fp);
 }
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 }
 fprintf(fp, "Closing the UART file.\n"); 
 fclose (fp);
 }
 return 0;
}

関連情報
Nios II Software Developer's Handbook

11.4.1.1. ドライバーのオプション: 高速実装と小型実装

さまざまなタイプのシステムの要件に対応するため、UART ドライバーには高速バージョンと小型バー
ジョンの 2 つのバリエーションがあります。高速バージョンがデフォルトです。高速ドライバーと小型ド
ライバーはどちらも、C 標準ライブラリー関数と HAL API を完全にサポートします。

高速ドライバーは割り込み駆動型の実装で、デバイスがデータを送受信する準備ができていない場合に
プロセッサーで他のタスクを実行することができます。UART のデータレートはプロセッサーに比べて低
速であるため、高速ドライバーにより、暫定的に他のタスクを実行することができるシステムに大きなパ
フォーマンス上の利点をもたらすことができます。

小型ドライバーはポーリング型の実装で、UART ハードウェアを待機してから各文字を送受信します。フ
ットプリントの小さいドライバーを有効にするには、次の 2 つの方法があります。

• HAL システム・ライブラリー・プロジェクトの小さなフットプリントの設定を有効にします。このオプ
ションは、システム内のすべてのデバイスのデバイスドライバーにも影響します。

• プリプロセッサー・オプションの-DALTERA_AVALON_UART_SMALLを指定します。このオプシ
ョンは、小型でポーリング型の UART ドライバーの実装において、他のデバイスのドライバーに影
響を与えないようにする場合に使用することができます。

HAL のプロパティーとプリプロセッサー・オプションの設定方法に関しては、Nios II IDE のヘルプシス
テムを参照してください。

11.4.1.1.1. UART の API

表 88. altera_avalon_uart_close
altera_avalon_uart_closeは、小型ドライバーでは利用することができません。

プロトタイプ int altera_avalon_uart_close(altera_avalon_uart_state* sp, int flags);

インクルード <altera_avalon_uart.h>

パラメーター • sp - 閉じる UART デバイス
• flags – シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アクセスを示します

戻り値 なし

説明 UART デバイスを閉じます

表 89. altera_avalon_uart_read

プロトタイプ int altera_avalon_uart_read(altera_avalon_uart_state* sp, char* ptr, int
len, int flags);

インクルード <altera_avalon_uart.h>
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パラメーター • sp - UART デバイス
• ptr - 宛先アドレス
• len - データの 大長
• flags – シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アクセスを示します

戻り値 読み出されたバイト数

説明 UART レシーバーバッファーにデータを読み出します

表 90. altera_avalon_uart_write

プロトタイプ int altera_avalon_uart_write(altera_avalon_uart_state* sp, char* ptr,
int len, int flags);

インクルード <altera_avalon_uart.h>

パラメーター • sp - UART デバイス
• ptr - ソースアドレス
• len – データの 大長
• flags – シングル/マルチスレッドのブロッキング/ノンブロッキング・アクセスを示します

戻り値 書き込まれたバイト数

説明 UART レシーバーバッファーにデータを書き込みます

表 91. altera_avalon_uart_irq
altera_avalon_uart_irqは、小型ドライバーでは利用することができません。

プロトタイプ static void altera_avalon_uart_irq(void* context)

インクルード <altera_avalon_uart.h>

パラメーター • context - UART デバイス

戻り値 なし

説明 UART 割り込みを処理する割り込みハンドラーで、レシーバー/トランスミッターの割り込みを処理します

表 92. altera_avalon_uart_rxirq
altera_avalon_uart_rxirqは、小型ドライバーでは利用することができません。

プロトタイプ static void altera_avalon_uart_rxirq(altera_avalon_uart_state* sp,
alt_u32 status)

インクルード <altera_avalon_uart.h>

パラメーター • sp - UART デバイス
• status - UART コア内の状態を示す個々のビット

戻り値 なし

説明 受信割り込みを処理します。着信文字をレシーバーの循環バッファーに転送し、適切なフラグを設定して処理する
データの準備が整っていることを示します。

表 93. altera_avalon_uart_txirq
altera_avalon_uart_txirqは、小型ドライバーでは利用することができません。

プロトタイプ static void altera_avalon_uart_txirq(altera_avalon_uart_state* sp,
alt_u32 status)

インクルード <altera_avalon_uart.h>

continued...   
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パラメーター • sp - UART デバイス
• status - UART コア内の状態を示す個々のビット

戻り値 なし

説明 送信割り込みを処理します。データを送信バッファーからデバイスへ転送し、適切なフラグを設定して処理するデー
タの準備が整っていることを示します。

11.4.1.1.2. UART デバイスの構造

typedef struct altera_avalon_uart_state_s
{
  void*            base;            /* The base address of the device */
  alt_u32          ctrl;            /* Shadow value of the control register */
  volatile alt_u32 rx_start;        /* Start of the pending receive data */
  volatile alt_u32 rx_end;          /* End of the pending receive data */
  volatile alt_u32 tx_start;        /* Start of the pending transmit data */
  volatile alt_u32 tx_end;          /* End of the pending transmit data */
#ifdef ALTERA_AVALON_UART_USE_IOCTL
  struct termios termios;           /* Current device configuration */
  alt_u32          freq;            /* Current baud rate */
#endif
  alt_u32          flags;           /* Configuration flags */
  ALT_FLAG_GRP     (events)         /* Event flags used for 
                                     * foreground/background in multi-threaded
                                     * mode */
  ALT_SEM          (read_lock)      /* Semaphore used to control access to the 
                                     * read buffer in multi-threaded mode */
  ALT_SEM          (write_lock)     /* Semaphore used to control access to the
                                     * write buffer in multi-threaded mode */
  volatile alt_u8  rx_buf[ALT_AVALON_UART_BUF_LEN]; /* The receive buffer */
  volatile alt_u8  tx_buf[ALT_AVALON_UART_BUF_LEN]; /* The transmit buffer */
} altera_avalon_uart_state;

11.4.1.2.  ioctl() の操作

UART ドライバーは ioctl() 関数をサポートするため、HAL ベースのプログラムでデバイス固有の
操作を要求することができます。次の表は、UART ドライバーがサポートする操作要求を定義していま
す。

表 94. UART の ioctl() 操作

要求 説明

TIOCEXCL 排他的アクセスにデバイスをロックします。このデバイスに対する以降の open() 呼び出しは、このファイル記述子
が閉じられるまで、もしくは TIOCNXCL ioctl要求を使用してロックが解除されるまで失敗します。この要求を成
功させるには、このデバイスに他のファイル記述子が存在してはいけません。パラメーターの argは無視されます。

TIOCNXCL 前の排他的アクセスロックを解除します。パラメーターの argは無視されます。

追加の操作要求は、高速ドライバーに対してのみオプションで利用可能です。詳しくは、高速ドライバー
専用のオプションの UART ioctl() 操作の表で説明されています。プログラムでこれらの操作を有効
にするには、プリプロセッサー・オプションの-DALTERA_AVALON_UART_USE_IOCTLを設定する
必要があります。
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表 95. 高速ドライバー専用のオプションの UART ioctl() 操作

要求 説明

TIOCMGET 入力 termios 構造の内容を入力することにより、デバイスの現在のコンフィグレーションを返します。この構造体へのポイン
ターは、optパラメーターの値として提供されます。

TIOCMSET 入力 termios 構造に含まれている値に基づきデバイスのコンフィグレーションを設定します。この構造体へのポインターは、
argパラメーターの値として提供されます。

注意: termios 構造は、Newlib C 標準ライブラリーで定義されています。この定義は、ファイル <Nios II
EDS インストール・パス>/components/altera_hal/HAL/inc/sys/termios.hにあり
ます。

Ioctl() 関数の詳細に関しては、Nios II Software Developer's Handbook を参照してください。

関連情報
Nios II Software Developer's Handbook

11.4.1.3. 制限

UART コアの HAL ドライバーは、endofpacket レジスターをサポートしていません。詳細は、「レジスタ
ーマップ」のセクションを参照してください。

11.4.2. ソフトウェア・ファイル

UART コアには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハードウェアへの下
位インターフェイスを定義し、HAL ドライバーを提供します。アプリケーション開発者がこのファイルを
変更することは推奨されません。

• altera_avalon_uart_regs.h - このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位の
ハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。このファイルの記号は、デバイスドライ
バーの機能によってのみ使用されます。

• altera_avalon_uart.h、altera_avalon_uart_fd.c、
altera_avalon_uart_init.c、altera_avalon_uart_ioctl.c、
altera_avalon_uart_read.c、altera_avalon_uart_write.c — これらのファ
イルは、HAL システム・ライブラリーに向けた UART コアのデバイスドライバーを実装します。

11.4.3. レジスターマップ

HAL API を使用しているプログラマーは、レジスターを介して UART コアに直接アクセスすることはあ
りません。レジスターマップは通常、コアのデバイスドライバーを作成するプログラマーにのみ有用です。

インテルで提供している HAL デバイスドライバーは、デバイスのレジスターに直接アクセスします。デバ
イスドライバーを作成しており、HAL ドライバーが同じデバイスに対してアクティブな場合は、ドライバ
ーが競合し、作成したドライバーは正しく動作しません。

次の UART コアのレジスターマップの表は、UART コアのレジスターマップを示しています。デバイス
ドライバーは、メモリーマッピングされているレジスターを介してコアを制御し、コアと通信します。
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表 96. UART コアのレジスターマップ

オフセ
ット

レジスター名 R/W 説明/レジスターのビット

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

0 rxdata RO 予約済み (1
6)

(1
6)

受信データ

1 txdata WO 予約済み (1
6)

(1
6)

送信データ

2 status (15) RW 予約済み eo
p

cts dct
s

e rrd
y

trd
y

tm
t

toe ro
e

br
k

fe pe

3 control RW 予約済み ieo
p

rts idc
ts

trb
k

ie irr
dy

itr
dy

it
mt

ito
e

iro
e

ibr
k

ife ipe

4 divisor
(17)

RW ボーレート除数

5 endof-
packet (17)

RW 予約済み (1
6)

(1
6)

End-of-Packet 値

一部のレジスターとビットはオプションです。それらのレジスターとビットは、システム生成時に有効にさ
れている場合にのみハードウェアに存在します。以降のセクションでは、オプションのレジスターとビット
について説明します。

11.4.3.1. rxdata レジスター

rxdataレジスターでは、RXD入力を介して受信したデータを保持します。RXD入力を介して新しい文
字を完全に受信すると、新しい文字は rxdataレジスターに転送され、statusレジスターの rrdy
ビットが 1 に設定されます。rxdataレジスターが読み出されると、statusレジスターの rrdyビッ
トは 0 に設定されます。文字が rxdataレジスターに転送される際に rrdyビットがすでに設定され
ている (つまり、前の文字が取得されていない) 場合は、レシーバーのオーバーラン・エラーが発生し、
statusレジスターの roeビットが 1 に設定されます。新しい文字は、前の文字が読み出されている
か否かにかかわらず、常に rxdataレジスターに転送されます。rxdataレジスターへのデータの書き
込みは無効です。

11.4.3.2. txdata レジスター

Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、送信される文字を txdataレジスターに書き込みます。トラン
スミッターで新しい文字に対する準備ができるまでは、txdataへの文字の書き込みを避ける必要があ
ります。準備状況は、statusレジスターの TRDYビットで示されます。文字が txdataレジスターに
書き込まれると、TRDYビットが 0 に設定されます。文字が txdataレジスターからトランスミッター

(15) statusレジスターに 0 を書き込むと、dcts、e、toe、roe、brk、fe、peビットがクリアされます。

(16) これらのビットは、Data Width ハードウェア・オプションに応じて存在する場合としない場合があります。これら
が存在しない場合は、0 が読み出され、書き込みは無効です。

(17) このレジスターは、ハードウェアのコンフィグレーション・オプションに応じて存在する場合としない場合がありま
す。存在しない場合、読み出しでは未定義の値が返され、書き込みは無効です。

11. UART コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

139

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


のシフトレジスターに転送されると、TRDYビットは 1 に設定されます。TRDYが 0 の際に txdataレ
ジスターに文字の書き込みが行われた場合の結果は未定義です。txdataレジスターの読み出しでは、
未定義の値が返されます。

例えば、トランスミッター・ロジックがアイドル状態の際に、Avalon-MM マスター・ペリフェラルが 初
の文字を txdataレジスターに書き込むとします。TRDYビットは 0 に設定され、その後、文字がトラ
ンスミッターのシフトレジスターに転送されると 1 に設定されます。次に、マスターは 2 番目の文字を
txdataレジスターに書き込むことができ、TRDYビットは再び 0 に設定されます。ただし、今回はまだ
初の文字を TXD出力にシフトアウトしているため、シフトレジスターはビジー状態です。TRDYビッ

トは、 初の文字が完全にシフトアウトされ、2 番目の文字がトランスミッターのシフトレジスターに自
動的に転送されるまで 1 に設定されません。

11.4.3.3. status レジスター

statusレジスターは、UART コア内の特定の状態を示す個々のビットで構成されます。各ステータス
ビットは、controlレジスターの対応する割り込みイネーブルビットに関連付けられています。
statusレジスターはいつでも読み取ることができます。読み取りによってビット値は変化しません。
statusレジスターに 0 を書き込むと、DCTS、E、TOE、ROE、BRK、FE、PEビットがクリアされます。

表 97. status レジスターのビット

ビット 名称 アクセス 説明

0 (18) PE RC Parity Error。パリティーエラーは、受信したパリティービットに予期しない (正しくない) 論
理レベルがある場合に発生します。コアが不正なパリティービットをもつ文字を受信すると、
PEビットが 1 に設定されます。PEビットは、statusレジスターへの書き込みによって明
示的にクリアされるまで、1 に設定された状態で維持されます。PEビットが設定されると、
rxdataレジスターからの読み出しでは未定義の値が生成されます。
Parity ハードウェア・オプションが有効になっていない場合、パリティーチェックは実行され
ず、PEビットでは常に 0 が読み出されます。データビット、ストップビット、パリティーのセク
ションを参照してください。

1 FE RC Framing Error。フレーミング・エラーは、レシーバーで正しいストップビットを検出してい
ない場合に発生します。コアで不正なストップビットをもつ文字を受信すると、FEビットが 1
に設定されます。FEビットは、statusレジスターへの書き込みによって明示的にクリアさ
れるまで、1 に設定された状態で維持されます。FEビットが設定されると、rxdataレジス
ターからの読み出しでは未定義の値が生成されます。

2 BRK RC Break Detect。レシーバーロジックでは、RXDピンが完全な文字時間 (データビットに加え
てスタート、ストップ、およびパリティービット) よりも長く継続的に Low (ロジック 0) に保
持されると、ブレークを検出します。ブレークが検出されると、BRKビットが 1 に設定されま
す。BRKビットは、statusレジスターへの書き込みによって明示的にクリアされるまで、1
に設定された状態で維持されます。

3 ROE RC Receive Overrun Error。受信オーバーラン・エラーは、前の文字が読み出される前 (つま
り、RRDYビットが 1 の際) に、新しく受信した文字が rxdata保持レジスターに転送され
ると発生します。この場合、ROEビットが 1 に設定され、rxdataのそれまでの内容が新し
い文字で上書きされます。ROEビットは、statusレジスターへの書き込みによって明示的
にクリアされるまで、1 に設定された状態で維持されます。

4 TOE RC Transmit Overrun Error。送信オーバーラン・エラーは、前の文字がシフトレジスターに転
送される前 (つまり、TRDYビットが 0 の際) に、新しい文字が txdata保持レジスターに
書き込まれると発生します。この場合、TOEビットが 1 に設定されます。TOEビットは、
statusレジスターへの書き込みによって明示的にクリアされるまで、1 に設定された状態
で維持されます。

5 TMT R Transmit Empty。TMTビットは、トランスミッターのシフトレジスターの現在の状態を示し
ます。シフトレジスターが文字を TXDピンからシフトアウトしている際は、TMTが 0 に設定
されます。シフトレジスターがアイドル状態である (つまり、文字の送信が行われていない)
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ビット 名称 アクセス 説明

際は、TMTビットは 1 になります。Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、TMTビットを確
認することにより、送信が完了したか (およびシリアルリンクの相手側で受信されたか) を特
定することができます。

6 TRDY R Transmit Ready。TRDYビットは、txdata保持レジスターの現在の状態を示します。
txdataレジスターが空の場合は、新しい文字に対して準備ができており、TRDYは 1 にな
ります。txdataレジスターがフルの場合は、TRDYは 0 です。Avalon-MM マスター・ペリ
フェラルは、新しいデータを txdataに書き込む前に、TRDYが 1 になるまで待機する必要
があります。

7 RRDY R Receive Character Ready。RRDYビットは、rxdata保持レジスターの現在の状態を示
します。rxdataレジスターが空の場合は、読み出しに対する準備ができておらず、RRDYは
0 になります。新しく受信した値が rxdataレジスターに転送されると、RRDYは 1 に設定
されます。rxdataレジスターを読み出すことにより、RRDYビットは 0 にクリアされます。
Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、rxdataレジスターを読み出す前に、RRDYが 1 に
等しくなるまで待機する必要があります。

8 E RC Exception。Eビットは、例外条件が発生したことを示します。Eビットは、TOE、ROE、BRK、
FE、PEビットの論理和 (OR) です。Eビットとそれに対応する controlレジスターの割り
込みイネーブル (IE) ビットは、すべてのエラー条件に対する IRQ を有効/無効にする便利
な方法を提供します。
Eビットは、statusレジスターへの書き込み操作によって 0 に設定されます。

10 (18) DCTS RC Clear to Send (CTS) 信号の変化。DCTSビットは、論理レベルの遷移が CTS_N入力ポ
ートで検出されると 1 に設定されます (Avalon-MM クロックに同期してサンプリングされ
ます)。このビットは、CTS_Nの立ち下がりと立ち上がりの両方の遷移で設定されます。
DCTSビットは、statusレジスターへの書き込みによって明示的にクリアされるまで、1 に
設定された状態で維持されます。

11 (18) CTS R Clear-to-Send (CTS) 信号。CTSビットは、CTS_N入力の瞬間的な状態を反映します
(Avalon-MM クロックに同期してサンプリングされます)。
CTS_N入力は、送信プロセスまたは受信プロセスに影響しません。CTS_N入力によって認
識できる唯一の内容は、CTSビットと DCTSビットの状態です。また、IRQ は、Control レジ
スターで idcts ビットが有効になっている場合に生成することができます。

12 (18) EOP R(18) End of Packet の検出。EOPビットは、次のいずれかのイベントによって 1 に設定されます。
EOP 文字が txdataに書き込まれる
EOP 文字が rxdataから読み出される
EOP 文字は、endofpacketレジスターの内容によって決まります。EOPビットは、
statusレジスターへの writeによって明示的にクリアされるまで、1 に設定された状態
で維持されます。
Include End-of-Packet Register ハードウェア・オプションが有効になっていない場
合、EOPビットでは常に 0 が読み出されます。詳細は、ストリーミング・データ (DMA) の制
御のセクションを参照してください。

11.4.3.4. control レジスター

controlレジスターは個々のビットで構成され、それぞれが UART コアの操作の一面を制御します。
controlレジスターの値はいつでも読み出すことができます。

controlレジスターのそれぞれビットは、statusレジスターの対応するビットの IRQ を有効にしま
す。ステータスビットとそれに対応する割り込みイネーブルビットの両方が 1 の場合、コアは IRQ を生
成します。

(18) このビットはオプションであり、ハードウェアに存在しない場合があります。
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表 98. control レジスターのビット

ビット 名称 アクセス 説明

0 IPE RW Parity Error の割り込みを有効にします。

1 IFE RW Framing Error の割り込みを有効にします。

2 IBRK RW Break 検出の割り込みを有効にします。

3 IROE RW Receiver Overrun Error の割り込みを有効にします。

4 ITOE RW Transmitter Overrun Error の割り込みを有効にします。

5 ITMT RW Transmitter Shift Register Empty の割り込みを有効にします。

6 ITRDY RW Transmission Ready の割り込みを有効にします。

7 IRRDY RW Read Ready の割り込みを有効にします。

8 IE RW Exception の割り込みを有効にします。

9 TRBK RW Transmit Break。TRBKビットにより、Avalon-MM マスター・ペリフェラルはブレーク文字
を TXD出力を介して送信できるようになります。TRBKが 1 に設定されると、TXD信号が 0
に強制されます。TRBKビットは、トランスミッター・ロジックが TXD出力で駆動する論理レ
ベルを上書きします。TRBKビットは、処理中の送信を妨げます。Avalon-MM マスター・ペリ
フェラルでは、適切なブレーク期間経過後に TRBKビットを 0 に戻す必要があります。

10(19) IDCTS RW CTS信号の変化に対する割り込みを有効にします。

11 (19) RTS RW Request to Send (RTS) 信号。RTSビットは RTS_N出力に直接供給されます。Avalon-
MM マスター・ペリフェラルは、いつでも RTSビットを書き込むことができます。RTSビット
の値は、RTS_N出力にのみ影響します。トランスミッター・ロジックまたはレシーバーロジッ
クには影響しません。RTS_N出力は論理的に負であるため、RTSビットが 1 の場合は、Low
の論理レベル (0) が RTS_N出力で駆動されます。

12(19) IEOP RW End-of-Packet 条件の割り込みを有効にします。

11.4.3.5. divisor レジスター (オプション)

divisorレジスターの値を使用し、ボー・レート・クロックを生成します。有効なボーレートは、次の式に
よって決定します。

ボーレート = (クロック周波数) / (除数 + 1)

divisorレジスターはオプションのハードウェア機能です。Baud Rate Can Be Changed By
Software のハードウェア・オプションが有効になっていない場合は、divisorレジスターは存在し
ません。その場合、divisorの書き込みは無効であり、divisorの読み出しでは未定義の値が返さ
れます。詳細は、ボーレートのオプションのセクションを参照してください。

11.4.3.6. endofpacket レジスター (オプション)

endofpacketレジスターの値は、可変長の DMA トランザクションの End-of-Packet 文字を決定
します。リセット後のデフォルト値は 0 です。これは ASCII の null 文字 (\0) です。詳細は、status レ
ジスターのビットで EOPビットの説明を参照してください。

(19) このビットはオプションであり、ハードウェアに存在しない場合があります。
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endofpacketレジスターはオプションのハードウェア機能です。Include end-of-packet
register のハードウェア・オプションが有効になっていない場合は、endofpacketレジスターは存
在しません。その場合、endofpacketの書き込みは無効であり、読み出しでは未定義の値が返されま
す。

11.4.4. 割り込み動作

UART コアは、単一の IRQ 信号を Avalon-MM インターフェイスに出力します。これは、システム内の
任意のマスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) に接続することができます。マスター・ペリフ
ェラルでは、statusレジスターを読み取り、割り込みの原因を特定する必要があります。

すべての割り込み条件には、関連するビットが statusレジスターにあり、controlレジスターには
割り込みイネーブルビットがあります。割り込み条件のいずれかが発生すると、関連付けられている
statusビットが 1 に設定されます。これは、明示的に肯定応答されるまで設定された状態で維持され
ます。IRQ 出力は、対応する割り込みイネーブルビットが 1 の場合に、そのステータスビットが設定され
るとアサートされます。マスター・ペリフェラルは、statusレジスターをクリアすることにより IRQ に肯
定応答することができます。

リセット時に、すべての割り込みイネーブルビットは 0 に設定されます。そのため、マスター・ペリフェラル
で 1 つもしくは複数の割り込みイネーブルビットを 1 に設定するまで、コアで IRQ をアサートすること
はできません。

起こりうるすべての割り込み条件は、関連するステータスおよびコントロール (割り込みイネーブル) ビ
ットで一覧にされています。各割り込み条件の詳細は、statusビットの説明で示されています。

11.5. UART コアの改訂履歴

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

2020.01.22 19.4 control レジスターのビットの表を訂正しました。

2018.09.24 18.1 • 新しく 2 つのセクションを追加しました。
— UART の API
— UART デバイスの構造

• ボーレート (bps) の設定のセクションで、除数とボーレートの計算式を訂正しました。

2018.05.07 18.0 • HAL システム・ライブラリー向けの UART コアのデバイスドライバーを実装するソフ
トウェア・ファイルを訂正しました。

• 次のセクションを削除しました。
— Simulation Settings
— Simulation Consideration

• 誤字とリファレンスを修正しました。

日付およびドキュメント・バー
ジョン

バージョン 変更内容

2016 年 6 月 2016.06.17 Avalon-MM フロー制御に関する内容を削除しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。
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日付およびドキュメント・バー
ジョン

バージョン 変更内容

2009 年 3 月 v9.0.0 新しいパラメーターの Synchronizer stages の説明を追加しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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12. JTAG UART コア

12.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える JTAG UART コアは、ホスト PC とインテル FPGA 上のプラットフォ
ーム・デザイナー・システム間でシリアル文字のストリームを通信する方法を実装します。多くのデザイン
において、JTAG UART コアにより、文字の I/O で使用するホスト PC への個別の RS-232 シリアル接
続が不要になります。このコアは、Avalon インターフェイスを提供することにより、JTAG インターフェイ
スの複雑さを組み込みソフトウェアのプログラマーから隠します。マスター・ペリフェラル (Nios II プロ
セッサーなど) は、コントロール・レジスターとデータレジスターの読み出しと書き込みによってコアと通
信します。

JTAG UART コアは、 インテル FPGA に組み込まれている JTAG 回路を使用します。また、FPGA の
JTAG ピンを介してホストアクセスを提供します。ホスト PC は、任意のインテル FPGA JTAG ダウンロ
ード・ケーブル (インテル FPGA ダウンロード・ケーブル II など) を介して FPGA に接続できます。
JTAG UART コアのソフトウェア・サポートは、インテルによって提供されます。Nios II プロセッサーの
場合、デバイスドライバーが Hardware Abstraction Layer (HAL) システム・ライブラリーで提供さ
れており、ANSI C 標準ライブラリーの stdio.hルーチンを使用してソフトウェアでコアにアクセス
することができます。

Nios II プロセッサーのユーザーは、Nios II IDE または nios2-terminal コマンドライン・ユーティ
リティーを介して JTAG UART にアクセスすることができます。詳細は、Nios II Software
Developer's Handbook または Nios II IDE のオンラインヘルプを参照してください。

ホスト PC に対して、インテルでは JTAG ターミナル・ソフトウェアを提供しています。これにより、ターゲ
ットへの接続の管理、JTAG データストリームのデコード、画面への文字表示を行います。

JTAG UART コアはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで生成
される任意のシステムに容易に統合することができます。

12.2. 機能の説明

次の図は、JTAG UART コアのブロック図と、インテル FPGA 内部の JTAG 回路への接続を表していま
す。以降のセクションでは、コアのコンポーネントについて説明します。
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図 -40: JTAG UART コアのブロック図
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12.2.1.  Avalon スレーブ・インターフェイスとレジスター

JTAG UART コアは、インテル FPGA 上の JTAG 回路への Avalon スレーブ・インターフェイスを提供し
ます。ユーザーに表示される JTAG UART コアへのインターフェイスは、2 つの 32 ビット・レジスター
(dataおよび control) で構成されます。これらには、Avalon スレーブポートを介してアクセスしま
す。Avalon マスター (Nios II プロセッサーなど) は、JTAG 接続を介し、レジスターにアクセスしてコア
を制御し、データを転送します。コアでは、一度に 8 ビット単位のデータを操作します。dataレジスター
の 8 ビットは、1 文字のペイロードとして機能します。

JTAG UART コアは、アクティブ High の割り込み出力を提供します。これにより、読み出しデータが利
用可能な際、または書き込み FIFO がデータに対して準備ができている際に割り込みを要求することが
できます。詳細は、割り込みの動作のセクションを参照してください。

12.2.2. 読み出し FIFO と書き込み FIFO

JTAG UART コアは、双方向 FIFO を提供し、JTAG 接続における帯域幅を改善します。FIFO の深さを
パラメーター化し、利用可能なオンチップメモリーに対応させることができます。FIFO はメモリーブロ
ックまたはレジスターから構築できるため、必要に応じてロジックリソースとメモリーリソースをトレー
ドオフすることが可能です。

12.2.3. JTAG インターフェイス

インテル FPGA には、組み込み JTAG 制御回路がデバイスの JTAG ピンとデバイス内のロジックの間に
含まれています。JTAG コントローラーは、FPGA に実装されているノードと呼ばれるユーザー定義の回
路に接続することができます。場合によっては複数のノードが JTAG インターフェイスを介して通信する
必要があるため、マルチプレクサーである JTAG ハブが必要です。論理合成およびフィッティング時に、
インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは自動的に JTAG ハブロジックを生成します。デバイス内
の JTAG 回路の接続に、手動で設計を行う必要はありません。ここでは、明確にする目的でプロセスを示
しています。
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12.2.4. ホストとターゲット間の接続

次の図は、ホスト PC と、JTAG UART コアを含むプラットフォーム・デザイナーで生成されるシステム間
の接続を示しています。

図 -41: JTAG UART コアを使用しているシステムの例
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FPGA の JTAG コントローラーとホスト PC のダウンロード・ケーブル・ドライバーは、ホストとターゲッ
ト間に単純なデータリンク・レイヤーを実装します。FPGA 内の JTAG ノードはすべて、単一の JTAG 接
続を介して多重化されます。ホスト PC 上の JTAG サーバー・ソフトウェアは、JTAG データストリームを
制御およびデコードし、FPGA 内のノードとの個別の接続を管理します。

上の図のシステム例には、1 つの JTAG UART コアと Nios II プロセッサーが含まれています。エージ
ェントはどちらも、単一のインテル FPGA ダウンロード・ケーブルを介してホスト PC と通信します。
JTAG サーバー・ソフトウェアにより、各ホスト・アプリケーションはターゲットへの独立した接続を保有
します。インテルでは、JTAG UART コアとの通信に必要な JTAG サーバードライバーとホスト・ソフトウ
ェアを提供しています。

複数の JTAG UART コアを備えるシステムが可能です。すべてのコアは、同じ JTAG インターフェイスを
介して通信します。コヒーレントなデータのストリームを維持するには、1 つのプロセッサーのみで各
JTAG UART コアと通信する必要があります。

12.3. コンフィグレーション

以降のセクションでは、利用可能なコンフィグレーションのオプションについて説明します。

12.3.1. コンフィグレーション・ページ

このページのオプションは、JTAG UART コアのハードウェア・コンフィグレーションを制御します。デフ
ォルトの設定は事前にコンフィグレーションされおり、インテルが提供しているデバイスドライバーと
JTAG ターミナル・ソフトウェアで 適に動作するようになっています。Construct using registers
instead of memory blocks オプションを除いて、ほとんどの場合、設計者でデフォルトの値を変
更することはありません。
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12.3.1.1. 書き込み FIFO の設定

書き込み FIFO は、Avalon インターフェイスからホストに向かうデータをバッファーします。次の設定を
利用することができます。

• Depth - 書き込み FIFO の深さは、8 から 32,768 バイトに設定することができます。2 の累乗の
みが許可されます。値が大きいほど、より多くのオンチップ・メモリー・リソースを消費します。パフォ
ーマンスには一般的に 64 の深さが 適です。それより大きい値が必要になることはほとんどあり
ません。

• IRQ Threshold - 書き込み IRQ のしきい値は、FIFO が空になっていることに反応してコアが
IRQ をアサートする方法を制御します。JTAG 回路が書き込み FIFO からデータを取り出す際に、
FIFO に残っている文字数がこのしきい値の値に達すると、コアは IRQ をアサートします。 大の帯
域幅を得るには、プロセッサーでより多くのデータを書き込み、書き込み FIFO が完全に空にならな
いようにすることで、割り込みに対応する必要があります。値 8 が通常は 適です。詳細は、割り込
み動作のセクションを参照してください。

• Construct using registers instead of memory blocks - このオプションをオンにす
ると、FIFO はオンチップ・ロジック・リソースから構築されます。このオプションは、メモリーリソース
に限りがある場合に役立ちます。各バイトは約 11 のロジックエレメント (LE) を消費するため、
FIFO の深さが 8 (バイト) の場合は約 88 の LE を消費します。

12.3.1.2. 読み出し FIFO の設定

読み出し FIFO は、ホストから Avalon インターフェイスに向かうデータをバッファーします。次の設定を
利用し、FIFO の深さと割り込みの生成を制御することができます。

• Depth - 読み出し FIFO の深さは、8 から 32,768 バイトに設定することができます。2 の累乗の
みが許可されます。値が大きいほど、より多くのオンチップ・メモリー・リソースを消費します。パフォ
ーマンスには一般的に 64 の深さが 適です。それより大きい値が必要になることはほとんどあり
ません。

• IRQ Threshold - IRQ のしきい値は、FIFO がフルになっていることに反応してコアが IRQ を
アサートする方法を制御します。JTAG 回路が読み出し FIFO を満たす際に、FIFO に残っているス
ペースの量がこのしきい値の値に達すると、コアは IRQ をアサートします。 大の帯域幅を得るに
は、プロセッサーでデータを読み出し、読み出し FIFO が完全にフルになるのを防ぐことで、割り込
みに対応する必要があります。値 8 が通常は 適です。詳細は、割り込み動作のセクションを参照し
てください。

• Construct using registers instead of memory blocks - このオプションをオンにす
ると、FIFO はロジックリソースから構築されます。このオプションは、メモリーリソースに限りがあ
る場合に役立ちます。各バイトは約 11 の LE を消費するため、FIFO の深さが 8 (バイト) の場合は
約 88 の LE を消費します。

12.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、JTAG UART コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。
これには、ハードウェアにアクセスするためのレジスターマップやソフトウェア宣言などが含まれます。
Nios II プロセッサーのユーザーの場合、インテルでは HAL システム・ライブラリーのドライバーを提供
しているため、printf() および getchar() などの ANSI C 標準ライブラリー関数を使用して
JTAG UART にアクセスすることができます。
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12.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルで提供しているドライバーは、HAL キャラクター・モードのデバイスドライバーを実装していま
す。これは、Nios II システムの HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、JTAG
UART レジスターにアクセスするのではなく、広く利用されている HAL API および ANSI C 標準ライブ
ラリーを介して JTAG UART にアクセスします。ioctl() 要求が定義されているため、HAL ユーザー
は JTAG UART のハードウェアに依存する側面を制御することができます。

注意: インテルが提供している HAL デバイスドライバーをプログラムで使用し、JTAG UART ハードウェアに
アクセスしている場合、デバイスのレジスターに直接アクセスすると、ドライバーの正しい動作が妨げら
れます。

Nios II プロセッサーのユーザーに対して、HAL システム・ライブラリーの API は、JTAG UART コアの
機能への完全なアクセスを提供します。Nios II のプログラムは、JTAG UART コアをキャラクター・モー
ドのデバイスとして扱い、ANSI C 標準ライブラリー関数の getchar()、printf() などを使用して
データを送受信します。

次の「文字を stdout として JTAG UART コアに出力」の例は、printf() を使用して stdoutにメ
ッセージを出力する も簡単な使用法を示しています。この例では、プラットフォーム・デザイナー・シス
テムに JTAG UART コアが含まれており、HAL システム・ライブラリーはこの JTAG UART デバイスを
stdoutに使用するようにコンフィグレーションされています。

表 99. 例: 文字を stdout として JTAG UART コアに出力

#include <stdio.h>
int main ()
{
printf("Hello world.\n");
return 0;
}

次の JTAG UART コアへの文字の送信の例では、C 標準ライブラリーを使用して JTAG UART コアか
ら文字を読み出し、JTAG UART コアにメッセージを送信しています。この例では、プラットフォーム・デ
ザイナー・ システムに jtag_uartと名付けられている JTAG UART コアが含まれています。これは
必ずしも stdoutデバイスとしてコンフィグレーションされるわけではありません。この場合、プログラ
ムはデバイスを HAL ファイルシステム内の他のノードと同様に扱います。

表 100. 例: JTAG UART コアへの文字の送信

/* A simple program that recognizes the characters 't' and 'v' */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
char* msg = "Detected the character 't'.\n";
FILE* fp;
char prompt = 0;
fp = fopen ("/dev/jtag_uart", "r+"); //Open file for reading and writing
if (fp)
{
while (prompt != 'v')
{ // Loop until we receive a 'v'.
prompt = getc(fp); // Get a character from the JTAG UART.
if (prompt == 't')
{ // Print a message if character is 't'.
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fwrite (msg, strlen (msg), 1, fp);
}
if (ferror(fp)) // Check if an error occurred with the file
clearerr(fp); // If so, clear it.
}
fprintf(fp, "Closing the JTAG UART file handle.\n");
fclose (fp);
}
return 0;
}

この例では、ferror(fp) を使用し、JTAG UART 接続で JTAG 接続の切断などのエラーが発生して
いないかを確認します。この場合、ドライバーは JTAG 接続の切断を検出し、エラー (EIO) を報告後、
後続のトランザクションのデータを破棄します。このエラーが発生した場合は、clearerr() 関数で
明示的にそれをクリアするまで、C ライブラリーは値をラッチします。

HAL システム・ライブラリーの詳細に関しては、NiosII Software Developer's Handbook を参照し
てください。

Nios II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) では、JTAG UART コアを使用する多数のソフトウェ
ア・デザイン例を提供しています。

関連情報
Nios II Software Developer's Handbook

12.4.1.1. ドライバーのオプション: 高速実装と小型実装

さまざまなタイプのシステムの要件に対応するため、JTAG UART ドライバーには高速バージョンと小型
バージョンの 2 つのバリエーションがあります。高速の動作がデフォルトで使用されます。高速ドライバ
ーと小型ドライバーはどちらも、C 標準ライブラリー関数と HAL API を完全にサポートします。

高速ドライバーは割り込み駆動型の実装で、デバイスがデータを送受信する準備ができていない場合に
プロセッサーで他のタスクを実行することができます。JTAG UART のデータレートはプロセッサーに比
べて低速であるため、高速ドライバーにより、暫定的に他のタスクを実行することができるシステムに大
きなパフォーマンス上の利点をもたらすことができます。さらに、インテル FPGA Avalon JTAG UART
の高速バージョンは、ホストへの接続を監視します。ドライバーは、ホストが接続されていない場合、もし
くはホストが I/O ストリームを処理するアプリケーションを実行していない場合に、文字を破棄します。

小型ドライバーはポーリング型の実装で、JTAG UART ハードウェアを待機してから各文字を送受信し
ます。大量のデータを送信する場合、小型ドライバーのパフォーマンスは低下します。小型バージョンは、
ホストが常に接続されていることを前提としており、文字を破棄することはありません。よって、プログラ
ムがデータを送信または受信している際に JTAG UART ハードウェアがホストから切断されると、小型
ドライバーではシステムがハングします。フットプリントの小さいドライバーを有効にするには、次の 2
つの方法があります。

• HAL システム・ライブラリー・プロジェクトの小さなフットプリントの設定を有効にします。このオプ
ションは、システム内のすべてのデバイスのデバイスドライバーに影響します。

• プリプロセッサー・オプションの-DALTERA_AVALON_JTAG_UART_SMALLを指定します。こ
のオプションは、小型でポーリング型の JTAG UART ドライバーの実装において、他のデバイスのド
ライバーに影響を与えないようにする場合に使用します。
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12.4.1.2. ioctl() の操作

JTAG UART ドライバーの高速バージョンは、ioctl() 関数をサポートするため、HAL ベースのプロ
グラムでデバイス固有の操作を要求することができます。具体的には、ioctl() 操作を使用してタイ
ムアウト周期を制御したり、ホストが接続されているかを検出することができます。高速ドライバーは、次
に示されている ioctl() の操作を定義します。

表 101. 高速ドライバー専用の JTAG UART ioctl() 操作

要求 意味

TIOCSTIMEOUT タイムアウト (秒単位) を設定します。これが経過すると、ドライバーはホストが接続されていないと判断します。タ
イムアウトが 0 の場合、ターゲットはホストが常に接続されているとみなします。渡される ioctl arg パラメータ
ーは、整数へのポインターにする必要があります。

TIOCGCONNECTED 整数の arg パラメーターをホストが接続されているかを示す値に設定します。ホストが接続されており端末として機
能している場合は 1、接続されていない場合は 0 です。渡される ioctl arg パラメーターは、整数へのポインター
にする必要があります。

ioctl() 関数の詳細に関しては、Nios II Software Developer's Handbook を参照してください。

関連情報
Nios II Software Developer's Handbook

12.4.2. ソフトウェア・ファイル

JTAG UART コアには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハードウェア
への下位インターフェイスを定義し、HAL ドライバーを提供します。アプリケーション開発者がこのファ
イルを変更することは推奨されません。

• altera_avalon_jtag_uart_regs.h - このファイルはコアのレジスターマップを定義
し、下位のハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。このファイルの記号は、デバイ
スドライバーの機能によってのみ使用されます。

• altera_avalon_jtag_uart.h、altera_avalon_jtag_uart_init.c、
altera_avalon_jtag_uart_fd.c、altera_avalon_jtag_uart_ioctl.c、
altera_avalon_jtag_uart_read.c、altera_avalon_jtag_uart_write.c
— これらのファイルは、HAL システム・ライブラリー・デバイス・ドライバーを実装しています。

12.4.3. ホスト PC を介した JTAG UART コアへのアクセス

PC が JTAG UART コアにアクセスするには、ホスト・ソフトウェアが必要です。Nios II IDE は JTAG
UART コアをサポートし、コンソールウィンドウに文字の I/O を表示します。インテルでは、nios2-
terminal と呼ばれるコマンドライン・ユーティリティーも提供しています。これにより、JTAG UART コ
アとのターミナルセッションを開きます。

詳細は、Nios II Software Developer's Handbook および Nios II IDE のオンラインヘルプを参照
してください。

関連情報
Nios II Software Developer's Handbook
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12.4.4. レジスターマップ

HAL API を使用しているプログラマーは、レジスターを介して JTAG UART コアに直接アクセスするこ
とはありません。レジスターマップは通常、コアのデバイスドライバーを作成するプログラマーにのみ有
用です。

注意: インテルで提供している HAL デバイスドライバーは、デバイスのレジスターに直接アクセスします。デバ
イスドライバーを作成しており、HAL ドライバーが同じデバイスに対してアクティブな場合は、ドライバ
ーが競合し、作成したドライバーは正しく動作しません。

次の表は、JTAG UART コアのレジスターマップを表しています。デバイスドライバーは、2 つの 32 ビッ
トのメモリーマッピングされたレジスターを介してコアを制御し、コアと通信します。

表 102. JTAG UART コアのレジスターマップ

オフセ
ット

レジス
ター名

R/
W

ビットの説明

31 .. 16 15 14 .. 11 10 9 8 7 .. 2 1 0

0 data RW RAVAIL RVA
LID

予約済み DATA

1 cont
rol

RW WSPACE 予約済み AC WI RI 予約済み WE RE

注意: 予約済みフィールド - 読み出し値は未定義です。0 を書き込みます。

12.4.4.1. Data レジスター

組み込みソフトウェアは、dataレジスターを介して読み出し FIFO と書き込み FIFO にアクセスしま
す。次の表は、各ビットの機能を示しています。

表 103. data レジスターのビット

ビット 名称 アクセス 説明

[7:0] DATA R/W JTAG コアとの間で転送される値です。書き込みの場合、DATAフィールドは、書
き込み FIFO に書き込まれる文字を保持します。読み出しの場合、DATAフィー
ルドは、読み出し FIFO から読み出される文字を保持します。

[15] RVALID R DATAフィールドが有効かを示します。RVALID=1 の場合、DATAフィールドは
有効です。それ以外の場合は、DATAは未定義です。

[32:16] RAVAIL R 現在の読み出し後に読み出し FIFO に残っている文字数です。

dataレジスターからの読み出しでは、FIFO から 初の文字が DATAフィールドで返されます (利用
可能な場合)。読み出しではまた、FIFO に残っている文字数に関する情報が RAVAILフィールドで返さ
れます。dataレジスターへの書き込みでは、DATAフィールドの値を書き込み FIFO に格納します。書
き込み FIFO がフルの場合、文字は損失します。

12.4.4.2. Control レジスター

組み込みソフトウェアは、controlレジスターを介して JTAG UART コアの割り込み生成を制御し、
ステータス情報を読み取ります。次の Control レジスターのビットの表は、各ビットの機能を説明してい
ます。
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表 104. Control レジスターのビット

ビット 名称 アクセス 説明

0 RE R/W 読み出し割り込みの割り込みイネーブルビット。

1 WE R/W 書き込み割り込みの割り込みイネーブルビット。

8 RI R 読み出し割り込みが保留中であることを示します。

9 WI R 書き込み割り込みが保留中であることを示します。

10 AC R/C ビットがクリアされてから JTAG のアクティビティーがあったことを示しま
す。ACに 1 を書き込むと、0 にクリアされます。

[32:16] WSPACE R 書き込み FIFO で利用可能なスペースの数。

controlレジスターからの読み出しでは、読み出し FIFO と書き込み FIFO のステータスが返されま
す。レジスターへの書き込みを使用し、割り込みを有効/無効にする、もしくは ACビットをクリアします。

REおよび WEビットはそれぞれ、読み出し FIFO と書き込み FIFO の割り込みを有効にします。WIおよ
び RIビットは、割り込みイネーブルビット (WEおよび RE) の値で修飾されている割り込みソースのス
テータスを示します。組み込みソフトウェアで RIおよび WIを確認し、IRQ が生成された条件を特定す
ることができます。詳細は、割り込み動作のセクションを参照してください。

AC ビットは、ホスト PC 上のアプリケーションが JTAG インターフェイスを介して JTAG UART コアを
ポーリングしたことを示します。設定されると、ACビットは、Avalon インターフェイスを介して明示的に
クリアされるまで設定された状態になります。ACに 1 を書き込むことによりクリアされます。組み込みソ
フトウェアでは、ACビットを確認し、ホスト PC への接続が存在するかを特定することができます。接続
が存在しない場合、ソフトウェアでは、JTAG データストリームを無視することを選択することができま
す。転送するデータがホスト PC にない場合は、1 秒に 1 回のあまり多くない頻度で JTAG UART コア
をポーリングすることを選択できます。JTAG ダウンロード・ケーブルを使用している他のホスト・ソフト
ウェアによって引き起こされる遅延は、ポーリング間に 大 10 秒の遅延を引き起こす可能性がありま
す。

12.4.5. 割り込み動作

JTAG UART コアは、それぞれの割り込み条件のいずれかが保留中で有効になっている場合に割り込み
を生成します。

割り込み動作は、デバイスドライバーのプログラマーがホスト PC への帯域幅のパフォーマンスを懸念し
ている場合に重要です。Nios II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) で提供されるデザイン例と
JTAG ターミナルプログラムは、 適な割り込み動作で事前にコンフィグレーションされています。

JTAG UART コアには、書き込み割り込みと読み出し割り込みの 2 種類の割り込みがあります。
controlレジスターの WE ビットと RE ビットは、割り込みを有効/無効にします。

コアでは、書き込み FIFO が空に近い状態になると、書き込み割り込みをアサートすることができます。
空に近い状態を示すしきい値の write_thresholdは、システム生成時に指定され、組み込みソフ
トウェアで変更することはできません。書き込み割り込み条件は、書き込み FIFO の文字が
write_threshold以下になると設定されます。割り込みは、書き込み FIFO に文字を書き込み、書
き込み FIFO が write_thresholdを上回るとクリアされます。組み込みソフトウェアでは、書き込
み FIFO を満たした後にのみ書き込み割り込みを有効にする必要があります。送信する文字が残ってい
ない場合は、組み込みソフトウェアで書き込み割り込みを無効にする必要があります。
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コアでは、読み出し FIFO がフルに近い状態になると、読み出し割り込みをアサートすることができま
す。フルに近い状態を示すしきい値の read_thresholdは、システム生成時に指定され、組み込み
ソフトウェアで変更することはできません。読み出し割り込み条件は、読み出し FIFO のスペースが
read_threshold以下になると設定されます。また、読み出し割り込み条件は、読み出し FIFO に少
なくとも 1 文字があり、それ以上の文字が予期されない場合にも設定されます。読み出し割り込みは、読
み出し FIFO から文字を読み出すことによってクリアされます。

適なパフォーマンスを実現するには、割り込みのしきい値が組み込みソフトウェアの割り込み応答時
間に一致している必要があります。例えば、10MHz の JTAG クロックでは、新しい文字はホスト PC に
よって 1µs ごとに提供 (または消費) されます。しきい値が 8 の場合、割り込み応答時間は 8µs 未満で
ある必要があります。割り込み応答時間が長すぎると、パフォーマンスが低下します。短すぎると、割り込
みが頻繁に発生します。

Nios II プロセッサー・システムでは、読み出しと書き込みのしきい値の 8 が適切なデフォルトです。

12.5. JTAG UART コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 • 次のセクションを削除しました。
— Simulation Settings
— Hardware Simulation Considerations

• 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。

この章の以前のバージョンについては、Intel Quartus Prime Handbook Archive を参照してくださ
い。
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13.  インテル FPGA Avalon Mailbox コア

13.1. コアの概要

マルチプロセッサーのデザインでは、それぞれのプロセッサーを特定のタスクの実行に専用にしている
場合があります。それぞれのプロセッサーのタスクが相互に依存する場合、プロセッサー間の通信は重
要です。プロセッサー間の通信により、データの受け渡しまたはタスク制御の調整を行うことで、特定の
機能を実行している場合があります。

インテル FPGA Avalon Mailbox コンポーネントは、プロセッサー間の通信の媒体を提供します。この
コンポーネントは、送信プロセッサーと受信プロセッサー間の「メッセージ」の受け渡し地点を提供しま
す。受信プロセッサーは、メッセージが到着すると通知を受け取ります。通知は、受信プロセッサーに発
行される割り込みの形式にすることが可能です。もしくは、受信プロセッサーで新しいメッセージに対し
てポーリングを続けることもできます。

3 つ以上のプロセッサーで「メッセージ」の受け渡しが必要な場合は、2 つのプロセッサー間で複数の
Mailbox をインスタンス化することができます。インテル FPGA Avalon Mailbox はそれぞれ、一方向
のメッセージの受け渡しに対応します。

13.2. 機能の説明

インテル FPGA Avalon Mailbox は、プロセッサー間のメッセージの受け渡しに Command レジスタ
ー (0x0) と Pointer レジスター (0x1) の 2 つの 32 ビット・レジスターを提供します。メッセージ送信
側のプロセッサーとメッセージ受信側のプロセッサーには、Mailbox コンポーネントへの個別の
Avalon Memory Mapped (Avalon-MM) インターフェイスがあります。送信側のプロセッサーが
Command レジスターに書き込むと、Mailbox 内の保留中のメッセージが示され、受信側のプロセッサ
ーに割り込みが発行されます。受信側のプロセッサーが読み出しトランザクションを介してメッセージを
取得すると、メッセージは消費され、Mailbox は空になります。Status レジスター (0x2) を使用し、
Mailbox がフルの状態か空の状態かを示します。

メッセージを受信する、もしくは送信側のインターフェイスとして識別される Mailbox Avalon-MM イ
ンターフェイスは、Mailbox に保留中のメッセージがある場合、送信元にバックプレッシャーを行いま
す。これにより、Mailbox に渡されるすべてのメッセージが上書きされないようにしています。メッセージ
が到着すると、受信側のプロセッサーは Mailbox からレベル割り込みを受信します。割り込みは、単一の
メッセージが受信側のプロセッサーの Avalon-MM インターフェイスを介して Mailbox から取得され
るまで High に保持されます。

さらに、Interrupt Masking Register (0x3) を Avalon-MM インターフェイスによって書き込み、専
用の割り込み出力をマスクすることが可能です。例えば、受信側のインターフェイスでマスクビットを設
定し、Mailbox によって生成される Message Pending Interrupt をマスクすることができます。また、
送信側のインターフェイスでは、マスクビットを設定して Message Space Interrupt 出力をマスクす
ることができます。
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図 -42: インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) のブロック図

Status Register 0x2

Pointer Register 0x1

Command Register 0x0

AvMM 1 AvMM 2

IRQ space = !(full bit)

IRQ_msg = pending bit

Individual Function Individual Function

Mailbox は単一のソースによってクロックが提供されます。両方の Avalon-MM スレーブ・インターフェ
イスには、Full ビットと Message Pending ビットを設定およびクリアする個別の機能があります。送信
側プロセッサーの Avalon-MM スレーブは Status ビットの設定のみを行い、受信側プロセッサーの
Avalon-MM スレーブでは Status ビットのクリアのみを行います。

割り込みは、Status レジスターのビットから派生します。また、Mailbox 内のメッセージが読み出される
まで High に維持されます。

13.2.1. メッセージの送信および取得プロセス

次に、インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) コンポーネントを介してメッセージを送受信するた
めに必要な手順を示します。

1. メッセージを送信するプロセスまたはマスターでは、アドレスオフセット 0x1 の Mailbox の
Pointer レジスターに書き込み、その後アドレスオフセット 0x0 の Command レジスターにのみ
書き込みを行います。Command レジスターへの書き込みは、Mailbox へのメッセージの移動が
完了したことを示します。

2. Mailbox に保留中のメッセージがある場合は、メッセージを受信するプロセッサーにレベル割り込
み信号が発行されます。オプションの選択として、受信側のプロセッサーでは、割り込み信号が使用
されていない場合に、アドレスオフセット 0x2 の Status レジスターをポーリングし、メッセージが
到着しているかを判断することが可能です。

3. メッセージを受信するプロセスまたはマスターでは、接続されている Avalon-MM インターフェイ
スを介して Mailbox の Pointer レジスターを読み出し、その後 Command レジスターを読み出し
ます。Command レジスターを読み出すと、メッセージは配信されたとみなされます。また、
Mailbox は空になります。

13.2.2. コンポーネントのレジスターマップ

次の表は、Mailbox のレジスターマップを表しています。このレジスターマップは、各プロセッサーによ
ってそれぞれの Avalon-MM インターフェイスから監視されます。
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表 105. Mailbox のレジスターマップ

ワード・アドレス・オフセット レジスター/キューの名称 幅
属性

送信側 受信側

0x0 Command レジスター 32 ビット R/W RO

0x1 Pointer レジスター 32 ビット R/W RO

0x2 Status レジスター 32 ビット RO RO

0x3 Interrupt Masking レジ
スター

32 ビット

R
送信側は、Message

Space Interrupt Mask
ビットにのみ書き込むこと

ができます。

R
受信側は、Message

Pending Interrupt ビッ
トにのみ書き込むことがで

きます。

13.2.2.1. Command レジスター

Command レジスターは 32 ビットのレジスターで、プロセッサー間で受け渡しされるユーザー定義の
コマンドを含みます。このレジスターは、Avalon-MM スレーブ (送信側) を介して読み出し/書き込みが
可能です。ただし、Avalon-MM スレーブ (受信側) インターフェイスでは、読み出しのみが可能です。

13.2.2.2. Pointer レジスター

Mailbox を介して大容量のデータを受け渡す代わりに、Pointer レジスターが導入されています。
Pointer レジスターには、メッセージのペイロードへの 32 ビット・アドレスが含まれます。ペイロードは、
受信側のプロセッサーに渡されてさらに処理されるローデータなどです。ただし、メッセージには処理を
行うペイロードまたはデータが含まれない場合があります。メッセージの受け渡しには、Pointer への書
き込みが必要ない場合があります。

このレジスターは、Avalon-MM スレーブ (送信側) を介して読み出し/書き込みが可能です。ただし、
Avalon-MM スレーブ (受信側) インターフェイスでは、読み出しのみが可能です。

13.2.2.3. Status レジスター

Status レジスターは、Mailbox がフルの状態か空の状態かを示します。また、Mailbox には一度に 1
つのメッセージしか含むことができないため、Full ビットのステータスでは、Mailbox に保留中のメッセ
ージがあるか否かが示されます。このレジスターは、両方の Avalon-MM スレーブ・インターフェイスに
おいて読み出し専用です。

表 106. Status レジスターのフィールド

ビットフィールド

31 ... ... ... ... ... 2 1 0

予約済み Mailbox Full Message
Pending
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表 107. Mailbox の Status レジスターの説明

フィールド名 説明 リセット値

Message Pending 値「0」は、Mailbox にメッセージがないことを
示します。値「1」は、Mailbox に取得待ちのメッ
セージがあることを示します。

0

Mailbox Full 値「1」は、Mailbox がフルであることを示しま
す。値「0」は、到着するメッセージに使用できる
スペースが Mailbox にあることを示します。

0

Reserved - 0

13.2.2.4. Interrupt Masking レジスター

Interrupt Masking レジスターは、Message Pending Interrupt と Message Space Interrupt
にマスクビットを提供します。このレジスターには、送信側と受信側の両方の Avalon-MM スレーブ・イ
ンターフェイスでアクセスすることが可能です。ただし、編集可能なビットは、対応する割り込みにのみ適
用されます。つまり、送信側の Avalon-MM スレーブでは Message Space Interrupt のマスクビット
のみを変更でき、受信側の Avalon-MM スレーブでは Message Pending Interrupt のマスクビット
のみを変更することができます。レジスター全体の読み出しアクセスは、両方の Avalon-MM スレーブ・
インターフェイスで可能です。

表 108. Interrupt Masking レジスターのフィールド

ビットフィールド

31 ... ... ... ... ... 2 1 0

予約済み Message
Space Mask

Message
Pending Mask

表 109. Interrupt Masking レジスターの説明

フィールド名 説明 リセット値

Message Pending Mask 値「0」では、Message Pending Interrupt 出
力をマスクします。値「1」は、トリガー時に
Message Pending Interrupt を有効にしま
す。

0

Mailbox Space Mask 値「0」では、Message Space Interrupt 出力
をマスクします。値「1」は、トリガー時に
Message Space Interrupt を有効にします。

0

Reserved - 0

13.3. インターフェイス

13.3.1. コンポーネントのインターフェイス

インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) コンポーネントは、2 つの Avalon-MM スレーブ・インタ
ーフェイスで構成されます。このインターフェイスはそれぞれ、各プロセッサーに専用です。Mailbox はま
た、アクティブ High のレベル割り込み出力を提供します。これは、受信側プロセッサーへのメッセージ
到着通知として機能します。オプションで作成される二次 IRQ は、到着するメッセージに対して
Mailbox が利用可能かを示すメッセージ送信側への通知として機能します。
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インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) のクロックドメインは 1 つのみであり、1 つの関連するリ
セット・インターフェイスを備えます。2 つのプロセッサー間の異なるクロックドメイン要件は、プラットフ
ォーム・デザイナー・ファブリックを介して処理されます。次の表に、コンポーネントのインターフェイスの
動作を示します。

表 110. コンポーネントのインターフェイスの動作

インターフェイス・ポート 説明 詳細

Avalon MM Slave (送信側) メッセージ送信側のプロセッサーの Avalon-
MM スレーブ・インターフェイス

このインターフェイスでは、Mailbox がすでに
フルの状態の場合に待機要求信号を適用し、
Avalon-MM マスターにバックプレッシャーを
行います。

Avalon MM Slave (受信側) メッセージ受信側のプロセッサーの Avalon-
MM スレーブ・インターフェイス

このインターフェイスは、readWaitTime=1
の読み出し機能のみを備えます。

Clock コンポーネントのクロック入力 Cyclone IV デバイスでは 400MHz まで、
StratixIV デバイスでは 600MHz までの 大
周波数をサポートします。

Reset_n アクティブ Low のリセット入力 非同期のリセットのアサートをサポートします。
リセットのデアサートは、入力クロックに同期
している必要があります。

IRQ_msg メッセージの到着時にメッセージ受信側のプ
ロセッサーに出力される Message Pending
Interrupt。この信号は、メッセージが取得され
るまで High に維持されます。

割り込みのアサートとデアサートは入力クロッ
クに同期しています。

IRQ_space 着信するメッセージに対して Mailbox にスペ
ースがある場合にメッセージの送信側のプロ
セッサーに出力される Message Space
Interrupt。この信号は、Mailbox がフルの状
態である限り High にアサートされます。

割り込みのアサートとデアサートは入力クロッ
クに同期しています。この割り込みポートのト
ップレベルへの接続は、
MSG_SPACE_NOTIFYのコンフィグレーシ
ョン・パラメーターによって異なります。

13.3.2. コンポーネントのパラメーター化

表 111. インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) TCL コンポーネントのコンフィグレーション・パラメ
ーター

パラメーター名 説明 デフォルト値 可能な範囲

MSG_SPACE_NOTIFY ブール値「true」は、メッセージの送信側プロ
セッサーへの割り込み出力を有効にし、到着す
るメッセージに使用できるスペースがあるこ
とを示します。

0 0、1

MSG_ARRIVAL_NOTIFY ブール値「true」は、メッセージ受信側のプロ
セッサーへの割り込み出力を有効にし、取得
待ちのメッセージがあることを示します。

1 0、1
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13.4. HAL ドライバー

このセクションでは、インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) ソフト IP コアの HAL ドライバーに
ついて説明します。インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) コンポーネントは、プロセッサー間の
通信の媒体を提供します。このコンポーネントは、送信側のプロセッサーと受信側のプロセッサー間のメ
ッセージ受け渡しパスを提供します。受信側のプロセッサーは、メッセージが到着すると割り込みを介し
て通知を受け取ります。ポーリングモードの場合は、ドライバーで Status レジスターをポーリングしま
す。インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) は、プロセッサー間のメッセージの受け渡しに、
Command (0x0)、Pointer (0x4)、Status (0x8) の 3 つの 32 ビット・レジスターを提供します。

ドライバーコードは次の位置にあります。

/acds/main/ip/altera/altera_avalon_mailbox/hal/src/
altera_avalon_mailbox_simple.c

/acds/main/ip/altera/altera_avalon_mailbox/hal/inc/
altera_avalon_mailbox_simple.h

/acds/main/ip/altera/altera_avalon_mailbox/inc/
altera_avalon_mailbox_simple_regs.h

/acds/main/ip/altera/altera_avalon_mailbox/
altera_avalon_mailbox_simple_sw.tcl

13.4.1. 機能の説明

Mailbox ドライバーのメッセージ配信は、プラットフォーム・デザイナーの送信側のプロセッサー、受信
側のプロセッサー、および Mailbox のデザインがどのように相互接続されるかによって異なります。
Mailbox ドライバーは、ターゲット・プロセッサーにメッセージを送信し、受信側のプロセッサーでメッセ
ージを取得する機能を提供します。割り込みモードが使用されている場合、ドライバーには割り込みサー
ビスルーチンが含まれます。

13.4.1.1. コンポーネントのコンフィグレーション

13.4.1.1.1. 割り込みモード

次の図は、インテル FPGA Avalon Mailbox (simple) を割り込みモードで使用しているデザインの例
です。送信側の CPU (1) は、受信側の CPU (2) へのメッセージの転送を開始します。これは、Mailbox
1 を介して Command レジスターにコマンドデータを書き込むことで行います。Command レジスタ
ーは、Message Pending Interrupt を受信側に送信します。Message Pending Interrupt は受信
側の CPU (2) の IRQ に接続され、メッセージが到着していることを通知します。Mailbox 1 の
Command レジスターが読み出されると、Message Pending Interrupt はクリアされ、メッセージが
処理されます。送信側の CPU (1) では、メッセージが読み出されると、Message Sender Interrupt
にフラグが付けられ、Mailbox 1 で別のメッセージを送信できることが通知されます。
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図 -43: 割り込みモードを使用している双方向インテル FPGA Avalon Mailbox システムの例
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13.4.1.1.2. ポーリングモード

ポーリングモードでは、メッセージが到着しているか、もしくは送信するスペースがあるかを Mailbox の
Status レジスターで常に確認します。ドライバーの API 関数にはタイムアウト・パラメーターが含まれ
ており、読み出しまたは送信操作を特定の期間内に完了する必要があるかを指定することができます。

13.4.1.2. ドライバーの実装

割り込みが送信側または受信側のコールバックとともにサポートされている場合、開いている Mailbox
インスタンスは、送信側もしくは受信側の割り込みサービスルーチン (ISR) を登録します。Mailbox 割
り込みが無効になっている場合は、ISR は登録されず、ポーリングモードを使用する必要があります。
Mailbox ドライバーは、使用していない場合に閉じる必要があります。

表 112. Mailbox の API

関数名 説明

altera_avalon_mailbox_send Mailbox にメッセージを送信します。

altera_avalon_mailbox_status Mailbox の現在の状態を照会します。

altera_avalon_mailbox_retrieve_poll Mailbox の Pointer レジスターから読み出し、メッセージを取得します。

altera_avalon_mailbox_open Mailbox へのハンドルを要求し、他のすべての関数が Mailbox コアに
アクセスできるようにします。

altera_avalon_mailbox_close Mailbox へのハンドルを閉じます。

表 113. altera_avalon_mailbox_open

プロトタイプ altera_avalon_mailbox_dev* altera_avalon_mailbox_open (const char* name, altera_mailbox_tx_cb
tx_callback, altera_mailbox_rx_cb rx_callback)

インクルード <altera_avalon_mailbox_simple.h>

パラメーター name — 開く Mailbox デバイス名。
tx_callback – コールバック関数を提供するユーザーで、メッセージの送信が完了した際に通知を行います。
rx_callback – コールバック関数を提供するユーザーで、メッセージを受信した際に通知を行います。

戻り値 Mailbox へのポインター

説明 altera_avalon_mailbox_open() は、Mailbox デバイスポインターを検索して登録します。この関数はまた、割り込み
が有効な Mailbox の割り込みハンドラーとユーザー・コールバック関数を登録します。
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表 114. altera_avalon_mailbox_close

プロトタイプ void altera_avalon_mailbox_close (altera_avalon_mailbox_dev* dev);

インクルード <altera_avalon_mailbox_simple.h>

パラメーター dev — 閉じる Mailbox。

戻り値 Null

説明 alt_avalon_mailbox_close() は、Mailbox を閉じ、割り込みハンドラーとコールバック関数の登録を解除して、
Mailbox 割り込みをマスクします。

表 115. altera_avalon_mailbox_send

プロトタイプ int altera_avalon_mailbox_send (altera_avalon_mailbox_dev* dev, void* message, int timeout,
EventType event)

インクルード <altera_avalon_mailbox_simple.h>

パラメーター *message – メッセージのコマンドとポインター構造へのポインター。
timeout – メッセージを送信する前のループ数を指定します。「0」の値を指定すると、メッセージが転送されるまで待機
します。
EventType – 「POLL」または「ISR」を設定します。

戻り値 成功した場合は 0 を返し、失敗した場合は 1 を返します。

説明 altera_avalon_mailbox_send () は、Mailbox にメッセージを送信します。これは、送信側の割り込みが無効になって
いる場合はブロッキング関数です。
割り込みが有効になっている場合、この関数はノンブロッキングです。

表 116. altera_avalon_mailbox_retrieve_poll

プロトタイプ int altera_avalon_mailbox_retrieve_poll (altera_avalon_mailbox_dev* dev,alt_u32* msg_ptr, alt_u32
timeout)

インクルード <altera_avalon_mailbox_simple.h>

パラメーター dev - メッセージが読み出される Mailbox デバイス。
timeout – メッセージを送信する前のループ数を指定します。「0」の値を指定すると、メッセージが取得されるまで待機
します。
msg_ptr – コマンドとメッセージのポインターに対する 2 つの Dword の配列へのポインターです。このポインターに
は、成功した場合は受信メッセージが、エラーの場合は NULL が含まれます。

戻り値 メッセージへのポインターとコマンドを返します。タイムアウトした場合は、メッセージで「NULL」を返します。これはブロ
ッキング関数です。

説明 altera_avalon_mailbox_retrieve_poll () は、Mailbox 構造へのメッセージのポインターとコマンドを Mailbox か
ら読み出し、コールバックを介して通知します。

表 117. altera_avalon_mailbox_status

プロトタイプ alt_u32 altera_avalon_mailbox_status (altera_avalon_mailbox_dev* dev)

インクルード <altera_avalon_mailbox_simple.h>

パラメーター dev -ステータスが読み出される Mailbox デバイス

戻り値 受信 Mailbox の場合
- 0 は、保留中のメッセージがないことを示します。
- 1 は、メッセージが保留されていることを示します。
送信 Mailbox の場合
- 0 は、Mailbox が空であることを示します (送信準備が完了している)

continued...   
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- 1 は、Mailbox がフルであることを示します (送信準備が完了していない)

説明 Mailbox が転送に対してフルの状態であるか空の状態であるかを送信側に示します。
Mailbox に保留中のメッセージがあるかを受信側に示します。

例-6: デバイスの構造

// Callback routine type definition
typedef void(*altera_mailbox_rx_cb)(void *message);
typedefvoid (*altera_mailbox_tx_cb)(void *message,int status);

typedef enum mbox_type { MBOX_TX = 0,MBOX_RX } MboxType;
typedef enum event_type { ISR = 0, POLL } EventType;

typedef struct altera_avalon_mailbox_dev
{    
    alt_dev                 dev;                  
    /* Device linke-list entry */
    
    alt_u32                 base;                 
    /* Base address of Mailbox */
    
    alt_u32                 mailbox_irq;          
    /* Mailbox IRQ */
    
    alt_u32                 mailbox_intr_ctrl_id; 
    /* Mailbox IRQ ID */  
  
    altera_mailbox_tx_cb    tx_cb;                
    /* Callback routine pointer */ 
   
    altera_mailbox_rx_cb    rx_cb;                
    /* Callback routine pointer */   
 
    MboxType                mbox_type;            
    /* Mailbox direction */  
  
    alt_u32*                mbox_msg;             
    /* a pointer to message array to be received or sent */
    
    alt_u8                  lock;                 
    /* Token to indicate mbox_msg already taken */ 
   
    ALT_SEM                 (write_lock)          
    /* Semaphore used to control access to the write in multi-threaded mode */
} 
altera_avalon_mailbox_dev;

13.4.1.3. サンプルドライバー

次の図は、Mailbox への書き込みを表しています。この例では、ハードウェア・システムに 2 つのプロセッ
サーがあり、Mailbox を介して通信していると仮定します。システムには 2 つの Mailbox コアが含ま
れ、プロセッサー間の双方向の通信を提供しています。

例-7: Mailbox を使用してメッセージを送信する送信側のプロセッサー

#include <stdio.h>
#include "altera_avalon_mailbox_simple.h"
#include "altera_avalon_mailbox_simple_regs.h"
#include "system.h"

/* example callback function from users*/
void tx_cb (void* report, int status) {  
    if (!status) {    
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       printf (“Transfer done”);  
    } else {    
       printf (“error in transfer”);  
    }

int main_sender()
{
alt_u32 message[2] = {0x00001111, 0xaa55aa55};
int timeout     = 50000;
alt_u32 status;
alt_avalon_mailbox_simple_dev* mailbox_sender; 

/* Open mailbox on sender processor */
mailbox_sender = alt_avalon_mailbox_open("/dev/mailbox_simple_0", tx_cb, 
NULL);   

    if (!mailbox_sender){        
        printf ("FAIL: Unable to open mailbox_simple");         
        return 1;    
        } 

    /* Send a message to the other processor using interrupt */
    altera_avalon_mailbox_send (mailbox_sender, message, 0, ISR);

    /* Using polling method to send a message, with infinite timeout */  
        timeout = 0;  
        status = altera_avalon_mailbox_send (mailbox_sender, message, timeout, 
POLL);

        if (status) {    
            printf (“error in transfer”);  
        } else {    
            printf (“Transfer done”);  
        }

    /* Closing mailbox device and de-registering interrupt handler and callback 
*/  
    altera_avalon_mailbox_close (mailbox_sender);  
    return 0;
    }

例-8: メッセージを待機している受信側のプロセッサー

#include <stdio.h>
#include "altera_avalon_mailbox_simple.h"
#include "altera_avalon_mailbox_simple_regs.h"
#include "system.h"

void rx_cb (void* message) {  
    /* Get message read from mailbox */  
    alt_u32* data = alt_u32* message;  
    if (message!= NULL) {    
        printf (“Message received”);  
    } else {    
      printf (“Incomplete receive”);  
    }

int main_receiver()
{
alt_u32* message[2];
int timeout     = 50000;
alt_avalon_mailbox_simple_dev* mailbox_rcv;

    /* This example is running on receiver processor */  
    mailbox_rcv = alt_avalon_mailbox_open("/dev/mailbox_simple_1", NULL, 
rx_cb);  
    if (!mailbox_rcv){    
        printf ("FAIL: Unable to open mailbox_simple");    
        return 1;  
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    } 

    /* For interrupt disable system */  
    altera_avalon_mailbox_retrieve_poll (mailbox_rcv,message, timeout)  
    
    if (message == NULL)
    printf (“Receive Error”); 
    else 
    printf (“Message received with Command 0x%x and Message 0x%x\n”, 
message[0], message[1]);  
    

altera_avalon_mailbox_close (mailbox_rcv);
return 0;
}

13.5.  インテル FPGA Avalon Mailbox コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 • Mailbox のレジスターマップの表にレジスターの幅を追加しました。
• HAL ドライバーで、コードの位置を訂正しました。

日付 バージョン 変更内容

2015 年 11 月 2015.11.06 HAL ドライバーのセクションを追加しました。

2015 年 6 月 2015.06.12 初版

13.  インテル FPGA Avalon Mailbox コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

165

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


14.  インテル FPGA Avalon ミューテックス・コア

14.1. コアの概要

マルチプロセッサー環境でミューテックス・コアを Avalon インターフェイスとともに使用し、共有リソー
スへのアクセスを調整することができます。ミューテックス・コアは、共有リソースの相互排他的な所有権
を保証するプロトコルを提供します。

ミューテックス・コアは、ハードウェアベースのアトミック・テストアンドセット操作を提供し、マルチプロ
セッサー環境のソフトウェアがミューテックスを所有しているプロセッサーを特定できるようにします。
ミューテックス・コアを共有メモリーと組み合わせて使用すると、メールボックスやソフトウェア・ミュー
テックスなどの追加のプロセッサー間調整機能を実装することができます。

ミューテックス・コアは、Nios II プロセッサー・システムなどの Avalon ベースのプロセッサー・システム
で使用することを目的として設計されています。インテルでは、Nios II プロセッサーのデバイスドライバ
ーを提供し、ハードウェア・ミューテックスの使用を可能にしています。

14.2. 機能の説明

ミューテックス・コアは、シンプルな Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフェ
イスを備え、メモリーマッピングされた 2 つの 32 ビット・レジスターへのアクセスを提供します。

表 118. ミューテックス・コアのレジスターマップ

オフセット レジスター名 R/W ビットの説明

31 16 15 1 0

0 mutex RW OWNER VALUE

1 reset RW 予約済み RESET
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次に、ミューテックス・コアの基本的な動作を示します。この説明では、複数のプロセッサーが単一のミュ
ーテックス・コアにアクセスしており、それぞれのプロセッサーには固有の識別子 (ID) があると仮定し
ています。

• VALUEフィールドが 0x0000の場合、ミューテックスはロック解除されており、利用可能です。そ
れ以外の場合は、ミューテックスはロックされており使用できません。

• mutexレジスターは常に読み取り可能です。プロセッサーなどの Avalon-MM マスター・ペリフェ
ラルでは、mutexレジスターを読み取り、現在の状態を特定することができます。

• mutexレジスターは、特定の条件下でのみ書き込みが可能です。書き込み操作では、次の条件の
いずれかまたは両方が当てはまる場合にのみ、mutexレジスターの値が変更されます。

— mutexレジスターの VALUEフィールドが 0 である

— mutexレジスターの OWNERフィールドが、書き込まれるデータの OWNERフィールドと一致
する

• プロセッサーは、所有する ID を OWNERフィールドに書き込み、0 以外の値を VALUEフィールド
に書き込むことによってミューテックスの取得を試みます。プロセッサーは次に、OWNERフィールド
を確認することにより、取得が成功したかを特定します。

• システムリセット後に、resetレジスターの RESETビットは High になります。これは、このビッ
トに 1 を書き込むことでクリアされます。

14.3. コンフィグレーション

MegaWizard™インターフェイスでは、次のオプションが提供されます。

• Initial Value - リセット後の VALUEフィールドの初期コンテンツです。Initial Value の設
定が 0 以外の場合は、Initial Owner を指定する必要があります。

• Initial Owner - リセット後の OWNERフィールドの初期コンテンツです。Initial Owner が
指定されている場合、この所有者はミューテックスを解放し、別の所有者がそれを取得できるよう
にする必要があります。

14.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、ミューテックス・コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明しま
す。Nios II プロセッサーのユーザーには、インテルでは、ミューテックス・コアのハードウェアにアクセス
するルーチンを提供しています。これらの機能はミューテックス・コアに固有であり、下位のハードウェア
を直接操作します。ミューテックス・コアには、HAL API または ANSI C 標準ライブラリーを介してアク
セスすることはできません。Nios II プロセッサー・システムでは、プロセッサーは所有する cpuidコン
トロール・レジスターの値を mutexレジスターの OWNER フィールドに書き込むことにより、ミューテ
ックスをロックします。

14.4.1. ソフトウェア・ファイル

インテルでは、ミューテックス・コアに付属する次のソフトウェア・ファイルを提供しています。
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• altera_avalon_mutex_regs.h — コアのレジスターマップを定義し、下位のハードウェ
アにアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_mutex.h — ミューテックス・コアのハードウェアにアクセスするためのデ
ータ構造と機能を定義します。

• altera_avalon_mutex.c — ミューテックス・コアにアクセスするための機能の実装が含ま
れます。

14.4.2. ハードウェア・アクセス・ルーチン

このセクションでは、ミューテックス・コアを操作するための下位のソフトウェア構造について説明しま
す。altera_avalon_mutex.hファイルでは、alt_mutex_dev構造を宣言します。これは、ミュ
ーテックス・デバイスのインスタンスを表すものです。また、次の表に記載されている、ミューテックス・ハ
ードウェア構造にアクセスするルーチンを宣言します。

表 119. ハードウェア・アクセス・ルーチン

関数名 説明

altera_avalon_mutex_open() ミューテックスへのハンドルを要求し、他のすべての関数がミューテック
ス・コアにアクセスできるようにします。

altera_avalon_mutex_trylock() ミューテックスのロックを試みます。ミューテックスのロックに失敗した
場合はすぐに返されます。

altera_avalon_mutex_lock() ミューテックスをロックします。ミューテックスの取得が成功するまで戻
りません。

altera_avalon_mutex_unlock() ミューテックスのロックを解除します。

altera_avalon_mutex_is_mine() この CPU がミューテックスを所有しているかを特定します。

altera_avalon_mutex_first_lock() リセット以降にこのミューテックスが解放されているかをテストします。

これらのルーチンでは、ハードウェア・ミューテックス・コアを使用してソフトウェア・ミューテックス構造
へのアクセスを調整します。各関数の完全な説明に関しては、ミューテックスの API のセクションを参
照してください。

次に示すコードは、ミューテックス・デバイスのハンドルを開き、ミューテックスをロックする方法を表し
ています。

#include <altera_avalon_mutex.h>

/* get the mutex device handle */
alt_mutex_dev* mutex = altera_avalon_mutex_open( “/dev/mutex” );

/* acquire the mutex, setting the value to one */
altera_avalon_mutex_lock( mutex, 1 );

/*
 * Access a shared resource here.
 */

/* release the lock */

altera_avalon_mutex_unlock( mutex );
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14.5. ミューテックスの API

このセクションでは、ミューテックス・コアのアプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API)
について説明します。

14.5.1. altera_avalon_mutex_is_mine()

プロトタイプ int altera_avalon_mutex_is_mine(alt_mutex_dev* dev)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター dev — テストするミューテックス・デバイス

戻り値 ミューテックスをこの CPU が所有している場合は、0 以外の値を返します。

説明 altera_avalon_mutex_is_mine() は、この CPU がミューテックスを所有しているかを特定します。

14.5.2. altera_avalon_mutex_first_lock()

プロトタイプ int altera_avalon_mutex_first_lock(alt_mutex_dev* dev)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター dev — テストするミューテックス・デバイス

戻り値 リセット以降にこのミューテックスが解放されていない場合は 1、それ以外の場合は 0 を返します。

説明 altera_avalon_mutex_first_lock() は、リセット以降にこのミューテックスが解放されているかを特定しま
す。

14.5.3. altera_avalon_mutex_lock()

プロトタイプ void altera_avalon_mutex_lock(alt_mutex_dev* dev, alt_u32 value)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター dev - 取得するミューテックス・デバイス
value - ミューテックスに書き込む新しい値

戻り値 —

説明 altera_avalon_mutex_lock() はブロッキング・ルーチンで、ハードウェア・ミューテックスを取得し、同時にミュ
ーテックスに valueパラメーターをロードします。

14.5.4. altera_avalon_mutex_open()

プロトタイプ alt_mutex_dev* alt_hardware_mutex_open(const char* name)

スレッドセーフ はい
continued...   
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ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター name — 開くミューテックス・デバイスの名前

戻り値 供給されている名前に関連付けられているミューテックス・デバイス構造へのポインター。対応するミューテックス・デバイ
ス構造が検出されない場合は NULL。

説明 altera_avalon_mutex_open() は、ハードウェア・ミューテックス・デバイス構造へのポインターを取得します。

14.5.5. altera_avalon_mutex_trylock()

プロトタイプ int altera_avalon_mutex_trylock(alt_mutex_dev* dev, alt_u32 value)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター dev — ロックするミューテックス・デバイス
value — ミューテックスに書き込む新しい値

戻り値 0 = ミューテックスは正常にロックされています。
その他 = ミューテックスはロックされていません。

説明 altera_avalon_mutex_trylock() は、ハードウェア・ミューテックスのロックを 1 回試み、ただちに返します。

14.5.6. altera_avalon_mutex_unlock()

プロトタイプ void altera_avalon_mutex_unlock(alt_mutex_dev* dev)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_mutex.h>

パラメーター dev — ロック解除するミューテックス・デバイス

戻り値 Null

説明 altera_avalon_mutex_unlock() は、ハードウェア・ミューテックス・デバイスを解放します。解放されると、ミュー
テックスに格納されている値は 0 に設定されます。呼び出し元がミューテックスを保持していない場合のこの関数の動作は
未定義です。

14.6.  インテル FPGA Avalon ミューテックス・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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15.  インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア

15.1. コアの概要

インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア (altera_avalon_i2c) は、I2C プロトコルを実装する IP
です。マスターモードのみを 大 400kbits/s のビットレート (高速モード) でサポートします。また、マ
ルチマスターのシステムでも動作可能です。Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・イン
ターフェイスを備えており、それによってホスト・プロセッサーはコントロール、ステータス、コマンド、お
よびデータ FIFO にアクセスします。コマンドおよびデータ FIFO は、コンフィグレーションすることによ
って Avalon-MM または Avalon Streaming (Avalon-ST) のいずれかでアクセスすることが可能に
なります。シリアル・インターフェイス側では、2 つのデータラインとクロックラインが提供され、リモート
I2C デバイスと通信します。

15.2. 機能の説明

15.2.1. サポートされる機能

• I2C マスターモードをサポート

• I2C 標準モード (100kbits/s) と高速モード (400kbits/s) をサポート

• マルチマスターの動作をサポート

• 7 ビットまたは 10 ビットのアドレス指定をサポート

• START、反復 START、および STOP の生成をサポート

• ランタイムのプログラミング可能な SCL の Low 期間と High 期間

• 割り込みまたはポーリングモードの動作

• CSR レジスターアクセス向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス

• コマンドおよび受信データ FIFO のアクセスで使用する Avalon-MM または Avalon-ST

15.2.2. サポートされない機能

I2C スレーブモードは現在サポートされていません。I2C スレーブのソリューションに関しては、Intel
FPGA I2C Slave to Avalon MM Master Bridge IP を参照してください。

関連情報
インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridgeコア (193 ページ)

15.3. コンフィグレーション・パラメーター

次のパラメーターをプラットフォーム・デザイナーを介してコンフィグレーションします。
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表 120. プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト
値

説明

Interface for transfer
command FIFO and
receive data FIFO
accesses

0 または 1 0 0: Avalon-MM インターフェイスでコマンドおよび受信データ FIFO にアク
セス
1: Avalon-ST インターフェイスでコマンドおよび受信データ FIFO にアクセ
ス

Depth of FIFO 4、8、16、32、64、
128、256

4 転送コマンド FIFO と受信データ FIFO のサイズを指定します。

15.4. インターフェイス

図 -44: インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア

clock/reset

Avalon-MM Slave

Avalon-ST Source

Avalon-ST Sink

Serial Interface

Interrupt

Avalon 
I2C Core

表 121. インテル FPGA Avalon I2C (Master) コアの信号

信号 幅 方向 説明

クロック/リセット

clk 1 入力 システムのクロックソース

rst_n 1 入力 システムの非同期リセットソース
注
意: 

この信号は非同期でアサートされ、同期してデアサートされます。同期
デアサートは、このペリフェラルの外部から提供する必要があります。

Avalon-MM スレーブ

addr 4 入力 Avalon-MM アドレスバス
アドレスバスはワード単位でアドレス指定されます。例えば、addr[2:0] =
0x0 は、コアのメモリー・マップ・スペースの 初のワードをターゲットにして
おり、addr[2:0] = 0x1 は 2 番目のワードをターゲットにしています。

read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御

write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御

readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス

writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス

Avalon-ST ソース(20)

src_data 8 出力 受信データ FIFO (RX_DATA) からの I2C データ

src_valid 1 出力 src_dataバスが有効であることを示します。

src_ready 1 入力 シンクポートからの通知で、src_dataを消費する準備ができていることを
示すものです。

continued...   
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信号 幅 方向 説明

Avalon-ST シンク(20)

snk_data 10 入力 ソースポートによって駆動される 10 ビット値で、コマンド FIFO (TFR_CMD)
を転送します。

snk_valid 1 入力 ソースポートからの通知で、snk_dataが有効であることを示すものです。

snk_ready 1 出力 シンクポートからの通知で、snk_dataを消費する準備ができていることを
示すものです。

シリアル・インターフェイス

scl_oe 1 出力 SCL ピンを駆動するオープン・ドレイン・バッファーの出力イネーブル
1: SCL ラインは Low に引き下げられています。
0: オープン・ドレイン・バッファーはトライステートで、SCL ラインは外部から
High に引き上げられています。

sda_oe 1 出力 SDA ピンを駆動するオープン・ドレイン・バッファーの出力イネーブル
1: SDA ラインは Low に引き下げられています。
0: オープン・ドレイン・バッファーはトライステートで、SDA ラインは外部から
High に引き上げられています。

scl_in 1 入力 I2C のオープン・ドレイン・バッファーの入力パス

sda_in 1 入力 I2C のオープン・ドレイン・バッファーの入力パスから提供されます。

割り込み

intr 1 出力 ホスト・プロセッサーへのアクティブ High のレベル割り込み出力

15.5. レジスター

15.5.1. レジスターのメモリーマップ

注意: それぞれのアドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表します。

表 122. レジスターのメモリーマップ

名称 アドレスオフセット 説明

TFR_CMD 0x0 Transfer Command FIFO

RX_DATA 0x1 Receive Data FIFO

CTRL 0x2 Control Register

ISER 0x3 Interrupt Status Enable Register

ISR 0x4 Interrupt Status Register

STATUS 0x5 Status Register

continued...   

(20) 「Interface for transfer command FIFO and receive data FIFO accesses」が Avalon-MM スレーブに
設定されている場合、これらの信号は使用されません。この設定は、プラットフォーム・デザイナーを介してコンフィ
グレーションすることができます。
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名称 アドレスオフセット 説明

TFR_CMD_FIFO_LVL 0x6 TFR_CMD FIFO Level Register

RX_DATA_FIFO_LVL 0x7 RX_DATA FIFO Level Register

SCL_LOW 0x8 SCL Low Count Register

SCL_HIGH 0x9 SCL High Count Register

SDA_HOLD 0xA SDA Hold Count Register

15.5.2. レジスターの説明

15.5.2.1. Transfer Command FIFO (TFR_CMD)

表 123. Transfer Command FIFO (TFR_CMD)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:10 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

9 STA W 該当なし 1: 現在のバイト転送の前に反復する START 条件を
生成するように要求します。

8 STO W 該当なし 1: 現在のバイト転送後に STOP 条件を生成するよ
うに要求します。

7:1 AD W 該当なし アドレスフェーズでは、これらのフィールドはアドレス
ビットとして機能します。
データフェーズで、コアがマスター・トランスミッター
としてコンフィグレーションされている場合、これらの
フィールドは、コアによって送信されるデータバイトの
I2C データビット[7:1] を表します。
データフェーズで、コアがマスターレシーバーとして
機能している場合、このフィールドは使用されませ
ん。

0 RW_D W 該当なし 転送がアドレスフェーズにある場合、このフィールド
を使用して I2C 転送の方向を指定します。
0: I2C 書き込み転送要求を指定します。
1: I2C 読み出し転送要求を指定します。
転送がデータフェーズにあり、コアがマスター・トラン
スミッターとしてコンフィグレーションされている場
合、このフィールドは、コアによって送信されるデータ
バイトの I2C データビット 0 を表します。
転送がデータフェーズにあり、コアがマスターレシー
バーとして機能している場合、このフィールドは使用
されません。

15.5.2.2. Receive Data FIFO (RX_DATA)

表 124. Receive Data FIFO (RX_DATA)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:8 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

7:0 RXDATA R 該当なし I2C 転送から受信したバイト
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15.5.2.3. Control Register (CTRL)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:6 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

5:4 RX_DATA_FIFO_THD R/W 0x0 受信データ FIFO のしきい値レベル

注
意: 

実際のレベルがしきい値のレベル以上の場
合、RX_READY割り込みステータスビットが
アサートされます。

0x3: RX_DATA FIFO がフルの状態です。
0x2: RX_DATA FIFO の半分が満たされています。
0x1: RX_DATA FIFO の 1/4 が満たされています。
0x0: 1 つの有効なエントリー

3:2 TFR_CMD_FIFO_THD R/W 0x0 転送コマンド FIFO のしきい値レベル

注
意: 

実際のレベルがしきい値のレベル以下の場
合、TX_READY割り込みステータスビットが
アサートされます。

0x3: TFR_CMD FIFO はフルの状態ではありませ
ん (少なくとも 1 つの空のエントリーがあります)
0x2: TFR_CMD FIFO の半分が満たされています。
0x1: TFR_CMD FIFO の 1/4 が満たされています。
0x0: TFR_CMD FIFO は空の状態です。

1 BUS_SPEED R/W 0x0 バス速度
1: 高速モード ( 大 400kbits/s)
0: 標準モード ( 大 100kbits/s)

0 EN R/W 0x0 コアのイネーブルビット
1: コアは有効です。
0: コアは無効です。

15.5.2.4. Interrupt Status Enable Register (ISER)

表 125. Interrupt Status Enable Register (ISER)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:5 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

4 RX_OVER_EN R/W 0x0 1: RX_OVER条件の割り込みを有効にします。

3 ARBLOST_DET_EN R/W 0x0 1: ARBLOST_DET条件の割り込みを有効にしま
す。

2 NACK_DET_EN R/W 0x0 1: NACK_DET条件の割り込みを有効にします。

1 RX_READY_EN R/W 0x0 1: RX_READY条件の割り込みを有効にします。

0 TX_READY_EN R/W 0x0 1: TX_READY条件の割り込みを有効にします。

15.5.2.5. Interrupt Status Register (ISR)

表 126. Interrupt Status Register (ISR)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:5 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

4 RX_OVER R/W1C 0x0 受信オーバーラン

continued...   
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ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

1: 受信データ FIFO がオーバーラン状態で、新しい
データが損失していることを示します。
注意: このフィールドに 1 を書き込むと、フィールド

の内容が 0 にクリアされます。

3 ARBLOST_DET R/W1C 0x0 調停敗退の検出
1: コアがバスの調停に敗退したことを示します。

注意: このフィールドに 1 を書き込むと、このフィー
ルドの内容が 0 にクリアされます。

2 NACK_DET R/W1C 0x0 肯定応答の検出なし
1: コアが NACK を受信していることを示します。

注意: このフィールドに 1 を書き込むと、このフィー
ルドの内容が 0 にクリアされます。

1 RX_READY R 0x0 受信準備完了
1: 受信データ FIFO にリモート I2C デバイスによっ
て送信されたデータが含まれていることを示します。
このビットは、RX_DATA FIFO のレベルが
RX_DATA FIFO のしきい値以上になるとアサートさ
れます。
注
意: 

このフィールドは、受信データ FIFO のレベル
が RX_DATA FIFO のしきい値以下になる
と、コアのハードウェアによって自動的にクリ
アされます。

0 TX_READY R 0x0 送信準備完了
1: 転送コマンド FIFO でデータ送信の準備ができて
いることを示します。このビットは、転送コマンド
FIFO のレベルが TFR_CMD FIFO のしきい値以下
になるとアサートされます。
注
意: 

このフィールドは、転送コマンド FIFO のレベ
ルが TFR_CMD FIFO のしきい値以上になる
と、コアのハードウェアによって自動的にクリ
アされます。

15.5.2.6. Status Register (STATUS)

表 127. Status Register (STATUS)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:1 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

0 CORE_STATUS R 0x0 コアのステートマシンのステータス
1: ステートマシンはアイドル状態ではありません。
0: ステートマシンはアイドル状態です。

15.5.2.7. TFR CMD FIFO Level (TFR CMD FIFO LVL)

表 128. TFR CMD FIFO Level (TFR CMD FIFO LVL)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:
log2(FIFO_D
EPTH) + 1

予約済み 該当なし 0x0 予約済み

log2(FIFO_D
EPTH)
:0

LVL R 0x0 TFR_CMD FIFO の現在のレベル
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15.5.2.8. RX Data FIFO Level (RX Data FIFO LVL)

表 129. RX Data FIFO Level (RX Data FIFO LVL)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:log2(FIFO
_DEPTH) + 1

予約済み 該当なし 0x0 予約済み

log2(FIFO_D
EPTH): 0

LVL R 0x0 RX_DATA FIFO の現在のレベル

15.5.2.9. SCL Low Count (SCL LOW)

表 130. SCL Low Count (SCL LOW)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:16 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

15:0 COUNT_PERIOD R/W 0x1 クロックサイクル数での SCL が Low の期間

15.5.2.10. SCL High Count (SCL HIGH)

表 131. SCL High Count (SCL HIGH)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:16 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

15:0 COUNT_PERIOD R/W 0x1 クロックサイクル数での SCL が High の期間

15.5.2.11. SDA Hold Count (SDA HOLD)

表 132. SDA Hold Count (SDA HOLD)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:16 予約済み 該当なし 0x0 予約済み

15:0 COUNT_PERIOD R/W 0x1 クロックサイクル数での SDA のホールド期間

15.6. リセットおよびクロックの要件

コアは、シングル・クロック・ドメインのデザインです。単一のクロックソースの周波数は、ランタイム全体
にわたって維持する必要があります。この要件は、SCL Low、SCL High、および SDA ホールドの期間の
実装が単一のクロックソースの周波数に基づいているために必要です。クロックの周波数がランタイム
の途中で変化すると、SCL Low、SCL High、および SDA ホールドの期間の初期のコンフィグレーショ
ンで正しいタイミングを生成できなくなります。次の実行時に、システムでこれらのオプションをリコンフ
ィグレーションし、正しいタイミングが生成されるようにします。

コアには単一のリセット入力があり、それを使用してコア全体をリセットします。単一のリセット入力は、
非同期でアサートされ、同期してデアサートされる必要があります。リセットのデアサートは、コアの単一
の入力クロックソースに同期している必要があります。リセット・シンクロナイザーは外部に実装する必
要があります。
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15.7. 機能の説明

15.7.1. 概要

コアは I2C マスターの機能を実装します。このコアは、すべての必須 I2C 転送プロトコルを TFR_CMD
レジスターのコンフィグレーションを介して生成することができます。コアは、ジョイント・データ・ストリ
ーミングのユースケースをサポートしており、DMA コアを使用してバルク転送を行うことができます。

図 -45: インテル FPGA Avalon I2C Master コア (DMA なし)
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図 -46: インテル FPGA Avalon I2C Master コア (DMA あり)
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15.7.2. TFT_CMD レジスターのコンフィグレーション例

15.7.2.1. 7 ビットのアドレス指定モード

注意: スレーブの 7 ビット・アドレスが 0x51 であると仮定します。

15.7.2.1.1. マスター・トランスミッターによるスレーブレシーバーへの 2 バイトの書き込み

data1 = 0x55 および data2 = 0x56 を書き込みます。
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図 -47: マスター・トランスミッターによるスレーブレシーバーへの 2 バイトの書き込み
 S Slave Address W A WDATA1 A WDATA2 A P

from master to slave

from slave to master

A = acknowledge

N = not acknowledge

S = START condition

P = STOP condition

Sr = Repeated START condition

1. TFR_CMD = 0x2A2 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x51、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

2. TFR_CMD = 0x055 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x2A、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

3. TFR_CMD = 0x156 -> (STA = 0x0、STOP = 0x1、AD = 0x2B、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

15.7.2.1.2. マスターレシーバーによるスレーブ・トランスミッターからの 2 バイトの読み出し

data1 = 0x55 および data2 = 0x56 を読み出します。

図 -48: マスターレシーバーによるスレーブ・トランスミッターからの 2 バイトの読み出し
 S Slave Address R A RDATA1 A RDATA2 N P

1. TFR_CMD = 0x2A3 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x51、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

2. TFR_CMD = 0x000 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

3. TFR_CMD = 0x100 -> (STA = 0x0、STOP = 0x1、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

ステップ 2 (180 ページ) およびステップ 3 (180 ページ) では、ADフィールドと RW_Dフィールドは
don’t care であり、0 にプログラムされます。

15.7.2.1.3. 複合形式 (マスターで 1 バイトを書き込み、方向を変更して 2 バイトを読み出し)

data1 = 0x55 を書き込み、data1 = 0x56 および data2 = 0x57 を読み出します。

図 -49: 複合形式 (マスターで 1 バイトを書き込み、方向を変更して 2 バイトを読み出し)

 S Slave Address W A WDATA1 A Sr Slave Address R A RDATA1 A RDATA2 N P

1. TFR_CMD = 0x2A2 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x51、RW_D = 0x0) を書き込み
す。

2. TFR_CMD = 0x055 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x2A、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

3. TFR_CMD = 0x2A3 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x51、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

4. TFR_CMD = 0x000 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

5. TFR_CMD = 0x100 -> (STA = 0x0、STOP = 0x1、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

15.  インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

180

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


15.7.2.2. 10 ビットのアドレス指定モード

注意: スレーブの 10 ビット・アドレス = 0x351 と仮定します。

15.7.2.2.1. マスター・トランスミッターによるスレーブレシーバーへの 2 バイトの書き込み

data1 = 0x55 および data2 = 0x56 を書き込みます。

図 -50: マスター・トランスミッターによるスレーブレシーバーへの 2 バイトの書き込み
 S Slave Address 1 st  Byte W A Slave Address 2 nd  Byte A WDATA1 WDATA2 AA P

1. TFR_CMD = 0x2F6 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x7B、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

2. TFR_CMD = 0x051 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x28、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

3. TFR_CMD = 0x055 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x2A、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

4. TFR_CMD = 0x156 -> (STA = 0x0、STOP = 0x1、AD = 0x2B、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

15.7.2.2.2. マスターレシーバーによるスレーブ・トランスミッターからの 2 バイトの読み出し

data1 = 0x55 および data2 = 0x56 を読み出します。

図 -51: マスターレシーバーによるスレーブ・トランスミッターからの 2 バイトの読み出し
 S Slave Address 1 st  Byte W A Slave Address 2 nd  Byte A Sr Slave Address 1 st  Byte R A RDATA1 A RDATA2 N P

1. TFR_CMD = 0x2F6 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x7B、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

2. TFR_CMD = 0x051 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x28、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

3. TFR_CMD = 0x2F7 -> (STA = 0x1、STOP = 0x0、AD = 0x7B、RW_D = 0x1) を書き込み
ます。

4. TFR_CMD = 0x000 -> (STA = 0x0、STOP = 0x0、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

5. TFR_CMD = 0x100 -> (STA = 0x0、STOP = 0x1、AD = 0x00、RW_D = 0x0) を書き込み
ます。

ステップ 4 (181 ページ) およびステップ 5 (181 ページ) では、ADフィールドと RW_Dフィールドは
don’t care であり、0 にプログラムされます。

15.7.3. I2C のシリアル・インターフェイス接続

コアは、4 つのポートを I2C のシリアル接続に提供します。外部 I2C シリアル接続の場合、sda_inお
よび sda_oeはどちらも、双方向オープンドレイン I2C データ・ライン・バッファーに接続されます。
scl_inと scl_oeは、別の双方向オープンドレイン I2C クロック・ライン・バッファーに接続されま
す。I/O IP コアを使用し、双方向のオープン・ドレイン・バッファーを生成することが推奨されます。その
後、生成されたバッファーのプリミティブを IP コアからシステムのトップレベルのデザインファイルにイ
ンスタンス化することができます。
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図 -52: I2C のシリアル・インターフェイス接続
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Sample Code for I2C Serial Interface Connection

Verilog: 

assign i2c_serial_scl_in = arduino_adc_scl;
assign arduino_adc_scl = i2c_serial_scl_oe ? 1'b0 : 1'bz;

assign i2c_serial_sda_in = arduino_adc_sda;
assign arduino_adc_sda = i2c_serial_sda_oe ? 1'b0 : 1'bz;

VHDL:

i2c_scl_in <= arduino_adc_scl; 
arduino_adc_scl  <= '0' when i2c_scl_oe = '1' else 'Z';
i2c_sda_in <= arduino_adc_sda; 
arduino_adc_sda  <= '0' when i2c_sda_oe = '1' else 'Z';

15.7.4.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイス

Avalon-MM スレーブ・インターフェイスは、次のようにコンフィグレーションされます。

• バス幅: 32 ビット

• バーストサポート: なし

• 固定の読み出しおよび書き込み待機時間: 0 サイクル

• 固定の読み出しレイテンシー: 2 サイクル

• ロックサポート: なし
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図 -53: Avalon-MM スレーブ・インターフェイスの書き込みと読み出しのタイミング
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15.7.5.  Avalon-ST インターフェイス

ST データソースと ST データシンクのインターフェイスはどちらも、0 のレディー・レイテンシーをサポー
トします。

15.7.6. プログラミング・モデル

次のフローチャートは、推奨されるコアのプログラミング・フローを示しています。
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図 -54: プログラミング・モデルのフローチャート
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注意: ARBLOST_DETまたは NACK_DETのいずれかが発生している場合は、エラー処理手順でそれぞれの
割り込みステータス・レジスター・ビットをクリアしてから、新しい I2C 転送を続行する必要があります。
新しい I2C 転送は、コアを無効にするかしないかに関係なく開始することができます。

API の使用方法

int main() 
{
  ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev;  //pointer to instance structure
  alt_u8 txbuffer[0x200];
  alt_u8 rxbuffer[0x200];  
  int i;
  ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;
  
  //get a pointer to the avalon i2c instance
  i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c_0");
  if (NULL==i2c_dev)
  {
      printf("Error: Cannot find /dev/i2c_0\n");
      return 1;
  }
  

15.  インテル FPGA Avalon I2C (Master) コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

184

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


  //set the address of the device using 
  
  alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x51)    

  //write data to an eeprom at address 0x0200
  
  txbuffer[0]=2; txbuffer[1]=0;  
  
  //The eeprom address which will be sent as first two bytes of data
  
  for (i=0;i<0x10;i++) txbuffer[i+2]=i;   //some data to write
  status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev,txbuffer, 0x10+2, 
ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS);
  if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL

  //read back the data into rxbuffer
  //This command sends the 2 byte eeprom data address required by the eeprom
  //Then does a restart and receives the data.
  status=alt_avalon_i2c_master_tx_rx(i2c_dev, txbuffer, 2, rxbuffer, 0x10, 
ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS);
  if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
  return 0;
}

//Using the optional irq callback:

int main() 
{
  ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev;  //pointer to instance structure
  alt_u8 txbuffer[0x210];
  alt_u8 rxbuffer[0x200];  
  int i;
  ALT_AVALON_I2C_STATUS_CODE status;

  //storage for the optional provided interrupt handler structure 
  IRQ_DATA_t irq_data;
  
  //get a pointer to the avalon i2c instance
  i2c_dev = alt_avalon_i2c_open("/dev/i2c_0");
  if (NULL==i2c_dev)
  {
      printf("Error: Cannot find /dev/i2c_0\n");
      return 1;
  }
  
  //register the optional interrupt callback.  
  alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler(i2c_dev,&irq_data);

  //set the address of the device we will be using
  alt_avalon_i2c_master_target_set(i2c_dev,0x51);     

  //assume an eeprom at address 0x51

  //write data to an eeprom at address (within the eeprom) 0x0200
  txbuffer[0]=2; 
  txbuffer[1]=0;  
  
  //The eeprom data address which will be sent as first two bytes of data

  for (i=0;i<0x10;i++) txbuffer[i+2]=i;   //some data to write

  while (1) {  //for function retry
     status=alt_avalon_i2c_master_tx(i2c_dev, txbuffer, 0x10+2, 
ALT_AVALON_I2C_USE_INTERRUPTS);
     
     
     if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL

     //Completion should be checked by using the 
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alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status function.
     //Note: Interrupt and non-interrupt transactions can be mixed in any 
sequence, so if desired this short address setup transaction can use 
ALT_AVALON_I2C_NO_INTERRUPTS.
     
     
     while (alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status(i2c_dev) == 
ALT_AVALON_I2C_BUSY) {  }
    
     //Did the transaction complete OK? If yes then break out of this retry 
loop, otherwise, have to do the transaction again
     //You may want to have a retry limit instead of 
     
     while (1)
     if (alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status(i2c_dev) == 
ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) break;
  }
  while (1) { 
      
     //for function retry, read back the data into rxbuffer
     
     
     status=alt_avalon_i2c_master_tx_rx(i2c_dev, txbuffer, 2, rxbuffer, 0x10, 
ALT_AVALON_I2C_USE_INTERRUPTS);
     
     
     if (status!=ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) return 1; //FAIL
  
     //For this example we will just waste the time in a loop.
     
     
     while (alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status(i2c_dev) == 
ALT_AVALON_I2C_BUSY) {  }
    
     //Did the transaction complete OK
     
     if (alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status(i2c_dev) == 
ALT_AVALON_I2C_SUCCESS) break;
  }
  
  return 0;
}

15.8.  インテル FPGA Avalon I2C (Master) コアの API

表 133. alt_avalon_i2c_open

プロトタイプ ALT_AVALON_I2C_DEV_t* alt_avalon_i2c_open(const char* name)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• name - HAL で登録されている I2C ペリフェラルの名前への文字ポインター
例: i2c_0と名付けられている I2C コントローラーをプラットフォーム・デザイナーで開くには、/dev/
i2c_0を使用します。

戻り値
• NULL - 失敗時の戻り値は NULL です。
• NULL 以外 - 成功であり、I2C デバイス・インスタンスへの ptr を返します。

説明 I2C ブロック・インスタンスへのポインターを取得します。登録されている I2C インスタンスのリストで、指定
されている名前を検索します。
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表 134. alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler(ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev,
IRQ_DATA_t * irq_data)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev – I2C デバイス (インスタンス) 構造へのポインター
• irq data – 割り込みハンドラーのデータに使用される構造

戻り値 -

説明

オプションで提供されるユーザー割り込みコールバック・ルーチンを I2C ハンドラーに関連付けます。これ
はシンプルな IRQ コールバックであり、オプションのコールバックでデバイスとのデータの受信または送信、
およびトランザクションの完了を処理している間に、I2C トランザクション関数がすぐに返ることを可能にし
ます。このオプションのコールバックは、IRQ_DATA_t 構造を IRQ データに使用します。
alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status関数を使用し、IRQ トランザクションが
完了しているか、またはトランザクション・エラーがないかを確認することができます。オプションで提供され
るこれらの割り込みルーチンは機能しますが、主に、Avalon I2C (Master) コアで割り込みを使用する作業
例として提供されています。
より詳細な irq コールバック・ルーチンを特定のデバイス・ハードウェアに合わせて開発する場合は、ユーザ
ー・コールバックを alt_avalon_i2c_register_callback関数で登録する必要があります。
オプションで提供されるこのユーザー・コールバック・ルーチンを使用すると、次の関数が利用できるようにな
ります。
• alt_avalon_i2c_master_receive_using_interrupts

• alt_avalon_i2c_master_transmit_using_interrupts

表 135. alt_avalon_i2c_register_callback

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_register_callback (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev,
alt_avalon_i2c_callback callback, alt_u32 control, void *context)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター

• dev - I2C デバイス (インスタンス) 構造へのポインター
• callback - 割り込みレベルで実行されるコールバック・ルーチンへのポインター
• control - ソースの割り込みをマスクし、コンフィグレーションを設定します
• context - コールバック・コンテキスト

戻り値 -

説明

ユーザー固有のルーチンを I2C 割り込みハンドラーに関連付けます。コールバックが登録されている場合、
有効になっているすべての ISR により、コールバックが実行されます。
コールバックは、割り込みサービスルーチンの一部として実行されます。
オプションのユーザー・コールバック・ルーチンがこのコードで提供されます。使用されている場合は、次の関
数の利用が可能になります。
• alt_avalon_i2c_master_receive_using_interrupts

• alt_avalon_i2c_master_transmit_using_interrupts

オプションで提供されるユーザー・コールバックを登録するには、
alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler関数を使用します。

表 136. alt_avalon_i2c_master_tx

プロトタイプ alt_avalon_i2c_master_tx (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, alt_u8 * buffer, const
alt_u32 size, const alt_u8 use_interrupts)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>
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パラメーター

• dev - I2C デバイス (インスタンス) 構造へのポインター
• buffer - I2C データを送信するデータバッファー
• size - I2C バスに書き込むデータバッファーのサイズ
• use_interrupts - オプションのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを使用し、データの送信を

処理します

戻り値
ALT_AVALON_I2C_SUCCESSは、成功ステータスを示します。それ以外の場合は、
ALT_AVALON_I2C_*ステータスコードのいずれかが返されます。失敗した場合の戻り値はすべて< 0 で
す。

説明

この関数では、STARTに続いて I2C コマンドバイトを送信します。次に、書き込み要求が送信されて書き込
み要求を遂行します。 終トランザクションでは、STOPが発行されます。
この API は、割り込みコンテキストでの呼び出しには適していません。特定のコントローラーの状態を待機
してから完了する可能性があります。この関数を使用する前に、ターゲットアドレスを設定している必要があ
ります。ALT_AVALON_I2C_ARB_LOST_ERR、ALT_AVALON_I2C_NACK_ERR、または
ALT_AVALON_I2C_BUSYが発生すると、このコマンドは再試行されます。
use_interrupts パラメーターが 1 の場合、すべての cmd バイトがコマンド FIFO に書き込まれるとすぐ
に、この関数は返されます。割り込みハンドラーは次に、デバイスが rx データを送信するまで待機する処理
を行い、その後 I2C トランザクションを完了します。このオプションを使用するには、提供されているオプシ
ョンのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを登録している必要があります。登録には、
alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler関数を呼び出します。

表 137. alt_avalon_i2c_master_rx

プロトタイプ alt_avalon_i2c_master_rx (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, alt_u8 * buffer, const
alt_u32 size, const alt_u8 use_interrupts)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター

• dev - I2C デバイス (インスタンス) 構造へのポインター
• buffer - I2C データを受信するデータバッファー
• size - I2C バスに書き込むデータバッファーのサイズ
• use_interrupts - オプションのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを使用し、データの受信を

処理します

戻り値
ALT_AVALON_I2C_SUCCESSは、成功ステータスを示します。それ以外の場合は、
ALT_AVALON_I2C_*ステータスコードのいずれかが返されます。失敗した場合の戻り値はすべて< 0 で
す。

説明

この関数では、START に続いて I2C コマンドバイトを送信します。次に、読み出し要求が送信されて読み出
し要求を遂行します。 終トランザクションでは STOP が発行されます。
この API は、割り込みコンテキストでの呼び出しには適していません。特定のコントローラーの状態を待機
してから完了する可能性があります。
この関数を使用する前に、ターゲットアドレスを設定している必要があります。
ALT_AVALON_I2C_ARB_LOST_ERR、ALT_AVALON_I2C_NACK_ERR、または
ALT_AVALON_I2C_BUSYが発生すると、このコマンドは再試行されます。スレーブデバイスでデータを
受け入れる準備ができていない場合は、ALT_AVALON_I2C_NACK_ERRが発生します。
use_interrupts パラメーターが 1 の場合、すべての cmd バイトがコマンド FIFO に書き込まれるとすぐ
に、この関数は返されます。割り込みハンドラーは次に、デバイスが rx データを送信するまで待機する処理
を行い、その後 I2C トランザクションを完了します。このオプションを使用するには、提供されているオプシ
ョンのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを登録している必要があります。登録には、
alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler関数を呼び出します。

表 138. alt_avalon_i2c_master_tx_rx

プロトタイプ alt_avalon_i2c_master_tx_rx (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, const alt_u8 * txbuffer,
const alt_u32 txsize, alt_u8 * rxbuffer, const alt_u32 rxsize, const alt_u8 use_interrupts)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>
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パラメーター

• dev - I2C デバイス (インスタンス) 構造へのポインター
• txdata - 送信データバッファー
• txsize - I2C バスに書き込む送信データバッファーのサイズ
• rxdata - 受信データバッファー
• rxsize - 受信データバッファーのサイズ
• use_interrupts - オプションのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを使用し、データの送受信

を処理します

戻り値
ALT_AVALON_I2C_SUCCESSは、成功ステータスを示します。それ以外の場合は、
ALT_AVALON_I2C_*ステータスコードのいずれかが返されます。失敗した場合の戻り値はすべて< 0 で
す。

説明

この関数では、STARTに続いて I2C コマンドバイトを送信します。次に、書き込み要求が送信されて書き込
み要求を遂行します。RESTARTが発行されると、読み出し要求は、読み出し要求が満たされるまで送信され
ます。 終トランザクションでは STOPが発行されます。

ALT_AVALON_I2C_ARB_LOST_ERR、ALT_AVALON_I2C_NACK_ERR、または
ALT_AVALON_I2C_BUSYが発生すると、このコマンドは再試行されます。この API は、割り込みコンテ
キストでの呼び出しには適していません。特定のコントローラーの状態を待機してから完了する可能性があ
ります。この関数を使用する前に、ターゲットアドレスを設定している必要があります。
スレーブデバイスでこれ以上のデータを受け入れる、もしくはデータを送信する準備ができていない場合は、
ALT_AVALON_I2C_NACK_ERRが発生します。このコマンドを使用すると、読み出しを行う前に内部レ
ジスターアドレスの設定が必要なデバイス (EEPROM デバイスなど) のアクセスが容易になります。
例: EEPROM で、メモリー読み出しを行う前に 2 バイトのアドレスを送信する必要がある場合は、TX バッ
ファーに 2 バイトのアドレスが含まれ、txsize は 2 に設定されます。次に、rxbuffer は EEPROM から読み
出される rxsize のバイト数を受信します。次を参照してください。

To Read 0x10 bytes from EEPROM at I2C address 0x51 into buffer:
buffer[0]=2;buffer[1]=0; //set eeprom address 0x200
alt_avalon_i2c_master_tx_rx(i2c_ptr,buffer,2,buffer,0x10,0);

必要な場合は、TX バッファーと RX バッファーを同じバッファーにすることができます。
use_interrupts パラメーターが 1 の場合、すべての cmd バイトがコマンド FIFO に書き込まれるとすぐ
に、この関数は返されます。割り込みハンドラーは次に、デバイスが rx データを送信するまで待機する処理
を行い、その後 I2C トランザクションを完了します。このオプションを使用するには、提供されているオプシ
ョンのユーザー割り込みハンドラー・コールバックを登録している必要があります。登録には、
alt_avalon_i2c_register_optional_irq_handler関数を呼び出します。

表 139. alt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status

プロトタイプ この API は、analt_avalon_i2c_interrupt_transaction_status (ALT_AVALON_I2C_DEV_t
*i2c_dev) での呼び出しには適していません。

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター

戻り値

ALT_AVALON_I2C_SUCCESSは、割り込みトランザクションが正常に完了したことを示します。これが
示されると、別のトランザクションを開始することができます。
ALT_AVALON_I2C_BUSYは、割り込みトランザクションが現在もビジー状態であることを示します。
ALT_AVALON_NACK_ERRORは、デバイスが肯定応答していないことを示します。これは主に、デバイス
が前のトランザクションでビジー状態であることが原因だと考えられます。トランザクションを再試行する必
要があります。
それ以外の場合は、他の ALT_AVALON_I2C_*ステータスコードのいずれかが返されます。トランザクショ
ンを再試行する必要があります。
失敗した場合の戻り値はすべて< 0 です。

説明

alt_avalon_i2c_master_tx、alt_avalon_i2c_master_rx、または
alt_avalon_i2c_master_tx_rx関数を使用し、割り込みオプションを設定して割り込みトランザ
クションを開始している場合、もしくは
alt_avalon_i2c_master_transmit_using_interruptsまたは
alt_avalon_i2c_master_receive_using_interrupts関数を使用している場合は、この
関数を使用してそのトランザクションのステータスを確認することができます。エラーのない連続トランザク
ションを保証する唯一の方法は、すべての割り込みトランザクションの後にこの関数を使用し、トランザクシ
ョンがエラーなく完了していることを確認してから次のトランザクションを開始することです。また、この関数
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からエラーが返されている場合は、I2C トランザクションを再試行する必要があります。エラーが返される理
由の 1 つは、デバイスがビジー状態の場合です。これは、連続するトランザクションを実行している場合に発
生することがあります。

15.8.1. オプションのステータス取得 API

表 140. alt_avalon_i2c_master_target_get

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_master_target_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t * i2c_dev, alt_u32 *
target_addr)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• target_addr - 7 ビットまたは 10 ビットのスレーブ・ターゲット・アドレス

戻り値 -

説明 この関数は、現在のターゲットアドレスを返します。

表 141. alt_avalon_i2c_master_config_get

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_master_config_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev,
ALT_AVALON_I2C_MASTER_CONFIG_t* cfg)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• cfg - ALT_AVALON_I2C_MASTER_CONFIG_t構造へのポインターで、返された I2C マスターモ

ードのコンフィグレーション・パラメーターを保持します

戻り値 -

説明
レジスターからマスターモードのコンフィグレーション構造 (ALT_AVALON_I2C_ADDR_MODE_tタイ
プ) を生成します。

表 142. alt_avalon_i2c_master_config_speed_get

プロトタイプ alt_avalon_i2c_master_config_speed_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, const
ALT_AVALON_I2C_MASTER_CONFIG_t* cfg, alt_u32 * speed_in_hz)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター

• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• cfg - ALT_AVALON_I2C_MASTER_CONFIG_t構造へのポインターで、返された I2C マスターモ

ードのコンフィグレーション・パラメーターを保持します
• speed_in_hz - cfg 構造に基づき I2C バスが現在コンフィグレーションされている速度 (Hz) (必ず

しもハードウェアの設定に基づいているわけではありません)。ハードウェアの速度を取得するには、
初に alt_avalon_i2c_master_config_get()関数で cfg 構造を生成します。

戻り値
ALT_AVALON_I2C_SUCCESS - 成功ステータスを示します。それ以外の場合は、
ALT_AVALON_I2C_*ステータスコードのいずれかが返されます。失敗した場合の戻り値はすべて< 0 で
す。

説明 このユーティリティー関数は、渡されたコンフィグレーション構造の内容に基づき、速度をヘルツ (Hz) で返
します。

表 143. alt_avalon_i2c_int_status_get

プロトタイプ void lt_avalon_i2c_int_status_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, alt_u32 *status)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

continued...   
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パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• status - アクティブな\ref ALT_AVALON_I2C_STATUS_t割り込みとステータス条件のビットマ

スクへのポインター

戻り値 -

説明 この関数は、I2C コントローラーの割り込みステータスレジスターの現在の値を返します。これは、無効にな
っていない (またはマスクされていない) 現在の I2C コントローラーのステータス条件を反映します。

表 144. alt_avalon_i2c_int_raw_status_get

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_int_raw_status_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev, alt_u32
*status)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• status - アクティブな\ref ALT_AVALON_I2C_STATUS_t割り込みとステータス条件のビットマ

スクへのポインター

戻り値 -

説明
この関数は、I2C コントローラーのローの割り込みステータスレジスターの現在の値を返します。これは、無
効になっている/マスクされているかに関係なく、現在の I2C コントローラーのステータス条件を反映しま
す。

表 145. alt_avalon_i2c_tfr_cmd_fifo_threshold_get

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_tfr_cmd_fifo_threshold_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev,
ALT_AVALON_I2C_TFR_CMD_FIFO_THRESHOLD_t *threshold)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• threshold - 現在のしきい値の値

戻り値 -

説明 現在の Transfer Command FIFO のしきい値レベルの値を取得します。

表 146. alt_avalon_i2c_rx_fifo_threshold_get

プロトタイプ void alt_avalon_i2c_rx_fifo_threshold_get (ALT_AVALON_I2C_DEV_t *i2c_dev,
ALT_AVALON_I2C_RX_DATA_FIFO_THRESHOLD_t *threshold)

インクルード <altera_avalon_i2c.h>

パラメーター
• i2c_dev - I2C コントローラー・デバイス・ブロック・インスタンスへのポインター
• threshold - 現在のしきい値の値

void 戻り値 -

説明 現在の受信 FIFO のしきい値レベルの値を取得します。

15.9.  インテル FPGA Avalon I2C (Master) コアの改訂履歴

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

2018.09.24 18.1 インテル FPGA Avalon I2C (Master) コアの API のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 • I2C のシリアル・インターフェイス接続に Verilog コード例を追加しました。
• プログラミングモデルに API の使用方法を追加しました。

2016 年 10 月 2016.10.28 初版
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16.  インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コ
ア

16.1. コアの概要

インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge ソフト IP コアは、I2C インターフェイス
をユーザー・フラッシュ・メモリー (UFM) デバイスに接続するソリューションです。この IP は、I2C トラ
ンザクションを Avalon Memory Mapped (Avalon-MM) トランザクションに変換します。

16.2. 機能の説明

I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コアには次の機能があります。

• 大 4 バイトのアドレス指定モード

• 3 ビットのアドレス・スティーリング

• 7 ビット・アドレス I2C スレーブ

16.2.1. ブロック図

図 -55: インテル FPGA I2C to Avalon-MM Master Bridge のブロック図
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16.2.2. N バイトのアドレス指定

この IP は、 大 4 バイトのアドレス指定モードをサポートします。使用するバイトアドレス指定モード
は、プラットフォーム・デザイナーで選択することができます。
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Avalon マスター・インターフェイスにある Avalon のアドレス幅は 32 ビットに固定されています。4 バ
イトのアドレス指定モード以外を選択すると、Avalon のアドレス幅の 上位ビット (MSB) に 0 が追加
されます。例えば、2 バイトのアドレス指定モードでは、アドレス幅の下位 16 ビットのみが使用され、上
位 16 ビットは 0 になります。

• バイトアドレス指定モード = 1 の場合、使用するアドレス幅 = 8 + アドレス・スティーリング・ビッ
ト

• バイトアドレス指定モード = 2 の場合、使用するアドレス幅 = 16 + アドレス・スティーリング・ビ
ット

• バイトアドレス指定モード = 3 の場合、使用するアドレス幅 = 24 + アドレス・スティーリング・ビ
ット

• バイトアドレス指定モード = 4 の場合、使用するアドレス幅 = 32

I2C から Avalon マスター・インターフェイスの変換ブロック内にはアドレスカウンターがあります。カウ
ンターは、バイトアドレス指定モードおよび 1 つのアドレス・スティーリング・ビットに応じた上限のアド
レスでロールオーバーします。カウンターは、Avalon のアドレスサイズの全アドレス範囲までインクリメ
ントを続けることはありません。例えば、2 バイトのアドレス指定モードおよび 1 つのアドレス・スティー
リング・ビットの場合、アドレスカウンターは 128K のメモリーサイズでロールオーバーします。

16.2.3. N バイトのアドレス指定と N ビットのアドレス・スティーリング

この IP は、 大 3 ビットのアドレス・スティーリングをサポートします。プラットフォーム・デザイナーで
は、使用するアドレス・スティーリング・モードを設定することができます。アドレス・スティーリング・ビット
(A0、A1、A2) は、制御バイトの 2 番目、3 番目、および 4 番目のビットに追加され、連続するアドレス空
間を拡張します。アドレス・スティーリング・ビットが使用されていない場合、制御バイトの 2 番目、3 番
目、および 4 番目のビットはスレーブ・アドレス・ビットとして使用されます。

注意: 3 ビットのアドレス・スティーリング・モードでは、スレーブアドレスの 下位 (LSB) 3 ビットが 0 である
ことを確認する必要があります。

内部アドレスカウンターの 大上限は次のとおりです。

BYTEADDRWIDTH + アドレス・スティーリング・ビット

図 -56: 8 ビットの制御バイト例
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16.2.4. 読み出し動作

Avalon の読み出しデータ幅は 32 ビット幅です。この 32 ビット幅により、ブリッジでワード・アライメン
トの Avalon アドレスのみを発行するように制限します。また、アップストリームの I2C マスターが任意
のアドレス・アライメントで任意のバイトシーケンスを読み出すことを可能にします。Avalon インターフ
ェイスと I2C インターフェイス間にある変換ロジックでは、アドレス・アライメントを変換して 32 ビット
の Avalon 読み出しデータから正しい 8 ビットのデータを I2C マスターに返します。

読み出し動作の変換ロジックフロー

• I2C マスターによって発行されたアドレスのアライメントをチェックします ( 初のバイト、2 番目の
バイト、3 番目のバイトまたは 4 番目のバイト)。

• ワード・アライメントの Avalon アドレスを I2C マスターから送信されたアドレスに応じて発行しま
す。2 つの LSB が 0 になります。

• アドレス・アライメントに応じて読み出しデータを I2C マスターに返します。

この IP は、次の 3 つのタイプの読み出し動作をサポートします。

• ランダムなアドレスの読み出し

• 現在のアドレスの読み出し

• シーケンシャルな読み出し

R/W ビットが 1 に設定されたスレーブアドレスを受信すると、ブリッジは I2C マスターに肯定応答を発
行します。ブリッジは、Avalon 読み出し信号を 1 クロックサイクルの間 High にします。その間、Avalon
待機要求信号は Law の状態です。その後、8 ビットの Avalon 読み出しデータワードを受信し、読み出し
データを I2C マスターにアップストリーム送信します。

16.2.4.1. ランダムなアドレスの読み出し

ランダムな読み出しの動作では、アップストリームの I2C マスターによって任意のメモリー位置にラン
ダムな形式でアクセスすることが可能です。このタイプの読み出し動作を実行するには、 初にバイトア
ドレスを設定する必要があります。I2C マスターは、書き込み動作の一部としてブリッジにバイトアドレ
スを発行し、それに読み出しコマンドが続きます。読み出しコマンドが発行されると、内部アドレスカウ
ンターは直前に読み出されたアドレス位置に続くアドレス位置を指します。上位アドレスビットが 初に
転送され、次に LSB が続きます。

図 -57: ランダムなアドレスの読み出し
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16.2.4.2. シーケンシャルなアドレスの読み出し

シーケンシャルな読み出しは、ランダムな読み出しと同じ方法で開始されます。ただし、ブリッジで 初
のデータバイトを受信後に、アップストリームの I2C マスターが停止条件ではなく肯定応答を発行する
点は異なります。これにより、ブリッジに次の連続アドレスに対して Avalon 読み出し信号を High で維
持するように指示します。内部アドレスカウンターは各読み出し操作が完了すると 1 ずつインクリメント
し、1 つの動作においてメモリーの内容全体をシリアルに読み出すことが可能です。

図 -58: シーケンシャルなアドレスの読み出し

16.2.4.3. 現在のアドレスの読み出し

この IP には内部アドレスカウンターが含まれており、 後にアクセスされたワードのアドレスを 1 つイ
ンクリメントして維持します。したがって、前のアクセスがアドレス n に対するアクセスであった場合、続
く現在のアドレスの読み出し動作では、アドレス n + 1 からのデータにアクセスします。

図 -59: 現在のアドレスの読み出し

16.2.5. 書き込み動作

Avalon 書き込みデータ・インターフェイス幅は 32 ビット幅です。この 32 ビット幅により、ブリッジでワ
ード・アライメントの Avalon アドレスのみを発行するように制限します。また、アップストリームの I2C
マスターが任意のアドレス・アライメントで任意のバイトシーケンスに書き込むことを可能にします。
Avalon インターフェイスと I2C インターフェイス間には変換ロジックがあります。
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書き込み動作の変換ロジックフロー

• I2C マスターによって発行されたアドレス・アライメントをチェックします。

• byteenableを High に設定してデータを有効にし、I2C マスターが書き込みを行うバイトアド
レスを示します。

注意: I2C マスターが発行するアドレスが 0x03hの場合、byteenableは 4’b1000 です。

• アドレスがシーケンシャルである場合は、データの複数のバイトを 32 ビット・パケットに結合しま
す。

注意: 初の書き込みがアドレス 0x04に対するもので、2 番目の書き込みが 0x05の場合、
byteenableは 4’b0011 です。

正当な byteenableの組み合わせは、4’b0001、4’b0010、4’b0100、4’b1000、4’b0011、4’
b1100、4’b1111 です。

• I2C マスターによって発行される書き込み要求が不当な byteenableの組み合わせ (4’
b0110、4’b0111、4’b1110 など) で終わる場合、ブリッジは複数の Avalon バイト書き込みを生
成します。

注
意: 

I2C マスターからのシーケンシャル書き込み要求が 0x0から始まり 0x02で終わる (不当
な byteenableの b’0111) 場合、ブリッジは 3 つの Avalon 書き込み要求を正当な
byteenableの 4’b0001、4’b0010、4’b0100 で生成します。

• ワード・アライメントの Avalon アドレスを I2C マスターから送信されたアドレスに応じて発行しま
す。2 つの LSB が 0 に設定されます。

R/W ビットが 0 に設定されたスレーブアドレスを受信すると、ブリッジは I2C マスターに肯定応答を発
行します。マスターが送信する次のバイトはバイトアドレスです。バイトアドレスはブリッジ内のアドレス
カウンターに書き込まれます。ブリッジが I2C マスターに再度肯定応答すると、マスターはアドレス指定
されているメモリー位置に書き込まれるデータバイトを送信します。マスターはブリッジにデータバイト
の送信を続け、 後に Stop 条件で操作を終了します。

図 -60: 書き込み動作
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16.2.6. 複数のマスターとの通信

この IP コアでは、I2C マスターが調停機能をサポートする場合に、複数の I2C マスターを統合すること
ができます。調停をサポートするマスターは常に、バスに駆動するデータ値をバスで観察された実際の値
と比較します。両方のデータセットが一致しない場合、マスターは調停に敗退します。ブリッジ内の I2C
スレーブコアはバスを監視しません。

例えば、マスター 1 がブリッジに書き込みを行っており、同時にマスター 2 が読み出しを実行していると
仮定します。マスター 1 はバスをプルダウンしており、マスター 2 は High をバスで駆動しているため、
R/W ビットでマスター 1 が調停に勝利します。R/W ビットサイクル中のバスの有効な値は 0 です。この
場合、マスター 2 は駆動されている値とは異なる値をバスで観察するため、調停に敗退したことを認識
します。

両方のマスターが書き込みを実行している場合、調停プロセスでは両方のマスターが駆動している異な
るデータ値をチェックし、調停に勝利するマスターを決定します。

両方のマスターが読み出しを実行している場合は、調停に敗退するマスターはありません (衝突なし)。
単一のスレーブで両方のマスターへのバスを駆動します。
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16.3.  プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

図 -61: インテル FPGA I2C Slave to Avalon MM Master Bridge インターフェイス

表 147. プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

I2C Slave Address 0:127 127 このパラメーターは、ブリッジにある I2C スレーブのターゲットアドレ
スを表します。

Byte Addressing mode 1、2、3、4 2 このパラメーターでは、使用するフラッシュ容量に応じてコンフィグレ
ーションするアドレスバイト数を選択することができます。
• 1=8 アドレスビット
• 2=16 アドレスビット
• 3=24 アドレスビット
• 4=32 アドレスビット

Number of Address Stealing
bit

0、1、2、3 0 このパラメーターでは、アドレス・スティーリング・ビット数を選択し、連
続するアドレス空間を拡張することができます。

Enable Read only mode ON、OFF OFF 読み取り専用サポートを有効にします。これによって書き込み操作が除
外され、リソース数が改善します。

16.4. 信号

表 148. インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge の信号

信号 幅 方向 説明

Avalon-MM インターフェイス

clk 1 入力 クロック信号

rst_n 1 入力 リセット信号

continued...   
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信号 幅 方向 説明

address 32 出力 Avalon-MM アドレスバス。アドレスバスはワードでアドレス指
定されます。

byteenable 4 出力 Avalon-MM バイト・イネーブル信号

read 1 出力 Avalon-MM 読み出し要求信号

readdata 32 入力 Avalon-MM 読み出しデータバス

readdatavalid 1 入力 Avalon-MM 読み出しデータの有効信号

waitrequest 1 入力 Avalon-MM 待機要求信号

write 1 出力 Avalon-MM 書き込み要求信号

writedata 32 出力 Avalon-MM 書き込みデータバス

I2C 向けシリアル・コンジット・インターフェイス

i2c_data_in 1 入力 I2C スレーブ・コンジット・データ入力信号

i2c_clk_in 1 入力 I2C スレーブ・コンジット・クロック入力信号

i2c_data_oe 1 出力 I2C スレーブ・コンジット・データ出力信号

i2c_clk_oe 1 出力 I2C スレーブ・コンジット・クロック出力信号
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16.5. ブリッジの I2C データと I2C I/O ポートを I2C インターフェイスに変換する方
法

ブリッジの I2C データと I2C I/O ポートを I2C インターフェイスに変換する際は、次の図を参照してく
ださい。トライステート・バッファーをコアの I2C データとクロックに関連するポートに接続し、SDA およ
び SCL を形成する必要があります。

図 -62:
On chip     Off chip

SDA

SCL

Vcc

Vcc

I/O
PAD

I/O
PAD

ic_data_oe

ic_clk_oe

1’b0

1’b0

ic_data_in_a

ic_clk_in_a

例-9: ブリッジの I2C データと I2C I/O ポートから I2C インターフェイスへの変換

module top (    
    inout  tri1         fx2_scl,    
    inout  tri1         fx2_sda 

); 

wire fx2_sda_in;
wire fx2_scl_in;
wire fx2_sda_oe;
wire fx2_scl_oe; 

assign fx2_scl_in = fx2_scl;
assign fx2_sda_in = fx2_sda;
assign fx2_scl = fx2_scl_oe ? 1'b0 : 1'bz;
assign fx2_sda = fx2_sda_oe ? 1'b0 : 1'bz; 

proj_1 u0 (           
        .i2cslave_to_avlmm_bridge_0_conduit_end_conduit_data_in 
(fx2_sda_in), // i2c_bridge.conduit_data_in           
        .i2cslave_to_avlmm_bridge_0_conduit_end_conduit_clk_in  
(fx2_scl_in), //           .conduit_clk_in           
        .i2cslave_to_avlmm_bridge_0_conduit_end_conduit_data_oe 
(fx2_sda_oe), //           .conduit_data_oe           
        .i2cslave_to_avlmm_bridge_0_conduit_end_conduit_clk_oe  
(fx2_scl_oe)  //           .conduit_clk_oe     
    ); 

endmodule

16.  インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

201

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


16.6.  インテル FPGA I2C Slave to Avalon-MM Master Bridge コアの改訂
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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2016 年 10 月 2016.10.28 次の内容を更新しています。
• 表 148 (199 ページ)

— addressの方向を更新しました。
— waitrequestを追加しました。

2016 年 6 月 2016.06.17 新しい項を追加しました。
• ブリッジの I2C データと I2C I/O ポートを I2C インターフェイスに変換する方法

(201 ページ)

2016 年 5 月 2016.05.03 初版
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17.  インテル FPGA Avalon コンパクト・フラッシュ・コア

17.1. コアの概要

インテル FPGA Avalon コンパクト・フラッシュ・コアを使用すると、プラットフォーム・デザイナー上で構
築されたシステムをコンパクトフラッシュ・ストレージ・カードに真の IDE モードで接続することができ
ます。これを行うには、ストレージカード上のレジスターへの Avalon Memory-Mapped (Avalon-
MM) インターフェイスを提供します。コアは PIO モード 0 をサポートします。

コンパクト・フラッシュ・コアはまた、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスを提供します。これを
Avalon-MM マスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) で使用してコンパクト・フラッシュ・コ
アと通信し、その動作を管理することができます。

17.2. 機能の説明

図 -63: コンパクト・フラッシュ・コアを備えるシステム
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ブロック図に示されているように、コンパクト・フラッシュ・コアは 2 つの Avalon-MM スレーブ・インタ
ーフェイス (コンパクトフラッシュ・デバイス上のレジスターにアクセスする ideスレーブポートとコア
の内部レジスターにアクセスする ctlスレーブポート) を提供します。これらのレジスターを Avalon-
MM マスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) で使用し、コンパクト・フラッシュ・コアの動作
を制御し、コンパクトフラッシュ・デバイスとの間でデータを転送することができます。
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コンパクト・フラッシュ・コアを設定し、アクティブ High の 2 つの割り込み要求 (IRQ) を生成すること
ができます。1 つはコンパクトフラッシュ・デバイスの装着と取り外しを通知し、もう一方はコンパクトフ
ラッシュ・デバイスからの割り込み信号を渡します。

コンパクト・フラッシュ・コアは、Avalon-MM バス信号を適切なタイミングでコンパクトフラッシュ・デバ
イスにマッピングします。これにより、Avalon-MM マスター・ペリフェラルがコンパクトフラッシュ・デバ
イス上のレジスターに直接アクセスできるようになります。

詳細に関しては、CompactFlash Association のウェブサイトで提供されている CF+およびコンパク
トフラッシュの仕様を参照してください。

17.3. 必要な接続

次の表は、コンパクト・フラッシュ・コアとコンパクトフラッシュ・デバイス間に必要な接続を示していま
す。

表 149. コアとデバイス間に必要な接続

コンパクトフラッシュのインターフェイス信号
名

ピンの種類 コンパクトフラッシュのピン番号

addr[0] 出力 20

addr[1] 出力 19

addr[2] 出力 18

addr[3] 出力 17

addr[4] 出力 16

addr[5] 出力 15

addr[6] 出力 14

addr[7] 出力 12

addr[8] 出力 11

addr[9] 出力 10

addr[10] 出力 8

atasel_n 出力 9

cs_n[0] 出力 7

cs_n[1] 出力 32

data[0] 入力/出力 21

data[1] 入力/出力 22

data[2] 入力/出力 23

data[3] 入力/出力 2

data[4] 入力/出力 3

data[5] 入力/出力 4

data[6] 入力/出力 5

data[7] 入力/出力 6

continued...   
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コンパクトフラッシュのインターフェイス信号
名

ピンの種類 コンパクトフラッシュのピン番号

data[8] 入力/出力 47

data[9] 入力/出力 48

data[10] 入力/出力 49

data[11] 入力/出力 27

data[12] 入力/出力 28

data[13] 入力/出力 29

data[14] 入力/出力 30

data[15] 入力/出力 31

detect 入力 25 または 26

intrq 入力 37

iord_n 出力 34

iordy 入力 42

iowr_n 出力 35

power 出力 コンパクトフラッシュ電源コントローラー (存
在する場合)

reset_n 出力 41

rfu 出力 44

we_n 出力 46

17.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、コンパクト・フラッシュ・コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明
します。

17.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルより提供される HAL API 関数には、コンパクト・フラッシュ・コアの初期化に使用できるデバイ
スドライバーが含まれています。他の操作を実行するには、提供されている低レベルマクロを使用しま
す。

マクロに関しては、「ソフトウェア・ファイル」のセクションを参照してください。

関連情報
ソフトウェア・ファイル (205 ページ)

17.4.2. ソフトウェア・ファイル

コンパクト・フラッシュ・コアは、次のソフトウェア・ファイルを提供します。これらのファイルはハードウェ
アへの低レベルアクセスを定義します。アプリケーション開発者がこのファイルを変更することは推奨さ
れません。
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• altera_avalon_cf_regs.h — ヘッダーファイルです。コアのレジスターマップを定義しま
す。

• altera_avalon_cf.h、altera_avalon_cf.c — ドライバーを HAL システム・ライブ
ラリーに統合するために必要な関数および変数のヘッダーとソースコードです。

17.4.3. レジスターマップ

このセクションでは、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスのレジスターマップについて説明します。

17.4.3.1. Ide レジスター

コンパクト・フラッシュ・コアの ideポートを使用すると、コンパクトフラッシュ・デバイスの IDE レジス
ターにアクセスすることができます。

表 150. Ide レジスターのマップ

オフセット レジスター名

読み出し動作 書き込み動作

0 RD Data WR Data

1 Error Features

2 Sector Count Sector Count

3 Sector No Sector No

4 Cylinder Low Cylinder Low

5 Cylinder High Cylinder High

6 Select Card/Head Select Card/Head

7 Status Command

14 Alternate Status Device Control

17.4.3.2. Ctl レジスター

コンパクト・フラッシュ・コアの ctlポートは、コアの動作とインターフェイスを制御するレジスターへの
アクセスを提供します。

表 151. Ctl レジスターのマップ

オフセット レジスター フィールド

31:4 3 2 1 0

0 cfctl 予約済み IDET RST PWR DET

1 idectl 予約済み IIDE

2 予約済み 予約済み

3 予約済み 予約済み
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17.4.3.3. Cfctl レジスター

cfctl レジスターは、コンパクト・フラッシュ・コアの動作を制御します。cfctl レジスターを読み出すと、割
り込みがクリアされます。

表 152. cfctl レジスターのビット

ビット番号 ビット名 読み出し/書き込
み

説明

0 DET RO 検出。このビットは、コアがコンパクトフラッシュ・デバイスを検出すると 1 に設定さ
れます。

1 PWR RW 電源。このビットが 1 に設定されている場合は、コンパクトフラッシュ・デバイスに電
源が供給されています。

2 RST RW リセット。このビットが 1 に設定されている場合、コンパクトフラッシュ・デバイスは
リセット状態に保持されます。このビットを 0 に設定すると、デバイスはアクティブ状
態に戻ります。

3 IDET RW 検出割り込みイネーブル。このビットが 1 に設定されている場合、コンパクト・フラッ
シュ・コアは detビットの値が変化するたびに割り込みを生成します。

17.4.3.4. idectl レジスター

idectlレジスターは、コンパクトフラッシュ・デバイスへのインターフェイスを制御します。

表 153. idectl レジスター

ビット番号 ビット名 読み出し/書き込
み

説明

0 IIDE RW IDE 割り込みイネーブル。このビットが 1 に設定されている場合、コンパクト・フラッ
シュ・コアは、コンパクトフラッシュ・デバイスによって生成される割り込みに続いて割
り込みを生成します。このビットを 0 に設定すると、IDE 割り込みが無効になります。

17.5.  インテル FPGA Avalon コンパクト・フラッシュ・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 Ide レジスターのオフセット 14 のレジスター名を訂正しました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 コンパクト・フラッシュ・コアでサポートされるモードを追加しました。

この章の以前のバージョンに関しては、Intel Quartus Prime Handbook Archive を参照してくださ
い。
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18. EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア

18.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを使用す
ると、Nios II システムでインテル EPCS/EPCQA シリアル・コンフィグレーション・デバイスにアクセス
できるようになります。インテルでは、Nios II ハードウェア・アブストラクション・レイヤー (HAL) シス
テム・ライブラリーに統合されるドライバーを提供しています。これにより、フラッシュデバイス向けに広
く利用されている HAL アプリケーション・プログラム・インターフェイス (API) を使用して EPCS/
EPCQA デバイスの読み出しと書き込みが可能になります。

注意: EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアは、インテル Cyclone 10 LP デバイスでは
サポートされません。
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EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを使用することで、Nios II システムでは次の
内容が可能になります。

• プログラムコードを EPCS/EPCQA デバイスに保存します。EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・
コントローラー・コアはブートローダーの機能を提供しているため、Nios II システムではメイン・プ
ログラム・コードを EPCS/EPCQA デバイスに保存することができます。

• 不揮発性のプログラムデータ (シリアル番号、NIC 番号、その他の永続的なデータなど) を保存し
ます。

• デバイス・コンフィグレーション・データを管理します。例えば、ネットワーク対応の組み込みシステ
ムでは、ネットワークを介して新しい FPGA コンフィグレーション・データを受信し、コアを使用して
新しいデータを EPCS/EPCQA シリアル・コンフィグレーション・デバイスにプログラミングするこ
とができます。

EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアはプラットフォーム・デザイナーに対応し
ており、プラットフォーム・デザイナーで生成される任意のシステムに容易に統合することができま
す。Nios II IDE のフラッシュ・プログラマー・ユーティリティーでは、データコンテンツを管理し、
EPCS/EPCQA デバイスにプログラミングすることができます。

注
意: 

インテルでは、EPCS の代替デバイスを提供しています。詳細は、製品の製造中止について
(PDN1708) を参照してください。移行に関しては、AN 822: インテル® FPGA コンフィグ
レーション・デバイスの移行ガイドラインを参照してください。

EPCS/EPCQA シリアル・コンフィグレーション・デバイス・ファミリーに関しては、Serial
Configuration Devices Data Sheet を参照してください。

Nios II HAL API を使用するフラッシュメモリーの読み出しおよび書き込みに関しては、 Nios II
Software Developer's Handbook を参照してください。

EPCS/EPCQA メモリーコンテンツの管理とプログラミングの詳細は、 Nios II Flash
Programmer User Guide を参照してください。

Nios II プロセッサーのユーザーの場合、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コ
アはアクティブ・シリアル・メモリー・インターフェイス (ASMI) デバイスに代わるものです。新しい
デザインでは、ASMI コアの代わりに EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを
使用する必要があります。

関連情報
• Serial Configuration Devices (EPCS1, EPCS4, EPCS16, EPCS64 and EPCS128) Data

Sheet

• Nios II Classic Software Developer's Handbook

• Nios II Flash Programmer User Guide

• インテル® FPGA コンフィグレーション・デバイスの移行ガイドライン

• 製品の製造中止について PDN1708

18.2. 機能の説明

次に示すように、EPCS/EPCQA デバイスのメモリーは 2 つの個別の領域として考えることができます。

• FPGA コンフィグレーション・メモリー - FPGA コンフィグレーション・データはこの領域に保存さ
れます。

• 汎用メモリー - FPGA コンフィグレーション・データで EPCS/EPCQA デバイス全体がフルになっ
ていない場合は、残りのスペースを汎用データとシステム・スタートアップ・コードに使用することが
できます。
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図 -64: EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを統合している Nios II システム
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• フラッシュデバイス向けの HAL 汎用デバイスモデルにより、HAL API を使用して EPCS/EPCQA

デバイスにアクセスすることは、フラッシュメモリーにアクセスすることと同じになります。EPCS/
EPCQA デバイスには特定の目的に向けたハードウェア・インターフェイスがあるため、Nios II のプ
ログラムでは、提供されている HAL フラッシュドライバーを使用して EPCS/EPCQA メモリーを読
み書きする必要があります。

EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアには、ブートローダー・プログラムを格納する
オンチップメモリーが含まれています。Cyclone および Cyclone II デバイスと組み合わせて使用する
場合、コアには 512 バイトのブートローダー ROM が必要です。Cyclone III、Cyclone IV、インテル
Cyclone 10 LP、Stratix II、および Stratix シリーズの新しいデバイスファミリーでは、コアには 1K
バイトのブートローダー ROM が必要です。Nios II プロセッサーは、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシ
ュ・コントローラー・コアから起動するようにコンフィグレーションすることができます。これを行うには、
Nios II のリセットアドレスを EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアのベースアドレ
スに設定します。この場合、リセット後に CPU はまずブートローダー ROM からコードを実行し、データ
を EPCS/EPCQA 汎用メモリー領域から RAM にコピーします。次に、プログラム制御が RAM に移りま
す。Nios II IDE が提供する機能により、EPCS/EPCQA デバイスに格納するプログラムをコンパイル
し、EPCS/EPCQA デバイスにプログラミングするプログラミング・ファイルを作成します。

詳細は、Nios II Flash Programmer User Guide を参照してください。

インテル Quartus Prime の Programmer を使用して EPCS/EPCQA デバイスをプログラミングす
る場合、以前のコンテンツはすべて消去されます。FPGA コンフィグレーション・データと NiosII プログ
ラムデータを組み合わせて EPCS/EPCQA デバイスをプログラミングするには、Nios II IDE フラッシ
ュ・プログラマーのユーティリティーを使用します。

インテル EPCS/EPCQA コンフィグレーション・デバイスは、汎用 I/O ピンではなく、FPGA の専用ピン
を介して FPGA に接続します。Cyclone III、Cyclone IV、およびインテル Cyclone 10 LP を除くイン
テルのデバイスファミリーすべてにおいて、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
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は、トップレベルのプラットフォーム・デザイナー・システム・モジュールに I/O ポートを作成しません。
EPCS/EPCQA デバイスと FPGA がボード上でともに配線され、EPCS/EPCQA デバイスを使用するコ
ンフィグレーション (つまり、アクティブ・シリアル・コンフィグレーション・モード) を行う場合、EPCS/
EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアと EPCS/EPCQA デバイス間にそれ以上の接続は必
要ありません。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでプラットフォーム・デザイナー・システムを
コンパイルする際は、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアの信号は、EPCS/
EPCQA デバイスのデバイスピンに自動的にルーティングされます。

ただし、FPGA の専用ピン (アクティブ・シリアル・コンフィグレーション・モード) を使用しないオプショ
ンもあります。それには、MegaWizard インターフェイスでそれぞれのパラメーターをオフにします。こ
のオプションがオフになっている場合、もしくはターゲットデバイスが Cyclone III、Cyclone IV デバイ
ス、またはインテル Cyclone 10 LP の場合は、トップレベルのデザインにエクスポートされる出力ピン
を任意の EPCS/EPCQA デバイスに接続する柔軟性があります。インテル Quartus Prime 開発ソフト
ウェアで次のタスクを実行し、必要なピン割り当てを行います。

• Dual-purpose pins ページ (Assignments > Devices > Device and Pin
Options) で、次のピンがそれぞれの値に割り当てられていることを確認します。

— Data[0] = Use as regular I/O

— Data[1] = Use as regular I/O

— DCLK = Use as regular I/O

— FLASH_nCE/nCS0= Use as regular I/O

• Pin Planner (Assignments > Pins) を使用し、次のピンがデバイスのそれぞれのコンフィグ
レーション機能に割り当てられていることを確認します。

— data0_to_the_epcs_controller = DATA0

— sdo_from the_epcs_controller = DATA1,ASDO

— dclk_from_epcs_controller = DCLK

— sce_from_the_epcs_controller = FLASH_nCE

インテルのデバイスのコンフィグレーション・ピンの詳細に関しては、Pin-Out Files for Intel Devices
のページを参照してください。

関連情報
• Nios II Flash Programmer User Guide

• Pin-Out Files for Intel FPGA devices

18.2.1.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイスとレジスター

EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアには単一の Avalon-MM スレーブ・インター
フェイスがあり、ブートローダー・コードおよび、コアを制御するレジスターへのアクセスをどちらも提供
します。次に示すように、 初のセグメントはブートローダー・コードに専用で、次の 7 ワードはコントロ
ール・レジスターとデータレジスターです。Nios II CPU では、コアのベースアドレスから始まる命令ワー
ドをフラットメモリー空間として読み取ることができます。これにより、CPU はコアのアドレス空間をリ
セットすることができます。

EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアには割り込み信号が含まれており、転送が完
了した際の CPU への割り込みに使用することができます。
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表 154. EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアのレジスターマップ

オフセット
(32 ビット・ワード・アドレス)

レジスター名 R/W ビットの説明

31:0

0x00 .. 0xFF Boot ROM Memory R ブートローダー・コード

0x100 Read Data R

0x101 Write Data W

0x102 Status R/W

0x103 Control R/W

0x104 Reserved —

0x105 Slave Enable R/W

0x106 End of Packet R/W

注意: インテルでは、コントロール・レジスターとデータレジスターの使用法を公開していません。EPCS/
EPCQA デバイスにアクセスするには、インテルより提供されている HAL ドライバーを使用する必要が
あります。

18.3.  コンフィグレーション

コアは、Nios II プロセッサーに接続する必要があります。コアは、HAL ベースの Nios II システムに向
けたドライバー、および Nios II プロセッサーと互換性のあるプリコンパイルされたブートローダー・コ
ードを提供します。

Cyclone III、Cyclone IV、および インテル Cyclone 10 LP 以外のデバイスファミリーでは、
MegaWizard™インターフェイスを使用してコアをコンフィグレーションし、専用ピンの代わりに汎用
I/O ピンを使用することができます。これには、Automatically select dedicated active
serial interface (サポートされている場合)、および Use dedicated active serial
interface の両方のパラメーターをオフにします。

各 FPGA デザインでは、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを 1 つのみインスタ
ンス化することができます。

18.4. インターフェイス信号

表 155. インターフェイス信号

信号名 幅 方向 説明

クロック・インターフェイス

clk 1 入力 IP コアのクロックに使用される入力クロック

リセット・インターフェイス

reset_n 1 入力 IP コアのリセットに使用される同期リセット

resetrequest 1 入力 RAM メモリーをリセットします

Avalon Memory-Mapped インターフェイス・スレーブ・インターフェイス
continued...   
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信号名 幅 方向 説明

address 9 入力
システム・インターコネクト・ファブリックからの
Avalon Memory-Mapped インターフェイス・ア
ドレス・ライン

chipselect 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイス・チ
ップセレクト信号

dataavailable 1 出力 読み出し転送に向けてデータの準備ができている
ことを示すフロー制御信号

endofpacket 1 出力 SPI データワードの終わりを示すフロー制御信号

read_n 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイス読
み出し要求信号

readdata 32 出力
読み出し転送におけるシステム・インターコネク
ト・ファブリックへの Avalon Memory-Mapped
インターフェイス読み出しデータ

readyfordata 1 出力 書き込み転送を受け入れることができるかを示す
フロー制御信号

write_n 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイス書
き込み要求信号

write_data 32 入力
システム・インターコネクト・ファブリックからの
Avalon Memory-Mapped インターフェイス書
き込みデータ

割り込み信号

irq 1 出力 割り込み信号

コンジットポート

dclk 1 出力 フラッシュデバイスにクロック信号を提供します

sce 1 出力 フラッシュデバイスに ncs信号を提供します

sdo 1 出力 フラッシュデバイスにデータを供給する出力ポー
ト

data0 1 入力 フラッシュデバイスからデータを供給する入力ポ
ート

18.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアのソフトウェア・プログ
ラミング・モデルについて説明します。インテルでは、HAL システム・ライブラリーのドライバーを提供し
ています。そのため、HAL API 関数を使用して EPCS/EPCQA メモリーの消去および書き込みが可能で
す。インテルでは、コアのレジスターの使用法を公開していません。よって、インテルより提供されている
HAL ドライバーを使用し、EPCS/EPCQA デバイスにアクセスする必要があります。

関連情報
Using Flash Devices

18.5.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルが提供しているドライバーには、HAL フラッシュ・デバイス・ドライバーが実装されています。こ
れは、Nios II システム向けの HAL システム・ライブラリーに統合されます。プログラムにより、広く利用
されている HAL API 関数を呼び出し、EPCS/EPCQA メモリーをプログラミングします。それらを使用
する際は、基部となるドライバーの詳細を理解する必要はありません。
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EPCS/EPCQA デバイスのドライバーは、縮小デバイスドライバーのオプションが BSP またはシステム・
ライブラリーで有効になっている場合は除外されます。縮小デバイスドライバーのオプションが有効にな
っている状態で BSP に EPCS/EPCQA ドライバーを強制的に含めるには、ヘッダーを含める前に、プリ
プロセッサー・シンボルの ALT_USE_EPCS/EPCQA_FLASHを次のように定義します。

#define ALT_USE_EPCS/EPCQA_FLASH

#include <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

フラッシュをプログラミングする HAL API に関しては、C コードの例を含めて、Nios II Classic
Software Developer's Handbook で詳細に説明されています。

EPCS/EPCQA デバイスコンテンツの管理とプログラミングの詳細に関しては、 Nios II Flash
Programmer User Guide を参照してください。

18.5.2. ソフトウェア・ファイル

EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアは、次のソフトウェア・ファイルを提供します。
これらのファイルは、ハードウェアへの低レベルアクセスおよび、Nios II HAL システム・ライブラリーに
統合されるドライバーを提供します。アプリケーション開発者がこれらのファイルを変更することは推奨
されません。

• altera_avalon_epcs_flash_controller.h、
altera_avalon_epcs_flash_controller.c — ヘッダーファイルとソースファイル
で、HAL システム・ライブラリーへの統合に必要なドライバーを定義します。

• epcs_commands.h、epcs_commands.c - ヘッダーファイルとソースファイルで、EPCS/
EPCQA デバイス・ハードウェアを直接制御し、デバイスの読み出しと書き込みを行います。これらの
ファイルは、インテル FPGA SPI コアのドライバーにも依存します。

18.6. ドライバーの API

表 156. alt_epcs_flash_get_info

プロトタイプ alt_epcs_flash_get_info(alt_flash_fd* fd, flash_region** info, int* number_of_regions)

インクルード <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

パラメーター • fd – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• info - フラッシュ領域へのポインター
• number_of_regions - 領域数へのポインター

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -ENOMEM は、領域数がフラッシュ領域の 大数を超えている場合
• -EIO はハードウェアの問題の可能性がある場合

説明 消去ブロックのテーブルをユーザーに渡します。

表 157. alt_epcs_flash_erase_block

プロトタイプ alt_epcs_flash_erase_block(alt_flash_dev* flash_info, int block_offset)

インクルード <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

continued...   

18. EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

214

http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii5v2.pdf
http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2sw_nii5v2.pdf
http://www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_flash_programmer.pdf
http://www.altera.com/literature/ug/ug_nios2_flash_programmer.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


パラメーター • flash_info – フラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 消去するセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセット

戻り値 成功の場合は 0 を返します。

説明 選択されている消去ブロックを消去します。

表 158. alt_epcs_flash_write_block

プロトタイプ alt_epcs_flash_write_block(alt_flash_dev* flash_info, int block_offset, int data_offset, const
void* data, int length)

インクルード <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

パラメーター • flash_info – フラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 現在の消去ブロックのベース
• data_offset – 書き込み先の始まりの絶対アドレス
• data – 書き込まれるデータ
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返します。

説明 データの 1 ブロック/セクターをフラッシュに書き込みます。書き込みの長さを隣接するセクターに広げることは
できません。

表 159. alt_epcs_flash_write

プロトタイプ alt_epcs_flash_write (alt_flash_dev* flash_info, int offset, const void* src_addr, int length)

インクルード <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

パラメーター • flash_info – フラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• src_addr – ソースバッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返します。

説明 選択されているアドレスでフラッシュにデータをプログラミングします。この関数は、必要に応じてブロックを自
動的に消去します。

表 160. alt_epcs_flash_read

プロトタイプ alt_epcs_flash_read(alt_flash_dev* flash_info, int offset, void* dest_addr, int length)

インクルード <altera_avalon_epcs_flash_controller.h>

パラメーター • flash_info – フラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーから読み出されるオフセット
• dest_addr – 宛先バッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返します。

説明 選択されているアドレスでフラッシュからデータを読み出します。

18. EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

215

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


18.7. EPCS/EPCQA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.09.24 18.1 インターフェイス信号およびドライバーの API のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 • コアの概要に、EPCS デバイスの廃止に関する情報を追加しました。
• EPCS のインスタンスを EPCS/EPCQA に変更しました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2013 年 12 月 v13.1.0 「EPCS シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアのレジスターマップ」の表から Cyclone
および Cyclone II デバイスの情報を削除しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 レジスターフィールドとビットの説明を改訂しました。
HAL システム・ライブラリーのサポートに関するセクションを更新しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 EPCS シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアのレジスターマップの表で、他のデバイス
ファミリーのブート ROM メモリーオフセットを更新しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 ブート ROM サイズを更新しました。
Cyclone III デバイスにおいて出力ピンを接続するために行う追加手順を加えました。

この章の以前のバージョンについては、Intel Quartus Prime Handbook Archive を参照してくださ
い。
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19.  インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア

インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアは、ASMI Parallel IP および、ASMI パラレ
ル・コンジット・インターフェイスを Avalon インターフェイスに変換するロジックをラップします。この IP
コアは、25MHz の FMAX をサポートします。

関連情報
汎用シリアル・フラッシュ・インターフェイスのインテル FPGA IP コアのユーザーガイド

新しい (Nios II 以外の) デザインの場合、インテルでは、この IP コアではなく汎用シリアル・フラッ
シュ・インターフェイス・インテル FPGA IP コアを使用することを推奨しています。

19.1. パラメーター

図 -65: プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

19.1.1. コンフィグレーションのデバイスタイプ

次のデバイスタイプをコンフィグレーション・デバイス・タイプのドロップダウン・メニューから選択するこ
とができます。ここでは、使用する EPCQ タイプを指定することができます。

• EPCS16

• EPCS64

• EPCS128

• EPCQ16

• EPCQ32

• EPCQ64

• EPCQ128

• EPCQ256

• EPCQ512

• EPCQL256

• EPCQL512
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• EPCQL1024

• EPCQ4A

• EPCQ16A

• EPCQ32A

• EPCQ64A

• EPCQ128A

EPCS、EPCQ、または EPCQL デバイスをインテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラーに使用し
ている場合は、MSEL ピンを AS または ASx4 のコンフィグレーション・スキームに設定する必要があり
ます。

19.1.2. I/O モード

パラメーター・メニューから、標準 (AS コンフィグレーション) またはクアッド (ASx4 コンフィグレーシ
ョン) の I/O モードのいずれかを選択することができます。

19.1.3. チップセレクト

インテル Arria 10 デバイスの場合は、 大 3 つのフラッシュチップをパラメーター・メニューから選択
することができます。

19.1.4. インターフェイス信号

表 161. インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

クロック

clk 1 入力 25MHz の 大入力クロック

リセット

reset_n 1 入力 クアッド SPI コントローラーのリ
セットに使用される非同期リセッ
ト

CSR 向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_csr)

avl_csr_addr 3 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。

avl_csr_read 1 入力 csr への Avalon-MM 読み出し制
御

avl_csr_write 1 入力 csr への Avalon-MM 書き込み制
御

avl_csr_waitrequest 1 出力 csr からの Avalon-MM 待機要求
制御

avl_csr_wrdata 32 入力 csr への Avalon-MM 書き込みデ
ータバス

avl_csr_rddata 32 出力 csr からの Avalon-MM 読み出し
データバス

continued...   

19.  インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

218

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


信号 幅 方向 説明

avl_csr_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、csr 読み出しデータが利
用可能であることを示します

割り込み信号

irq 1 出力 割り込み信号で、不正な書き込み
または不正な消去があるかを特定
します

メモリーアクセス向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_ mem)

avl_mem_addr * 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。アドレスの幅は、フラッシ
ュメモリーの密度から 2 を引いた
値によって決まります。
インテル Arria 10 を使用してい
る場合、MSB ビットはチップセレ
クト情報に使用されます。ユーザ
ーは、必要なチップセレクトの数を
GUI で選択できます。
ユーザーが 1 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr に追加されるビ
ットはありません。
ユーザーが 2 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 1 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’0
Chip 2 – b’1
ユーザーが 3 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 2 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’00
Chip 2 – b’01
Chip 3 – b’10

avl_mem_read 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 読み出
し制御

avl_mem_write 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
み制御

avl_mem_wrdata 32 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータバス

avl_mem_byteenble 4 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータ・イネーブル・ビット。バー
ストモード時に、バイト・イネーブ
ル・バスのビットは常にすべて
High の状態になります
(4'b1111)。

avl_mem_burstcount 7 入力 メモリーの Avalon-MM バースト
カウント。値の範囲は 1 から 64
になります。

avl_mem_waitrequest 1 出力 メモリーからの Avalon-MM 待機
要求制御

avl_mem_rddata 32 出力 メモリーからの Avalon-MM 読み
出しデータバス

continued...   
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信号 幅 方向 説明

avl_mem_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、メモリー読み出しデータ
が利用可能であることを示します

コンジット・インターフェイス

flash_dataout 4 入力/出力 フラッシュデバイスからデータを
供給する入力/出力ポート

flash_dclk_out 1 出力 フラッシュデバイスにクロック信
号を提供します

flash_ncs 1/3 出力 フラッシュデバイスに ncs 信号を
提供します

インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラーは、25MHz で FMAX をサポートします。

注意: 外部 EPCQ フラッシュとともにインテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアを使用する場
合は、コントロール信号のインターフェイス・マッピングは必要ありません。

19.2. レジスター

19.2.1. レジスターのメモリーマップ

次の表の各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表しています。

表 162. レジスターのメモリーマップ

レジスター オフセット 幅 アクセス 説明

FLASH_RD_STATUS 0x0 8 R フラッシュデバイスのステータスレジスターで読み出
し操作を実行し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_RD_SID 0x1 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのシリコ
ン ID を抽出し、リード・バック・データを保存します。
EPCS16 および EPCS64 フラッシュデバイスでのみ
サポートされます。

FLASH_RD_RDID 0x2 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのメモリ
ー容量を抽出し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_MEM_OP 0x3 24 W メモリーを保護および消去します。

FLASH_ISR 0x4 2 RW 割り込みステータスレジスター

FLASH_IMR 0x5 2 RW 割り込みステータスレジスターをマスクします。

FLASH_CHIP_SELECT 0x6 3 W チップセレクトの値
• B’000/b’001 - チップ 1
• B'010 - チップ 2
• B'100 - チップ 3
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19.2.2. レジスターの説明

19.2.2.1. FLASH_RD_STATUS

表 163. FLASH_RD_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_status

表 164. FLASH_RD_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_status この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。

R 0x0

19.2.2.2. FLASH_RD_SID

表 165. FLASH_RD_SID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_sid

表 166. FLASH_RD_SID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_sid この 8 ビットのデータには、シリコン ID 読み取り操作からの情
報が含まれます。

R 0x0

19.2.2.3. FLASH_RD_RDID

表 167. FLASH_RD_RDID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_rdid
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表 168. FLASH_RD_RDID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_rdid この 8 ビットのデータには、メモリー容量の読み取り操作からの
情報が含まれます。フラッシュの製造 ID の情報が保持されま
す。

R 0x0

19.2.2.4. FLASH_MEM_OP

表 169. FLASH_MEM_OP

ビットフィールド

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

Reserved Sector value

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

Sector value Reserved Memory
protect/erase

operation

表 170. FLASH_MEM_OP のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:24 Reserved 予約済み - 0x0

23:8 Sector value フラッシュデバイスのセクター値を設定し、特定のメモリーセク
ターを消去したり、消去または書き込みから保護したりできるよ
うにします。詳細は、「セクター保護およびセクター消去コマンド
における有効なセクターの組み合わせ」のセクションを参照して
ください。

W 0x0

7:2 Reserved 予約済み - 0x0

1:0 Memory protect/erase
operation

• 2’b11 – セクター保護
セクター保護操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM_OP[23:8] の値を取
り、フラッシュのステータスレジスターに書き込みます。ステ
ータスレジスターにはブロック保護ビットが含まれており、
書き込みまたは消去から保護されるメモリーセクターを表
します。

• 2’b10 – セクター消去
セクター消去操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM _OP[23:8] の値に
基づきフラッシュデバイスのメモリーセクターの消去を開
始します。

• 2’b01 – 一括消去
一括消去操作を実行するアクティブ High のポート。アサー
トされると、IP は完全消去操作を実行し、フラッシュデバイ
スのすべてのメモリービットを「1」に設定します。これにはフ
ラッシュデバイスの汎用メモリーが含まれます。一括消去
は、EPCQ512-L や EPCQ1024-L などのスタックダイでは
サポートされていません。

• 2’b00 – N/A

W 0x0
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19.2.2.4.1. セクター保護およびセクター消去コマンドにおける有効なセクターの組み合わせ

セクター保護

セクター保護コマンドは、複数のセクターで操作を実行することができます。これには、有効なセクター
の組み合わせ値を FLASH_MEM_OP[23:8] に提供します。

セクターの組み合わせ値の提供には 5 ビットのみが必要です。ビット 13 からビット 23 は予約されてお
り、0 に設定する必要があります。

表 171. セクター値に向けた FLASH_MEM_OP のビット

23 ... ... 13 12 11 10 9 8

Reserved TB BP3 BP2 BP1 BP0

セクターの組み合わせ値の詳細は、Quad-Serial Configuration (EPCQ) Devices Datasheet を参
照してください。

セクター消去

セクター消去コマンドの場合は、一度に 1 つのセクターで操作を実行することができます。各セクターに
は 65536 バイトのデータが含まれています。これは、65536 アドレス位置に相当します。消去する場合
は、1 つのセクター値を FLASH_MEM_OP[23:8] に提供する必要があります。例えば、フラッシュ
256 のセクター 127 を消去する場合は、’b0000 0000 0111 1111を
FLASH_MEM_OP[23:8] に割り当てる必要があります。

表 172. さまざまなフラッシュデバイスのセクター数

EPCQ16 EPCQ32 EPCQ64 EPCQ128 EPCQ256 EPCQ512 EPCQ1024

有効なセクター
範囲

0 から 31 0 から 63 0 から 127 0 から 255 0 から 511 0 から 1023 0 から 2047

19.2.2.5. FLASH_ISR

表 173. FLASH_ISR

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Illegal
write

Illegal
erase

表 174. FLASH_ISR のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:2 Reserved 予約済み - 0x0

1 Illegal write 書き込み命令がフラッシュメモリーの保護されているセクター
をターゲットにしていることを示します。このビットが設定され
ると、IP が書き込み命令をキャンセルしたことを示しています。

RW 1C 0x0

0 Illegal erase 消去命令がフラッシュメモリーの保護されているセクターに設
定されていることを示します。このビットが設定されると、IP が
消去命令をキャンセルしたことを示しています。

RW 1C 0x0
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19.2.2.6. FLASH_IMR

表 175. FLASH_IMR

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved M_ille
gal_w
rite

M_ille
gal_e
rase

表 176. FLASH_IMR のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:2 Reserved 予約済み - 0x0

1 M_illegal_write 不正な書き込みに対する割り込みのマスクビット
• 0: 対応する割り込みは無効です
• 1: 対応する割り込みは有効です

RW 0x0

0 M_illegal_erase 不正な消去に対する割り込みのマスクビット
• 0: 対応する割り込みは無効です
• 1: 対応する割り込みは有効です

RW 0x0

19.2.2.7. FLASH_CHIP_SELECT

表 177. FLASH_CHIP_SELECT

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Chip_
select
bit 3

Chip_
select
bit 2

Chip_
select
bit 1

表 178. FLASH_CHIP_SELECT のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:3 Reserved 予約済み - 0x0

2 Chip_select bit 3 フラッシュチップ 3 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

1 Chip_select bit 2 フラッシュチップ 2 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

0 Chip_select bit 1 フラッシュチップ 1 を選択するには、このビットに 1 または 0
を発行し、残りのビットを 0 にします。

W 0x0

19.3.  Nios II ツールのサポート

関連情報
• Using Flash Devices
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• Using Flash Devices

19.3.1. フラッシュからの Nios II の起動

フラッシュから Nios II を起動する際は、コンパクト・フラッシュ・インターフェイス (CFI) と同様のフロ
ーを使用します。使用するブートコピアーは、CFI フラッシュに使用されるものと同じです。

ブートコピアーはフラッシュに配置されます。これはブートコピー・プロセスにパフォーマンス上の影響
を与える可能性があり、フラッシュキャッシュを使用することで軽減することができます。

フラッシュから起動する場合は、主に 2 つのシナリオがあります。

• インプレースで実行する

このシナリオではブートコピアーは必要ありません。Nios II は、フラッシュにあるカスタマーコー
ドを直接実行します。

• コードを揮発性メモリーにコピーして起動する

このシナリオにはブートコピアーが必要です。Nios II はブート・コピアー・コードを実行し、ブートコ
ピアーでカスタマーコードを揮発性メモリーにコピーします。これは通常、コードのランタイムのパ
フォーマンスが懸念される場合に使用されます。

19.3.1.1. ブートコピアー使用時におけるフラッシュメモリーのマップと Nios II リセットベクトルの設
定

次の図は、ブートコピアーを使用している場合のフラッシュメモリーのマップを表しています。このメモ
リーマップは、FPGA イメージが先頭に格納されていると仮定しています。

図 -66: ブートコピアー使用時の EPCQ フラッシュレイアウト

Customer Data (*.hex)

FPGA Image (*.sof)
0x00000000

0x0000E400

Boot Copier

Application Code

0x01E0E400
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メモリーマップの先頭には FPGA イメージがあり、次にブートコピアー、アプリケーション、そしてカスタ
マーデータが続きます。FPGA イメージのサイズは不明です。正確なサイズは、インテル Quartus
Prime のコンパイル後に判明します。ただし、Nios II のリセットベクトルはプラットフォーム・デザイナ
ーで設定する必要があり、FPGA イメージの直後 (つまり、ブートコピアーの始まり) を指す必要があり
ます。

FPGA イメージのサイズ上限を決定し、プラットフォーム・デザイナーで Nios II のリセットベクトルを設
定することにより、FPGA イメージ後に開始するようにします。

19.3.1.2. ブート・コピアー・ファイル

使用されるブートコピアーは、memcpy ベースのブートコピアーとしても知られる CFI ブートコピアー
です。ブートコピアーは、Intel HEX、Quartus HEX、または SREC の 1 つもしくは複数の形式で提供さ
れます。

19.3.1.3.  Nios II SBT でブートコピアーを追加する場合

Nios II SBT ツールは、.text リンカーセクションの位置に基づきブートコピアーを追加するかを特定
します。.text リンカーセクションがリセットベクトルが指す位置とは異なるメモリーにある場合は、コ
ードコピーが必要なことを示しています。このシナリオではブートコピアーが必要です。既存のロジック
を使用し、シナリオに応じてブートコピアーありまたはなしでプログラミング・ファイルを生成することが
できます。

19.3.1.4. HEX プログラミング・ファイルの作成

Nios II ソフトウェア・ビルド・ツール (SBT) アプリケーションの Makefile「make
mem_init_generate」のターゲットは、メモリー初期化ファイルの生成を担当します。これには、フラッ
シュメモリーのフラッシュに使用されるプログラミング・ファイル (SREC、HEX) と、シミュレーションで
メモリーを初期化するファイル (DAT、HEX) の生成が含まれます。

ブートシナリオ 1 (インプレース実行) の場合、「make mem_init_generate」は、ELF ロード可能セ
クションを含む HEX ファイルを生成します。

ブートシナリオ 2 (コードを揮発性メモリーにコピーして起動) の場合、「make
mem_init_generate」は、ブートコピアーと ELF ペイロードの両方を含む HEX ファイルを生成しま
す。「make mem_init_generate」は SBT から呼び出し可能です。

19.3.1.5. フラッシュのプログラミング

フラッシュのプログラミングは、quartus_cpf を使用し、コンパイルされた FPGA イメージ (SOF) を
アプリケーション・イメージ (Nios II SBT で生成された HEX ファイル) と結合することによって行われ
ます。この結合の結果は POF であり、インテル Quartus Prime の Programmer を使用してフラッシ
ュにプログラミングすることができます。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアにおいて、「Convert Programming File tool」
(quartus_cpf) は、File >> Convert Programming Filesを選択することによって呼び
出すことができます。
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19.3.1.6. カスタム・ブート・コピアー

カスタム・ブート・コピアーを使用することができます。「make mem_init_generate」で内部の変換ツ
ールを呼び出し、コンパイルされた ELF からプログラミング・ファイルを作成します。これらのツールに
は、カスタム・ブート・コピアーを指定するブートオプションがあります。ユーザーは、ベースとなるこれら
の変換ツールを呼び出し、カスタム・ブート・コピアーでプログラミング・ファイルを生成する必要があり
ます。

19.3.1.7. インプレース実行

インプレース実行には、オンチップ RAM を使用するインプレース実行との違いはありません。Nios II
のリセットおよび例外ベクトルがフラッシュメモリーを指している限り、実行はインプレースで行われま
す。

Nios II のボード・サポート・パッケージ (BSP) の設定を編集し、alt_load機能で書き込み可能なメ
モリーセクションを揮発性メモリーにコピーし、読み取り専用セクションをフラッシュメモリーに保持で
きるようにします。

19.3.2.  Nios II HAL ドライバー

このコントローラーに対する HAL API は、次のソフトウェア・ファイルで利用することができます。

• altera_epcq_controller.h

• altera_epcq_controller.c

これらのファイルは、HAL システム・ライブラリーに向けたシリアル・フラッシュ・コントローラー・コアの
デバイスドライバーを実装します。

Nios II HAL は、多くの汎用デバイスモデルのクラスをサポートします。これには、デバイスフラッシュ向
けのクラスも含まれます。これらの汎用クラスに対して開発すると、ドライバーの機能に一貫したインタ
ーフェイスが提供されるため、HAL でドライバーの機能に一様にアクセスできるようになります。

詳細に関しては、Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layerの Flash
Device Drivers セクションを参照してください。

関連情報
• Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layer

• Nios II Configuration and Booting Solutions

19.4. ドライバーの API

表 179. alt_epcq_controller_lock

プロトタイプ alt_epcq_controller_lock(alt_flash_dev *flash_info, alt_u32 sectors_to_lock)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• ector_to_lock - EPCQ のブロック保護ビット

戻り値 成功した場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。

continued...   
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• -EINVAL は無効な引数
• -ETIME は 0.7 秒後のタイムアウトおよびループのスキップ
• -ENOLCK はセクターロック失敗

説明 書き込みおよび消去から保護されるメモリーセクターの範囲をロックします。

表 180. alt_epcq_controller_get_info

プロトタイプ alt_epcq_controller_get_info(alt_flash_dev *fd, flash_region **info, int *number_of_regions)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • fd – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• info - フラッシュ領域へのポインター
• number_of_regions - 領域数へのポインター

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO はハードウェアの問題の可能性がある場合

説明 消去ブロックのテーブルをユーザーに渡します。フラッシュは、使用されるデバイスのセクター数とサイズを示す
単一のフラッシュ領域を返します。

表 181. alt_epcq_controller_erase_block

プロトタイプ alt_epcq_controller_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 消去するセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は消去が失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 単一のフラッシュセクターを消去します。

表 182. alt_epcq_controller_write_block

プロトタイプ alt_epcq_controller_write_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset, int data_offset,
const void *data, int length)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 書き込みを行うセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセッ

ト
• data-offset – メモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• data – 書き込まれるデータ
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 データの 1 ブロック/セクターをフラッシュに書き込みます。書き込みの長さを隣接するセクターに広げることは
できません。
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表 183. alt_epcq_controller_write

プロトタイプ alt_epcq_controller_write (alt_flash_dev *flash_info, int offset, const void *src_addr, int
length)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• src_addr – ソースバッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 選択されているアドレスでフラッシュにデータをプログラミングします。この関数は、必要に応じてブロックを自
動的に消去します。

表 184. alt_epcq_controller_read

プロトタイプ alt_epcq_controller_read(alt_flash_dev *flash_info, int offset, void* dest_addr, int length)

インクルード <altera_epcq_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーから読み出されるバイトオフセット
• dest_addr – 宛先バッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数

説明 選択されているアドレスでフラッシュからデータを読み出します。

19.5.  インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.09.24 18.1 • サポートされるコンフィグレーションのデバイスタイプのリストを訂正しました。
• コントローラー II に関する情報を、新しい章の インテル FPGA シリアル・フラッシュ・

コントローラー II コアに移動しました。
• ドライバーの API のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 • インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー・コアおよびコントローラー II コ
アの FMAX 値を追加しました。

• インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コアのレジスターの説明を追
加しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 新しいコンフィグレーション・デバイス・タイプを追加しました。

2017 年 5 月 2017.05.08 インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コアのセクションを新しく追加し
ました。

2015 年 6 月 2015.06.12 初版
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20.  インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コア

インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II は、Intel FPGA ASMI2 Parallel IP、および
ASMI2 Parallel コンジット・インターフェイスを Avalon インターフェイスに変換するロジックをラップ
します。

インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II は、50MHz で FMAX をサポートします。一方、イ
ンテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラーは 25MHz で FMAX をサポートします。

関連情報
汎用シリアル・フラッシュ・インターフェイスのインテル FPGA IP コアのユーザーガイド

新しい (Nios II 以外の) デザインの場合、インテルでは、この IP コアではなく汎用シリアル・フラッ
シュ・インターフェイス・インテル FPGA IP コアを使用することを推奨しています。

20.1. パラメーター

図 -67: プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

20.1.1. コンフィグレーションのデバイスタイプ

次のデバイスタイプをコンフィグレーション・デバイス・タイプのドロップダウン・メニューから選択するこ
とができます。ここでは、EPCQ を指定することができます。

• EPCQ16

• EPCQ32

• EPCQ64

• EPCQ128

• EPCQ256

• EPCQ512

• EPCQL256

• EPCQL512

• EPCQL1024
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• EPCQ4A

• EPCQ16A

• EPCQ32A

• EPCQ64A

• EPCQ128A

EPCS、EPCQ または EPCQL デバイスをインテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II に使
用している場合は、MSEL ピンを AS または ASx4 のコンフィグレーション・スキームに設定する必要が
あります。

20.1.2. I/O モード

パラメーター・メニューから、標準 (AS コンフィグレーション) またはクアッド (ASx4 コンフィグレーシ
ョン) の I/O モードのいずれかを選択することができます。

20.1.3. チップセレクト

インテル Arria 10 デバイスの場合は、 大 3 つのフラッシュチップをパラメーター・メニューから選択
することができます。

20.1.4. インターフェイス信号

表 185. インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

クロック

clk 1 入力 50MHz の 大入力クロック

リセット

reset_n 1 入力 クアッド SPI コントローラーのリ
セットに使用される非同期リセッ
ト

CSR 向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_csr)

avl_csr_addr 3 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。

avl_csr_read 1 入力 csr への Avalon-MM 読み出し制
御

avl_csr_write 1 入力 csr への Avalon-MM 書き込み制
御

avl_csr_waitrequest 1 出力 csr からの Avalon-MM 待機要求
制御

avl_csr_wrdata 32 入力 csr への Avalon-MM 書き込みデ
ータバス

avl_csr_rddata 32 出力 csr からの Avalon-MM 読み出し
データバス

avl_csr_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、csr 読み出しデータが利
用可能であることを示します。

continued...   
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信号 幅 方向 説明

メモリーアクセス向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_ mem)

avl_mem_addr * 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。アドレスの幅は、フラッシ
ュメモリーの密度から 2 を引いた
値によって決まります。
インテル Arria 10 を使用してい
る場合、MSB ビットはチップセレ
クト情報に使用されます。ユーザ
ーは、必要なチップセレクトの数を
GUI で選択できます。
ユーザーが 1 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr に追加されるビ
ットはありません。
ユーザーが 2 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 1 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’0
Chip 2 – b’1
ユーザーが 3 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 2 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’00
Chip 2 – b’01
Chip 3 – b’10

avl_mem_read 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 読み出
し制御

avl_mem_write 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
み制御

avl_mem_wrdata 32 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータバス

avl_mem_byteenble 4 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータ・イネーブル・ビット。バー
ストモード時に、バイト・イネーブ
ル・バスのビットは常にすべて
High の状態になります
(4'b1111)。

avl_mem_burstcount 7 入力 メモリーの Avalon-MM バースト
カウント。値の範囲は 1 から 64
になります。

avl_mem_waitrequest 1 出力 メモリーからの Avalon-MM 待機
要求制御

avl_mem_rddata 32 出力 メモリーからの Avalon-MM 読み
出しデータバス

avl_mem_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、メモリー読み出しデータ
が利用可能であることを示します。

コンジット・インターフェイス
continued...   
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信号 幅 方向 説明

flash_dataout 4 入力/出力 フラッシュデバイスからデータを
供給する入力/出力ポート

flash_dclk_out 1 出力 フラッシュデバイスにクロック信
号を提供します

flash_ncs 1/3 出力 フラッシュデバイスに ncs 信号を
提供します

20.2. レジスター

20.2.1. レジスターのメモリーマップ

次の表の各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表しています。

表 186. レジスターのメモリーマップ

レジスター オフセット 幅 アクセス 説明

FLASH_RD_STATUS 0x0 8 R フラッシュデバイスのステータスレジスターで読み出
し操作を実行し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_RD_RDID 0x2 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのメモリ
ー容量を抽出し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_MEM_OP 0x3 24 W メモリーの保護、消去、および書き込みイネーブルを
行います。

FLASH_CHIP_SELECT 0x6 3 W チップセレクトの値:
• b’000/b’001 - チップ 1
• b'010 - チップ 2
• b'100 - チップ 3

EPCQ_FLAG_STATUS 0x7 8 RW 書き込み/読み出し操作を実行し、デバイスからフラ
グステータスをクリア/読み出します。

DEVICE_ID_DATA_0 0x8 32 R デバイス ID データの 初のワード

DEVICE_ID_DATA_1 0x9 32 R デバイス ID データの 2 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_2 0xA 32 R デバイス ID データの 3 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_3 0xB 32 R デバイス ID データの 4 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_4 0xC 32 R デバイス ID データの 5 番目のワード

20.2.2. レジスターの説明

20.2.2.1. FLASH_RD_STATUS

表 187. FLASH_RD_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_status
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表 188. FLASH_RD_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_status この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。

R 0x0

20.2.2.2. FLASH_RD_RDID

表 189. FLASH_RD_RDID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_rdid

表 190. FLASH_RD_RDID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_rdid この 8 ビットのデータには、メモリー容量の読み取り操作からの
情報が含まれます。フラッシュの製造 ID の情報が保持されま
す。

R 0x0

20.2.2.3. FLASH_MEM_OP

表 191. FLASH_MEM_OP

ビットフィールド

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

Reserved Sector value

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

Sector value Reserved Memory protect/erase/
write enable operation
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表 192. FLASH_MEM_OP のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:18 Reserved 予約済み - 0x0

23:8 Sector value フラッシュデバイスのセクター値を設定し、特定のメモリーセク
ターを消去したり、消去または書き込みから保護したりできるよ
うにします。詳細は、セクター保護およびセクター消去コマンド
における有効なセクターの組み合わせのセクションを参照して
ください。

W 0x0

7:3 Reserved 予約済み - 0x0

2:0 Memory protect/erase/
write enable operation

• 3’b011 – セクター保護
セクター保護操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM_OP[23:8] の値を取
り、フラッシュのステータスレジスターに書き込みます。ステ
ータスレジスターにはブロック保護ビットが含まれており、
書き込みまたは消去から保護されるメモリーセクターを表
します。

• 3’b010 – セクター消去
セクター消去操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM _OP[23:8] の値に
基づきフラッシュデバイスのメモリーセクターの消去を開
始します。

• 3’b001 – 一括消去
一括消去操作を実行するアクティブ High のポート。アサー
トされると、IP は完全消去操作を実行し、フラッシュデバイ
スのすべてのメモリービットを「1」に設定します。これには、
フラッシュデバイスの汎用メモリーが含まれます。一括消去
は、EPCQ512-L や EPCQ1024-L などのスタックダイでは
サポートされていません。

• 3’b100 – 書き込みイネーブル操作
他のオプションはすべて N/A です。
低レベルアクセス操作の詳細な実行方法に関しては、それぞれ
のフラッシュのデータシートを参照してください。

W 0x0

20.2.2.3.1. セクター保護およびセクター消去コマンドにおける有効なセクターの組み合わせ

セクター保護

セクター保護コマンドは、複数のセクターで操作を実行することができます。これには、有効なセクター
の組み合わせ値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供します。

セクターの組み合わせ値の提供には 5 ビットのみが必要です。ビット 13 からビット 23 は予約されてお
り、0 に設定する必要があります。

表 193. セクター値に向けた FLASH_MEM_OP のビット

23 ... ... 13 12 11 10 9 8

Reserved TB BP3 BP2 BP1 BP0

セクターの組み合わせ値の詳細は、Quad-Serial Configuration (EPCQ) Devices Datasheet を参
照してください。
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セクター消去

セクター消去コマンドの場合は、一度に 1 つのセクターで操作を実行することができます。各セクターに
は 65536 バイトのデータが含まれています。これは、65536 アドレス位置に相当します。消去する場合
は、1 つのセクター値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供する必要があります。例えば、フラッシュ
256 のセクター 127 を消去する場合は、’b0000 0000 0111 1111を
FLASH_MEM_OP[23:8]に割り当てる必要があります。

表 194. さまざまなフラッシュデバイスのセクター数

EPCQ16 EPCQ32 EPCQ64 EPCQ128 EPCQ256 EPCQ512 EPCQ1024

有効なセクター
範囲

0 から 31 0 から 63 0 から 127 0 から 255 0 から 511 0 から 1023 0 から 2047

20.2.2.4. FLASH_CHIP_SELECT

表 195. FLASH_CHIP_SELECT

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Chip_
select
bit 3

Chip_
select
bit 2

Chip_
select
bit 1

表 196. FLASH_CHIP_SELECT のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:3 Reserved 予約済み - 0x0

2 Chip_select bit 3 フラッシュチップ 3 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

1 Chip_select bit 2 フラッシュチップ 2 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

0 Chip_select bit 1 フラッシュチップ 1 を選択するには、このビットに 1 または 0
を発行し、残りのビットを 0 にします。

W 0x0

20.2.2.5. EPCQ_FLAG_STATUS

表 197. EPCQ_FLAG_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved flag_status
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表 198. EPCQ_FLAG_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 flag_status(21) この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。フラグ・ステータス・レジスターのク
リアは、値 0 を EPCQ_FLAG_STATUSレジスターに書き込む
ことによって行います。0 以外の値は不正です。

RW 0x0

20.2.2.6. DEVICE_ID_DATA_x

表 199. DEVICE_ID_DATA_x

ビットフィールド

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

DEVICE_ID_DATA_x

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

DEVICE_ID_DATA_x

表 200. DEVICE_ID_DATA_x のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:0 DEVICE_ID_DATA_0 デバイス ID データの 初のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_1 デバイス ID データの 2 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_2 デバイス ID データの 3 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_3 デバイス ID データの 4 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_4 デバイス ID データの 5 番目のワード R 0x0

20.3.  Nios II ツールのサポート

関連情報
• Using Flash Devices

• Using Flash Devices

20.3.1. フラッシュからの Nios II の起動

フラッシュから Nios II を起動する際は、コンパクト・フラッシュ・インターフェイス (CFI) と同様のフロ
ーを使用します。使用するブートコピアーは、CFI フラッシュに使用されるものと同じです。

ブートコピアーはフラッシュに配置されます。これはブートコピー・プロセスにパフォーマンス上の影響
を与える可能性があり、フラッシュキャッシュを使用することで軽減することができます。

(21) Flag Status Register は、消去コマンドが発行されるたびに読み取る必要があります。
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フラッシュから起動する場合は、主に 2 つのシナリオがあります。

• インプレースで実行する

このシナリオではブートコピアーは必要ありません。Nios II は、フラッシュにあるカスタマーコー
ドを直接実行します。

• コードを揮発性メモリーにコピーして起動する

このシナリオにはブートコピアーが必要です。Nios II はブート・コピアー・コードを実行し、ブートコ
ピアーでカスタマーコードを揮発性メモリーにコピーします。これは通常、コードのランタイムのパ
フォーマンスが懸念される場合に使用されます。

20.3.1.1. ブートコピアー使用時におけるフラッシュメモリーのマップと Nios II リセットベクトルの設
定

次の図は、ブートコピアーを使用している場合のフラッシュメモリーのマップを表しています。このメモ
リーマップは、FPGA イメージが先頭に格納されていると仮定しています。

図 -68: ブートコピアー使用時の EPCQ フラッシュレイアウト

Customer Data (*.hex)

FPGA Image (*.sof)
0x00000000

0x0000E400

Boot Copier

Application Code

0x01E0E400

メモリーマップの先頭には FPGA イメージがあり、次にブートコピアー、アプリケーション、そしてカスタ
マーデータが続きます。FPGA イメージのサイズは不明です。正確なサイズは、インテル Quartus
Prime のコンパイル後に判明します。ただし、Nios II のリセットベクトルはプラットフォーム・デザイナ
ーで設定する必要があり、FPGA イメージの直後 (つまり、ブートコピアーの始まり) を指す必要があり
ます。

FPGA イメージのサイズ上限を決定し、プラットフォーム・デザイナーで Nios II のリセットベクトルを設
定することにより、FPGA イメージ後に開始するようにします。
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20.3.1.2. ブート・コピアー・ファイル

使用されるブートコピアーは、memcpy ベースのブートコピアーとしても知られる CFI ブートコピアー
です。ブートコピアーは、Intel HEX、Quartus HEX、または SREC の 1 つもしくは複数の形式で提供さ
れます。

20.3.1.3.  Nios II SBT でブートコピアーを追加する場合

Nios II SBT ツールは、.text リンカーセクションの位置に基づきブートコピアーを追加するかを特定
します。.text リンカーセクションがリセットベクトルが指す位置とは異なるメモリーにある場合は、コ
ードコピーが必要なことを示しています。このシナリオではブートコピアーが必要です。既存のロジック
を使用し、シナリオに応じてブートコピアーありまたはなしでプログラミング・ファイルを生成することが
できます。

20.3.1.4. HEX プログラミング・ファイルの作成

Nios II ソフトウェア・ビルド・ツール (SBT) アプリケーションの Makefile「make
mem_init_generate」のターゲットは、メモリー初期化ファイルの生成を担当します。これには、フラッ
シュメモリーのフラッシュに使用されるプログラミング・ファイル (SREC、HEX) と、シミュレーションで
メモリーを初期化するファイル (DAT、HEX) の生成が含まれます。

ブートシナリオ 1 (インプレース実行) の場合、「make mem_init_generate」は、ELF ロード可能セ
クションを含む HEX ファイルを生成します。

ブートシナリオ 2 (コードを揮発性メモリーにコピーして起動) の場合、「make
mem_init_generate」は、ブートコピアーと ELF ペイロードの両方を含む HEX ファイルを生成しま
す。「make mem_init_generate」は SBT から呼び出し可能です。

20.3.1.5. フラッシュのプログラミング

フラッシュのプログラミングは、quartus_cpf を使用し、コンパイルされた FPGA イメージ (SOF) を
アプリケーション・イメージ (Nios II SBT で生成された HEX ファイル) と結合することによって行われ
ます。この結合の結果は POF であり、インテル Quartus Prime の Programmer を使用してフラッシ
ュにプログラミングすることができます。

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアにおいて、「Convert Programming File tool」
(quartus_cpf) は、File >> Convert Programming Filesを選択することによって呼び
出すことができます。

20.3.1.6. カスタム・ブート・コピアー

カスタム・ブート・コピアーを使用することができます。「make mem_init_generate」で内部の変換ツ
ールを呼び出し、コンパイルされた ELF からプログラミング・ファイルを作成します。これらのツールに
は、カスタム・ブート・コピアーを指定するブートオプションがあります。ユーザーは、ベースとなるこれら
の変換ツールを呼び出し、カスタム・ブート・コピアーでプログラミング・ファイルを生成する必要があり
ます。

20.3.1.7. インプレース実行

インプレース実行には、オンチップ RAM を使用するインプレース実行との違いはありません。Nios II
のリセットおよび例外ベクトルがフラッシュメモリーを指している限り、実行はインプレースで行われま
す。
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Nios II のボード・サポート・パッケージ (BSP) の設定を編集し、alt_load機能で書き込み可能なメ
モリーセクションを揮発性メモリーにコピーし、読み取り専用セクションをフラッシュメモリーに保持で
きるようにします。

20.3.2.  Nios II HAL ドライバー

このコントローラーに対する HAL API は、次のソフトウェア・ファイルで利用することができます。

• altera_epcq_controller2.h

• altera_epcq_controller2.c

これらのファイルは、HAL システム・ライブラリーに向けたシリアル・フラッシュ・コントローラー II コア
のデバイスドライバーを実装します。

Nios II HAL は、多くの汎用デバイスモデルのクラスをサポートします。これには、デバイスフラッシュ向
けのクラスも含まれます。これらの汎用クラスに対して開発すると、ドライバーの機能に一貫したインタ
ーフェイスが提供されるため、HAL でドライバーの機能に一様にアクセスできるようになります。

詳細に関しては、Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layerの Flash
Device Drivers セクションを参照してください。

20.4. ドライバーの API

表 201. alt_epcq_controller2_lock

プロトタイプ alt_epcq_controller2_lock(alt_flash_dev *flash_info, alt_u32 sectors_to_lock)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• sector_to_lock - EPCQ のブロック保護ビット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -ETIME は 0.7 秒後のタイムアウトおよびループのスキップ
• -ENOLCK はセクターロック失敗

説明 書き込みおよび消去から保護されるメモリーセクターの範囲をロックします。

表 202. alt_epcq_controller2_get_info

プロトタイプ alt_epcq_controller2_get_info(alt_flash_dev *fd, flash_region **info, int
*number_of_regions)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

パラメーター • fd – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• info - フラッシュ領域へのポインター
• number_of_regions - 領域数へのポインター

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO はハードウェアの問題の可能性がある場合

説明 消去ブロックのテーブルをユーザーに渡します。フラッシュは、使用されるデバイスのセクター数とサイズを示す
単一のフラッシュ領域を返します。
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表 203. alt_epcq_controller2_erase_block

プロトタイプ alt_epcq_controller2_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 消去するセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は消去が失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 単一のフラッシュセクターを消去します。

表 204. alt_epcq_controller2_write_block

プロトタイプ alt_epcq_controller2_write_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset, int data_offset,
const void *data, int length)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 書き込みを行うセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセッ

ト
• data-offset – メモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• data – 書き込まれるデータ
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 データの 1 ブロック/セクターをフラッシュに書き込みます。書き込みの長さを隣接するセクターに広げることは
できません。

表 205. alt_epcq_controller2_write

プロトタイプ alt_epcq_controller2_write (alt_flash_dev *flash_info, int offset, const void *src_addr, int
length)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• src_addr – ソースバッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 選択されているアドレスでフラッシュにデータをプログラミングします。この関数は、必要に応じてブロックを自
動的に消去します。

表 206. alt_epcq_controller2_read

プロトタイプ alt_epcq_controller2_read(alt_flash_dev *flash_info, int offset, void* dest_addr, int length)

インクルード <altera_epcq_controller2.h>

continued...   
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パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーから読み出されるバイトオフセット
• dest_addr – 宛先バッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数

説明 選択されているアドレスでフラッシュからデータを読み出します。

20.5.  インテル FPGA シリアル・フラッシュ・コントローラー II コアの改訂履歴

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

2019.12.16 19.4 irq割り込み信号を削除しました。

2019.04.01 19.1 FLASH_ISRレジスターと FLASH_IMRレジスターを削除しました。

2018.09.24 18.1 • 新しくこの章を作成しました。以前のバージョンでは、インテル FPGA シリアル・フラッ
シュ・コントローラー・コアおよびコントローラー II コアとして同じ章にまとめられて
いました。

• ドライバーの API のセクションを新しく追加しました。
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21.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コア

インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コアは、Intel FPGA ASMI PARALLEL IP、および
ソフト ASMI ブロックをラップします。フラッシュ・インターフェイスはトップラッパーにエクスポートさ
れます。

図 -69: インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラーのブロック図
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関連情報
汎用シリアル・フラッシュ・インターフェイスのインテル FPGA IP コアのユーザーガイド

新しい (Nios II 以外の) デザインの場合、インテルでは、この IP コアではなく汎用シリアル・フラッ
シュ・インターフェイス・インテル FPGA IP コアを使用することを推奨しています。

21.1. パラメーター

図 -70: プラットフォーム・デザイナーのパラメーター
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21.1.1. コンフィグレーションのデバイスタイプ

次のデバイスタイプをコンフィグレーション・デバイス・タイプのドロップダウン・メニューから選択するこ
とができます。ここでは、使用する EPCQ もしくは Micron のフラッシュタイプを指定することができま
す。

• EPCQ16

• EPCQ32

• EPCQ64

• EPCQ128

• EPCQ256

• EPCQ512

• EPCQL256

• EPCQL512

• EPCQL1024

• N25Q016A13ESF40

• N25Q032A13ESF40

• N25Q064A13ESF40

• N25Q128A13ESF40

• N25Q256A13ESF40

• N25Q256A13ESF40 (低電圧)

• MT25QL512ABA

• MT25QL512ABB

• N25Q512A11G1240 (低電圧)

• N25Q00AA11G1240 (低電圧)

• N25Q512A83GSF40F

EPCQ または EPCQL デバイスをインテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラーに使用している場
合は、MSEL ピンを ASx4 コンフィグレーション・スキームに設定する必要があります。

21.1.2. I/O モード

パラメーター・メニューから、標準モードまたは QUAD I/O モードのいずれかを選択することができま
す。

21.1.3. チップセレクト

大 3 つのフラッシュチップをパラメーター・メニューから選択することができます。

注意: この機能は、インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスでのみ使用されます。
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21.1.4. インターフェイス信号

表 207. インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

クロック

clk 1 入力 大 25MHz の入力クロック

リセット

reset_n 1 入力 クアッド SPI コントローラーのリ
セットに使用される非同期リセッ
ト

CSR 向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_csr)

avl_csr_addr 3 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。

avl_csr_read 1 入力 csr への Avalon-MM 読み出し制
御

avl_csr_write 1 入力 csr への Avalon-MM 書き込み制
御

avl_csr_waitrequest 1 出力 csr からの Avalon-MM 待機要求
制御

avl_csr_wrdata 32 入力 csr への Avalon-MM 書き込みデ
ータバス

avl_csr_rddata 32 出力 csr からの Avalon-MM 読み出し
データバス

avl_csr_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、csr 読み出しデータが利
用可能であることを示します

割り込み信号

irq 1 出力 割り込み信号で、不正な書き込み
または不正な消去があるかを特定
します

メモリーアクセス向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_ mem)

avl_mem_addr * 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。アドレスの幅は、フラッシ
ュメモリーの密度から 2 を引いた
値によって決まります。
インテル Arria 10 を使用してい
る場合、MSB ビットはチップセレ
クト情報に使用されます。ユーザ
ーは、必要なチップセレクトの数を
GUI で選択できます。
ユーザーが 1 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr に追加されるビ
ットはありません。
ユーザーが 2 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 1 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’0

continued...   
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信号 幅 方向 説明

Chip 2 – b’1
ユーザーが 3 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 2 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’00
Chip 2 – b’01
Chip 3 – b’10

avl_mem_read 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 読み出
し制御

avl_mem_write 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
み制御

avl_mem_wrdata 32 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータバス

avl_mem_byteenble 4 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータ・イネーブル・ビット。バー
ストモード時に、バイト・イネーブ
ル・バスのビットは常にすべて
High の状態になります
(4'b1111)。

avl_mem_burstcount 7 入力 メモリーの Avalon-MM バースト
カウント。値の範囲は 1 から 64
になります。

avl_mem_waitrequest 1 出力 メモリーからの Avalon-MM 待機
要求制御

avl_mem_rddata 32 出力 メモリーからの Avalon-MM 読み
出しデータバス

avl_mem_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、メモリー読み出しデータ
が利用可能であることを示します

コンジット・インターフェイス

flash_dataout 4 入力/出力 フラッシュデバイスからデータを
供給する入力/出力ポート

flash_dclk_out 1 出力 フラッシュデバイスにクロック信
号を提供します

flash_ncs 1/3 出力 フラッシュデバイスに ncs 信号を
提供します

21.2. レジスター

21.2.1. レジスターのメモリーマップ

次の表の各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表しています。
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表 208. レジスターのメモリーマップ

レジスター オフセット 幅 アクセス 説明

FLASH_RD_STATUS 0x0 8 R フラッシュデバイスのステータスレジスターで読み出
し操作を実行し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_RD_SID 0x1 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのシリコ
ン ID を抽出し、リード・バック・データを保存します。
EPCS16 および EPCS64 のフラッシュデバイスでの
みサポートされます。

FLASH_RD_RDID 0x2 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのメモリ
ー容量を抽出し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_MEM_OP 0x3 24 W メモリーを保護および消去します。

FLASH_ISR 0x4 2 RW 割り込みステータスレジスター

FLASH_IMR 0x5 2 RW 割り込みステータスレジスターをマスクします。

FLASH_CHIP_SELECT 0x6 3 W チップセレクトの値
• B’000/b’001 - チップ 1
• B'010 - チップ 2
• B'100 - チップ 3

21.2.2. レジスターの説明

21.2.2.1. FLASH_RD_STATUS

表 209. FLASH_RD_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_status

表 210. FLASH_RD_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_status この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。

R 0x0

21.2.2.2. FLASH_RD_SID

表 211. FLASH_RD_SID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_sid
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表 212. FLASH_RD_SID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_sid この 8 ビットのデータには、シリコン ID 読み取り操作からの情
報が含まれます。

R 0x0

21.2.2.3. FLASH_RD_RDID

表 213. FLASH_RD_RDID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_rdid

表 214. FLASH_RD_RDID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_rdid この 8 ビットのデータには、メモリー容量の読み取り操作からの
情報が含まれます。フラッシュの製造 ID の情報が保持されま
す。

R 0x0

21.2.2.4. FLASH_MEM_OP

表 215. FLASH_MEM_OP

ビットフィールド

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

Reserved Sector value

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

Sector value Reserved Memory
protect/erase

operation
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表 216. FLASH_MEM_OP のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:18 Reserved 予約済み - 0x0

23:8 Sector value フラッシュデバイスのセクター値を設定し、特定のメモリーセク
ターを消去したり、消去または書き込みから保護したりできるよ
うにします。詳細は、セクター保護およびセクター消去コマンド
における有効なセクターの組み合わせのセクションを参照して
ください。

W 0x0

7:2 Reserved 予約済み - 0x0

1:0 Memory protect/erase
operation

• 2’b11 – セクター保護
セクター保護操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM_OP[23:8] の値を取
り、フラッシュのステータスレジスターに書き込みます。ステ
ータスレジスターにはブロック保護ビットが含まれており、
書き込みまたは消去から保護されるメモリーセクターを表
します。

• 2’b10 – セクター消去
セクター消去操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM_OP[23:8] の値に基
づきフラッシュデバイスのメモリーセクターの消去を開始し
ます。

• 2’b01 – 一括消去
一括消去操作を実行するアクティブ High のポート。アサー
トされると、IP は完全消去操作を実行し、フラッシュデバイ
スのすべてのメモリービットを「1」に設定します。これには、
フラッシュデバイスの汎用メモリーが含まれます。一括消去
は、EPCQ512-L や EPCQ1024-L などのスタックダイでは
サポートされていません。

• 2’b00 – N/A

W 0x0

21.2.2.4.1. セクター保護およびセクター消去コマンドにおける有効なセクターの組み合わせ

セクター保護

セクター保護コマンドは、複数のセクターで操作を実行することができます。これには、有効なセクター
の組み合わせ値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供します。

セクターの組み合わせ値の提供には 5 ビットのみが必要です。ビット 13 からビット 23 は予約されてお
り、0 に設定する必要があります。

表 217. セクター値に向けた FLASH_MEM_OP のビット

23 ... ... 13 12 11 10 9 8

Reserved TB BP3 BP2 BP1 BP0

セクターの組み合わせ値の詳細は、Quad-Serial Configuration (EPCQ) Devices Datasheet を参
照してください。

セクター消去

セクター消去コマンドの場合は、一度に 1 つのセクターで操作を実行することができます。各セクターに
は 65536 バイトのデータが含まれています。これは、65536 アドレス位置に相当します。消去する場合
は、1 つのセクター値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供する必要があります。例えば、フラッシュ
256 のセクター 127 を消去する場合は、’b0000 0000 0111 1111を
FLASH_MEM_OP[23:8]に割り当てる必要があります。

21.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

249

https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/cfg/cfg_cf52012.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


表 218. さまざまなフラッシュデバイスのセクター数

EPCQ16 EPCQ32 EPCQ64 EPCQ128 EPCQ256 EPCQ512 EPCQ1024

有効なセクター
範囲

0 から 31 0 から 63 0 から 127 0 から 255 0 から 511 0 から 1023 0 から 2047

21.2.2.5. FLASH_ISR

表 219. FLASH_ISR

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Illegal
write

Illegal
erase

表 220. FLASH_ISR のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:2 Reserved 予約済み - 0x0

1 Illegal write 書き込み命令がフラッシュメモリーの保護されているセクター
をターゲットにしていることを示します。このビットが設定され
ると、IP が書き込み命令をキャンセルしたことを示します。

RW 1C 0x0

0 Illegal erase 消去命令がフラッシュメモリーの保護されているセクターに設
定されていることを示します。このビットが設定されると、IP が
消去命令をキャンセルしたことを示しています。

RW 1C 0x0

21.2.2.6. FLASH_IMR

表 221. FLASH_IMR

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved M_ille
gal_w
rite

M_ille
gal_e
rase

表 222. FLASH_IMR のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:2 Reserved 予約済み - 0x0

1 M_illegal_write 不正な書き込みに対する割り込みのマスクビット
• 0: 対応する割り込みは無効です
• 1: 対応する割り込みは有効です

RW 0x0

0 M_illegal_erase 不正な消去に対する割り込みのマスクビット
• 0: 対応する割り込みは無効です
• 1: 対応する割り込みは有効です

RW 0x0
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21.2.2.7. FLASH_CHIP_SELECT

表 223. FLASH_CHIP_SELECT

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Chip_
select
bit 3

Chip_
select
bit 2

Chip_
select
bit 1

表 224. FLASH_CHIP_SELECT のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:3 Reserved 予約済み - 0x0

2 Chip_select bit 3 フラッシュチップ 3 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

1 Chip_select bit 2 フラッシュチップ 2 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

0 Chip_select bit 1 フラッシュチップ 1 を選択するには、このビットに 1 または 0
を発行し、残りのビットを 0 にします。

W 0x0

21.3.  Nios II ツールのサポート

関連情報
• Using Flash Devices

• Using Flash Devices

• Nios II Configuration and Booting Solutions
フラッシュからの Nios II の起動についての詳細を提供しています。

21.3.1.  Nios II HAL ドライバー

このコントローラーに対する HAL API は、次のソフトウェア・ファイルで利用することができます。

• altera_generic_quad_spi_controller.h

• altera_generic_quad_spi_controller.c

これらのファイルは、HAL システム・ライブラリーに向けた汎用クアッド SPI コントローラー・コアのデバ
イスドライバーを実装します。

Nios II HAL は、多くの汎用デバイスモデルのクラスをサポートします。これには、デバイスフラッシュ向
けのクラスも含まれます。これらの汎用クラスに対して開発すると、ドライバーの機能に一貫したインタ
ーフェイスが提供されるため、HAL でドライバーの機能に一様にアクセスできるようになります。

詳細に関しては、Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layerの Flash
Device Drivers セクションを参照してください。

関連情報
• Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layer
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• Using Flash Devices
汎用フラッシュ HAL ドライバーを使用してフラッシュにアクセスする際の詳細を提供していま
す。

21.4. ドライバーの API

表 225. alt_qspi_controller_lock

プロトタイプ alt_qspi_controller_lock(alt_flash_dev *flash_info, alt_u32 sectors_to_lock)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• sector_to_lock - EPCQ のブロック保護ビット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -ETIME は 0.7 秒後のタイムアウトおよびループのスキップ
• -ENOLCK はセクターロック失敗

説明 書き込みおよび消去から保護されるメモリーセクターの範囲をロックします。

表 226. alt_qspi_controller_get_info

プロトタイプ alt_qspi_controller_get_info(alt_flash_dev *fd, flash_region **info, int *number_of_regions)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

パラメーター • fd – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• info - フラッシュ領域へのポインター
• number_of_regions - 領域数へのポインター

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO はハードウェアの問題の可能性がある場合

説明 消去ブロックのテーブルをユーザーに渡します。フラッシュは、使用されるデバイスのセクター数とサイズを示す
単一のフラッシュ領域を返します。

表 227. alt_qspi_controller_erase_block

プロトタイプ alt_qspi_controller_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 消去するセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は消去が失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 単一のフラッシュセクターを消去します。

表 228. alt_qspi_controller_write_block

プロトタイプ alt_qspi_controller_write_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset, int data_offset,
const void *data, int length)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

continued...   
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パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset – 書き込みを行うセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセッ

ト
• data-offset – メモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• data – 書き込まれるデータ
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 データの 1 ブロック/セクターをフラッシュに書き込みます。書き込みの長さを隣接するセクターに広げることは
できません。

表 229. alt_qspi_controller_write

プロトタイプ alt_qspi_controller_write (alt_flash_dev *flash_info, int offset, const void *src_addr, int
length)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• src_addr – ソースバッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 選択されているアドレスでフラッシュにデータをプログラミングします。この関数は、必要に応じてブロックを自
動的に消去します。

表 230. alt_qspi_controller_read

プロトタイプ alt_qspi_controller_read(alt_flash_dev *flash_info, int offset, void* dest_addr, int length)

インクルード <altera_qspi_controller.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーから読み出されるバイトオフセット
• dest_addr – 宛先バッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数

説明 選択されているアドレスでフラッシュからデータを読み出します。
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21.5.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー・コアの改訂履歴

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

2019.04.01 19.1 コンフィグレーション・デバイスの MT25QL512ABB に対するサポートを追加しました。

2018.09.24 18.1 • コントローラー II に関する情報を、新しい章の インテル FPGA 汎用クアッド・コント
ローラー II コアに移動しました。

• ドライバーの API のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 • コンフィグレーションのデバイスタイプのリストを訂正しました。
• インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コアのレジスターの説明を追加

しました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 書き込みイネーブル操作に関する情報を、インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラ
ー II コアのレジスターのメモリーマップの表に追加しました。

2017 年 5 月 2017.05.08 インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コアのセクションを新しく追加しまし
た。

2015 年 6 月 2015.06.12 初版
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22.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コア

汎用クアッド SPI コントローラー II は、Intel FPGA ASMI2 PARALLEL IP、およびソフト ASMI ブロ
ックをラップします。フラッシュ・インターフェイスはトップラッパーにエクスポートされます。

関連情報
汎用シリアル・フラッシュ・インターフェイスのインテル FPGA IP コアのユーザーガイド

新しい (Nios II 以外の) デザインの場合、インテルでは、この IP コアではなく汎用シリアル・フラッ
シュ・インターフェイス・インテル FPGA IP コアを使用することを推奨しています。

22.1. パラメーター

図 -71: プラットフォーム・デザイナーのパラメーター

22.1.1. コンフィグレーションのデバイスタイプ

次のデバイスタイプをコンフィグレーション・デバイス・タイプのドロップダウン・メニューから選択するこ
とができます。ここでは、使用する EPCQ または Micron のフラッシュタイプを指定することができます。

• EPCQ16(22)

• EPCQ32(22)

• EPCQ64(22)

• EPCQ128(22)

• EPCQ256(22)

• EPCQ512(22)

• EPCQL256(22)

• EPCQL512(22)

• EPCQL1024(22)

• N25Q016A13ESF40

(22) Micron 互換
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• N25Q032A13ESF40

• N25Q064A13ESF40

• N25Q128A13ESF40

• N25Q256A13ESF40

• N25Q256A11E1240 (低電圧)

• MT25QL512ABA

• MT25QL512ABB

• N25Q512A11G1240 (低電圧)

• N25Q00AA11G1240 (低電圧)

• N25Q512A83GSF40F

EPCQ または EPCQL デバイスをインテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II に使用している
場合は、MSEL ピンを ASx4 コンフィグレーション・スキームに設定する必要があります。

22.1.2. I/O モード

パラメーター・メニューから、標準モードまたは QUAD I/O モードのいずれかを選択することができま
す。

22.1.3. チップセレクト

大 3 つのフラッシュチップをパラメーター・メニューから選択することができます。

注意: この機能は、インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスでのみ使用されます。

22.1.4. インターフェイス信号

表 231. インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

クロック

clk 1 入力 大 40MHz の入力クロック

リセット

reset_n 1 入力 クアッド SPI コントローラーのリ
セットに使用される非同期リセッ
ト

CSR 向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_csr)

avl_csr_addr 3 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。

avl_csr_read 1 入力 csr への Avalon-MM 読み出し制
御

avl_csr_write 1 入力 csr への Avalon-MM 書き込み制
御

avl_csr_waitrequest 1 出力 csr からの Avalon-MM 待機要求
制御

continued...   
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信号 幅 方向 説明

avl_csr_wrdata 32 入力 csr への Avalon-MM 書き込みデ
ータバス

avl_csr_rddata 32 出力 csr からの Avalon-MM 読み出し
データバス

avl_csr_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、csr 読み出しデータが利
用可能であることを示します。

メモリーアクセス向け Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (avl_ mem)

avl_mem_addr * 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレ
スバスはワードでアドレス指定さ
れます。アドレスの幅は、フラッシ
ュメモリーの密度から 2 を引いた
値によって決まります。
インテル Arria 10 を使用してい
る場合、MSB ビットはチップセレ
クト情報に使用されます。ユーザ
ーは、必要なチップセレクトの数を
GUI で選択できます。
ユーザーが 1 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr に追加されるビ
ットはありません。
ユーザーが 2 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 1 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’0
Chip 2 – b’1
ユーザーが 3 つのチップセレクト
を選択した場合、
avl_mem_addr には 2 ビットが
追加されます。
Chip 1 – b’00
Chip 2 – b’01
Chip 3 – b’10

avl_mem_read 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 読み出
し制御

avl_mem_write 1 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
み制御

avl_mem_wrdata 32 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータバス

avl_mem_byteenble 4 入力 メモリーへの Avalon-MM 書き込
みデータ・イネーブル・ビット。バー
ストモード時に、バイト・イネーブ
ル・バスのビットは常にすべて
High の状態になります
(4'b1111)。

avl_mem_burstcount 7 入力 メモリーの Avalon-MM バースト
カウント。値の範囲は 1 から 64
になります。

avl_mem_waitrequest 1 出力 メモリーからの Avalon-MM 待機
要求制御

avl_mem_rddata 32 出力 メモリーからの Avalon-MM 読み
出しデータバス

continued...   

22.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

257

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


信号 幅 方向 説明

avl_mem_rddata_valid 1 出力 Avalon-MM 読み出しデータの
Valid で、メモリー読み出しデータ
が利用可能であることを示します。

コンジット・インターフェイス

flash_dataout 4 入力/出力 フラッシュデバイスからデータを
供給する入力/出力ポート

flash_dclk_out 1 出力 フラッシュデバイスにクロック信
号を提供します

flash_ncs 1/3 出力 フラッシュデバイスに ncs 信号を
提供します

22.2. レジスター

22.2.1. レジスターのメモリーマップ

次の表の各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表しています。

表 232. レジスターのメモリーマップ

レジスター オフセット 幅 アクセス 説明

FLASH_RD_STATUS 0x0 8 R フラッシュデバイスのステータスレジスターで読み出
し操作を実行し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_RD_RDID 0x2 8 R 読み出し操作を実行してフラッシュデバイスのメモリ
ー容量を抽出し、リード・バック・データを保存します。

FLASH_MEM_OP 0x3 24 W メモリーの保護、消去、および書き込みイネーブルを
行います。
書き込みイネーブル操作を実行するには、このレジス
ターに値 3'b100 を設定します。

FLASH_CHIP_SELECT 0x6 3 W チップセレクトの値
• B’000/b’001 - チップ 1
• B'010 - チップ 2
• B'100 - チップ 3

EPCQ_FLAG_STATUS 0x7 8 RW 書き込み/読み出し操作を実行し、デバイスからフラ
グステータスをクリア/読み出します。

DEVICE_ID_DATA_0 0x8 32 R デバイス ID データの 初のワード

DEVICE_ID_DATA_1 0x9 32 R デバイス ID データの 2 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_2 0xA 32 R デバイス ID データの 3 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_3 0xB 32 R デバイス ID データの 4 番目のワード

DEVICE_ID_DATA_4 0xC 32 R デバイス ID データの 5 番目のワード
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22.2.2. レジスターの説明

22.2.2.1. FLASH_RD_STATUS

表 233. FLASH_RD_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_status

表 234. FLASH_RD_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_status この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。

R 0x0

22.2.2.2. FLASH_RD_RDID

表 235. FLASH_RD_RDID

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Read_rdid

表 236. FLASH_RD_RDID のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 Read_rdid この 8 ビットのデータには、メモリー容量の読み取り操作からの
情報が含まれます。フラッシュの製造 ID の情報が保持されま
す。

R 0x0

22.2.2.3. FLASH_MEM_OP

表 237. FLASH_MEM_OP

ビットフィールド

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

Reserved Sector value

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

Sector value Reserved Memory protect/erase/
write enable operation
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表 238. FLASH_MEM_OP のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:18 Reserved 予約済み - 0x0

23:8 Sector value フラッシュデバイスのセクター値を設定し、特定のメモリーセク
ターを消去したり、消去または書き込みから保護したりできるよ
うにします。詳細は、セクター保護およびセクター消去コマンド
における有効なセクターの組み合わせのセクションを参照して
ください。

W 0x0

7:3 Reserved 予約済み - 0x0

2:0 Memory protect/erase/
write enable operation

• 3’b011 – セクター保護
セクター保護操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM_OP[23:8] の値を取
り、フラッシュのステータスレジスターに書き込みます。ステ
ータスレジスターにはブロック保護ビットが含まれており、
書き込みまたは消去から保護されるメモリーセクターを表
します。

• 3’b010 – セクター消去
セクター消去操作を実行するアクティブ High のポート。ア
サートされると、IP は FLASH_MEM _OP[23:8] の値に
基づきフラッシュデバイスのメモリーセクターの消去を開
始します。

• 3’b001 – 一括消去
一括消去操作を実行するアクティブ High のポート。アサー
トされると、IP は完全消去操作を実行し、フラッシュデバイ
スのすべてのメモリービットを「1」に設定します。これには、
フラッシュデバイスの汎用メモリーが含まれます。一括消去
は、EPCQ512-L や EPCQ1024-L などのスタックダイでは
サポートされていません。

• 3’b100 – 書き込みイネーブル操作
他のオプションはすべて N/A です。
低レベルアクセス操作の詳細な実行方法に関しては、それぞれ
のフラッシュのデータシートを参照してください。

W 0x0

22.2.2.3.1. セクター保護およびセクター消去コマンドにおける有効なセクターの組み合わせ

セクター保護

セクター保護コマンドは、複数のセクターで操作を実行することができます。これには、有効なセクター
の組み合わせ値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供します。

セクターの組み合わせ値の提供には 5 ビットのみが必要です。ビット 13 からビット 23 は予約されてお
り、0 に設定する必要があります。

表 239. セクター値に向けた FLASH_MEM_OP のビット

23 ... ... 13 12 11 10 9 8

Reserved TB BP3 BP2 BP1 BP0

セクターの組み合わせ値の詳細は、Quad-Serial Configuration (EPCQ) Devices Datasheet を参
照してください。
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セクター消去

セクター消去コマンドの場合は、一度に 1 つのセクターで操作を実行することができます。各セクターに
は 65536 バイトのデータが含まれています。これは、65536 アドレス位置に相当します。消去する場合
は、1 つのセクター値を FLASH_MEM_OP[23:8]に提供する必要があります。例えば、フラッシュ
256 のセクター 127 を消去する場合は、’b0000 0000 0111 1111を
FLASH_MEM_OP[23:8]に割り当てる必要があります。

表 240. さまざまなフラッシュデバイスのセクター数

EPCQ16 EPCQ32 EPCQ64 EPCQ128 EPCQ256 EPCQ512 EPCQ1024

有効なセクター
範囲

0 から 31 0 から 63 0 から 127 0 から 255 0 から 511 0 から 1023 0 から 2047

22.2.2.4. FLASH_CHIP_SELECT

表 241. FLASH_CHIP_SELECT

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved Chip_
select
bit 3

Chip_
select
bit 2

Chip_
select
bit 1

表 242. FLASH_CHIP_SELECT のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:3 Reserved 予約済み - 0x0

2 Chip_select bit 3 フラッシュチップ 3 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

1 Chip_select bit 2 フラッシュチップ 2 を選択するには、このビットに 1 を発行し、
残りのビットを 0 にします。

W 0x0

0 Chip_select bit 1 フラッシュチップ 1 を選択するには、このビットに 1 または 0
を発行し、残りのビットを 0 にします。

W 0x0

22.2.2.5. EPCQ_FLAG_STATUS

表 243. EPCQ_FLAG_STATUS

ビットフィールド

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

Reserved

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

Reserved flag_status
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表 244. EPCQ_FLAG_STATUS のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:8 Reserved 予約済み - 0x0

7:0 flag_status(23) この 8 ビットのデータには、ステータスレジスターの読み取り操
作からの情報が含まれます。フラッシュのステータスレジスター
からの情報が保持されます。フラグ・ステータス・レジスターのク
リアは、値 0 を EPCQ_FLAG_STATUSレジスターに書き込む
ことによって行います。0 以外の値は不正です。

RW 0x0

22.2.2.6. DEVICE_ID_DATA_x

表 245. DEVICE_ID_DATA_x

ビットフィールド

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

DEVICE_ID_DATA_x

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

DEVICE_ID_DATA_x

表 246. DEVICE_ID_DATA_x のフィールド

ビット 名称 説明 アクセス デフォルト値

31:0 DEVICE_ID_DATA_0 デバイス ID データの 初のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_1 デバイス ID データの 2 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_2 デバイス ID データの 3 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_3 デバイス ID データの 4 番目のワード R 0x0

31:0 DEVICE_ID_DATA_4 デバイス ID データの 5 番目のワード R 0x0

22.3.  Nios II ツールのサポート

関連情報
• Using Flash Devices

• Using Flash Devices

• Nios II Configuration and Booting Solutions
フラッシュからの Nios II の起動についての詳細を提供しています。

22.3.1.  Nios II HAL ドライバー

このコントローラーに対する HAL API は、次のソフトウェア・ファイルで利用することができます。

• altera_generic_quad_spi_controller2.h

• altera_generic_quad_spi_controller2.c

これらのファイルは、HAL システム・ライブラリーに向けた汎用クアッド SPI コントローラー II コアのデ
バイスドライバーを実装します。

(23) Flag Status Register は、消去コマンドが発行されるたびに読み取る必要があります。
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Nios II HAL は、多くの汎用デバイスモデルのクラスをサポートします。これには、デバイスフラッシュ向
けのクラスも含まれます。これらの汎用クラスに対して開発すると、ドライバーの機能に一貫したインタ
ーフェイスが提供されるため、HAL でドライバーの機能に一様にアクセスできるようになります。

詳細に関しては、Developing Device Drivers for the Hardware Abstraction Layerの Flash
Device Drivers セクションを参照してください。

22.4. ドライバーの API

表 247. alt_qspi_controller2_lock

プロトタイプ alt_qspi_controller2_lock(alt_flash_dev *flash_info, alt_u32 sectors_to_lock)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• sector_to_lock - EPCQ のブロック保護ビット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -ETIME は 0.7 秒後のタイムアウトおよびループのスキップ
• -ENOLCK はセクターロック失敗

説明 書き込みおよび消去から保護されるメモリーセクターの範囲をロックします。

表 248. alt_qspi_controller2_get_info

プロトタイプ alt_qspi_controller2_get_info(alt_flash_dev *fd, flash_region **info, int
*number_of_regions)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • fd – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• info - フラッシュ領域へのポインター
• number_of_regions - 領域数へのポインター

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO はハードウェアの問題の可能性がある場合

説明 消去ブロックのテーブルをユーザーに渡します。フラッシュは、使用されるデバイスのセクター数とサイズを示す
単一のフラッシュ領域を返します。

表 249. alt_qspi_controller2_erase_block

プロトタイプ alt_qspi_controller2_erase_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 消去するセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセット

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は消去が失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 単一のフラッシュセクターを消去します。
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表 250. alt_qspi_controller2_write_block

プロトタイプ alt_qspi_controller2_write_block(alt_flash_dev *flash_info, int block_offset, int data_offset,
const void *data, int length)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• block_offset - 書き込みを行うセクターのフラッシュの始まりからのバイトでアドレス指定されたオフセッ

ト
• data-offset – メモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• data – 書き込まれるデータ
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 データの 1 ブロック/セクターをフラッシュに書き込みます。書き込みの長さを隣接するセクターに広げることは
できません。

表 251. alt_qspi_controller2_write

プロトタイプ alt_qspi_controller2_write (alt_flash_dev *flash_info, int offset, const void *src_addr, int
length)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーへの書き込みのバイトオフセット (アライメントされていないアクセス)
• src_addr – ソースバッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数
• -EIO は書き込みが失敗しており、セクターが保護されている可能性を示します

説明 選択されているアドレスでフラッシュにデータをプログラミングします。この関数は、必要に応じてブロックを自
動的に消去します。

表 252. alt_qspi_controller2_read

プロトタイプ alt_qspi_controller2_read(alt_flash_dev *flash_info, int offset, void* dest_addr, int length)

インクルード <altera_qspi_controller2.h>

パラメーター • flash_info – 一般的なフラッシュデバイス構造へのポインター
• offset - フラッシュメモリーから読み出されるバイトオフセット
• dest_addr – 宛先バッファー
• length – 書き込みのサイズ

戻り値 成功の場合は 0 を返し、それ以外の場合は次を返します。
• -EINVAL は無効な引数

説明 選択されているアドレスでフラッシュからデータを読み出します。
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22.5.  インテル FPGA 汎用クアッド SPI コントローラー II コアの改訂履歴

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

2019.12.16 19.4 irq割り込み信号を削除しました。

2019.04.01 19.1 • コンフィグレーション・デバイスの MT25QL512ABB に対するサポートを追加しまし
た。

• FLASH_ISRレジスターと FLASH_IMRレジスターを削除しました。

2018.09.24 18.1 • 新しくこの章を作成しました。以前のバージョンでは、 インテル FPGA 汎用クアッド
SPI コントローラー・コアとコントローラー II コアとして同じ章にまとめられていまし
た。

• ドライバーの API のセクションを新しく追加しました。
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23. インターバル・タイマー・コア

23.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるインターバル・タイマー・コアは、Avalon ベースのプロセッサー・シス
テム (Nios II プロセッサー・システムなど) のインターバル・タイマーです。このコアは次の機能を提供
します。

• 32 ビットおよび 64 ビットのカウンター

• タイマーの開始、停止、およびリセットを制御

• 2 つのカウントモード: 1 回のカウントダウンと連続カウントダウン

• カウントダウン周期レジスター

• タイマーが 0 に達した際の割り込み要求 (IRQ) を有効または無効にするオプション

• オプションのウォッチドッグ・タイマー機能により、タイマーが 0 に達した場合にシステムをリセット

• オプションの周期パルス・ジェネレーター機能により、タイマーが 0 に達した際にパルスを出力

• 32 ビットおよび 16 ビットのプロセッサーとの互換性

デバイスドライバーは、Nios II プロセッサー向けの HAL システム・ライブラリーで提供されます。

23.2. 機能の説明

図 -72: インターバル・タイマー・コアのブロック図

period_n
control
status

snap_n Counter

timeout_pulse

Address & Data

IRQ

reset request
(watchdog)

Control
Logic

Register File

Avalon-MM Slave
Interface to

On-Chip Logic

683130 | 2020.09.21

フィードバック

Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel
Corporation またはその子会社の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠すること
を保証しますが、インテル製品およびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を
除き、インテルはここに記載されたアプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責
任を負いません。インテル製品の顧客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕
様を 新のバージョンにしておくことをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ISO
9001:2015
登録済

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


インターバル・タイマー・コアには、ユーザーに表示される 2 つの機能があります。

• Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) インターフェイスは、6 つの 16 ビット・レジスターへ
のアクセスを提供します

• オプションのパルス出力は、周期パルス・ジェネレーターとして使用することができます

すべてのレジスターは 16 ビット幅です。よって、コアは 16 ビットおよび 32 ビットのプロセッサー
と互換性があります。特定のレジスターは、特定のコンフィグレーションにおけるハードウェアにの
み存在します。例えば、コアが固定周期でコンフィグレーションされている場合、周期レジスターは
ハードウェアに存在しません。

次のシーケンスは、インターバル・タイマー・コアの基本的な動作を示しています。

• Avalon-MM マスター・ペリフェラル (Nios II プロセッサーなど) は、コアの controlレジスタ
ーに書き込み、次のタスクを実行します。

— タイマーの開始および停止

— IRQ を有効化/無効化

— 1 回のカウントダウンまたは連続カウントダウンのモードを指定

• プロセッサーは statusレジスターを読み出し、現在のタイマーのアクティビティーに関する情報
を取得します。

• プロセッサーは周期レジスターに値を書き込むことにより、タイマーの周期を指定することができ
ます。

• 内部カウンターは 0 までカウントダウンします。0 に達すると、周期レジスターからすぐにリロード
されます。

• プロセッサーでは、現在のカウンター値を読み取ることができます。これは、 初にスナップレジス
ターの 1 つに書き込みを行いカウンターのコヒーレント・スナップショットを要求し、次にスナップ
レジスターを読み出し完全な値を取得することによって行います。

• カウントが 0 に達すると、次のうちの 1 つもしくは複数のイベントがトリガーされます。

— IRQ が有効になっている場合は、IRQ が生成されます。

— オプションのパルス・ジェネレーター出力が 1 クロック周期アサートされます。

— オプションのウォッチドッグ出力でシステムをリセットします。

23.2.1.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイス

インターバル・タイマー・コアは、シンプルな Avalon-MM スレーブ・インターフェイスを実装し、レジスタ
ーファイルへのアクセスを提供します。Avalon-MM スレーブポートは resetrequest信号を使用
し、ウォッチドッグ・タイマーの動作を実装します。この信号はマスク不可能なリセット信号で、すべての
Avalon-MM ペリフェラルのリセット入力を駆動します。resetrequest信号がアサートされると、シ
ステムに接続されているすべてのプロセッサーに再起動が強制されます。詳細は、タイマーをウォッチド
ッグ・タイマーとしてコンフィグレーションを参照してください。

23.3. コンフィグレーション

このセクションでは、プラットフォーム・デザイナーで利用可能なオプションについて説明します。
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23.3.1. タイムアウト周期

Timeout Period の設定により、周期レジスターの初期値が決まります。Writeable period オプ
ションがオンになっている場合、プロセッサーは周期レジスターに書き込みを行うことで周期の値を変
更することができます。Writeable period オプションがオフになっている場合、周期は固定されてお
り、ランタイムに更新することはできません。レジスターのオプションについての情報は、ハードウェアの
オプションのセクションを参照してください。

Timeout Period は Timer Frequency の整数倍です。Timer Frequency は、タイマーに関連
付けられているシステムクロックの周波数の設定で固定されます。Timeout Period の設定は、µs
(マイクロ秒)、ms (ミリ秒)、seconds、または clocks (タイマーに関連付けられているシステムクロ
ックのサイクル数) の単位で指定することができます。実際の周期は、タイマーに関連付けられているシ
ステムクロックの周波数によって異なります。期間が µs、ms、または seconds で指定されている場
合、真の周期は、指定されている Timeout Period 値以上の 小クロックサイクル数になります。例
えば、関連付けられているシステムクロックの周波数が 30ns で、指定されている Timeout Period
の値が 1µs の場合、実際のタイムアウト周期は 1.020 マイクロ秒になります。

23.3.2. カウンターサイズ

Counter Size の設定により、タイマーの幅が決まります。幅は 32 ビットまたは 64 ビットに設定する
ことができます。 32 ビット・タイマーには 2 つの 16 ビット周期レジスターがあり、64 ビット・タイマー
には 4 つの 16 ビット周期レジスターがあります。このオプションは、スナップレジスターにも適用され
ます。

23.3.3. ハードウェアのオプション

次のオプションは、インターバル・タイマー・コアのハードウェア構造に影響します。利便性を向上するた
め、Preset Configurations のリストでは、次に示されているような事前定義されているハードウェ
ア・コンフィグレーションをいくつか提供します。

• Simple periodic interrupt - このコンフィグレーションは、定期的な IRQ のジェネレーター
のみを必要とするシステムに役立ちます。周期は固定されており、タイマーを停止することはできま
せんが、IRQ を無効にすることはできます。

• Full-featured - このコンフィグレーションは、プロセッサーの制御下で開始および停止すること
ができる可変周期のタイマーを必要とする組み込みプロセッサー・システムに役立ちます。

• Watchdog - このコンフィグレーションは、システムの応答が停止した場合にシステムをリセット
するウォッチドッグ・タイマーが必要なシステムに役立ちます。タイマーをウォッチドッグ・タイマー
としてコンフィグレーションのセクションを参照してください。
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レジスターのオプション

表 253. レジスターのオプション

オプション 説明

Writeable period このオプションが有効になっている場合、周期レジスターに書き込みを行うことにより、マスター・ペリフェラルでカウン
トダウン周期を変更することができます。無効になっている場合は、カウントダウン周期は指定されている Timeout
Period で固定され、周期レジスターはハードウェアに存在しなくなります。

Readable snapshot このオプションを有効にすると、マスター・ペリフェラルで現在のカウントダウンのスナップショットを読み取ることがで
きます。無効になっている場合は、カウンターのステータスは statusレジスターや IRQ 信号のような他のインジケー
ターを介してのみ検出することができます。その場合、スナップレジスターはハードウェアに存在せず、これらのレジスタ
ーを読み出した際には未定義の値が生成されます。

Start/Stop control
bits

このオプションを有効にすると、controlレジスターの START ビットおよび STOP ビットに書き込みを行うことによ
り、マスター・ペリフェラルでタイマーを開始および停止することができます。無効にすると、タイマーは継続的に実行され
ます。System reset on timeout (watchdog) オプションが有効になっている場合は、Start/Stop control
bits のオプションに関係なく、START ビットが存在します。

出力信号のオプション

表 254. 出力信号のオプション

オプション 説明

Timeout pulse (1
clock wide)

このオプションがオンになっている場合、コアは timeout_pulse信号を出力します。この信号は、タイマーが 0 に達
すると 1 クロックサイクルの間 High になります。このオプションをオフにしている場合、timeout_pulse信号は存
在しません。

System reset on
timeout (watchdog)

このオプションがオンになっている場合、コアの Avalon-MM スレーブポートには resetrequest信号が含まれま
す。この信号は、タイマーが 0 に達すると 1 クロックサイクルの間 High になり、システム全体のリセットが発生します。
内部タイマーはリセット時に停止します。controlレジスターの START ビットを明示的に書き込むことにより、タイマ
ーは開始します。
このオプションをオフにしている場合、resetrequest信号は存在しません。
タイマーをウォッチドッグ・タイマーとしてコンフィグレーションのセクションを参照してください。

23.3.4. タイマーをウォッチドッグ・タイマーとしてコンフィグレーション

コアをコンフィグレーションしてウォッチドッグとして使用するには、MegaWizard インターフェイスで、
Preset Configurations リストから Watchdog を選択します。もしくは、次の設定を選択します。

• Timeout Period を目的の「ウォッチドッグ」周期に設定します。

• Writeable period をオフにします。

• Readable snapshot をオフにします。
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• Start/Stop control bits をオフにします。

• Timeout pulse をオフにします。

• System reset on timeout (watchdog) をオンにします。

ウォッチドッグ・タイマーのウェイクアップ (リセットの終了) が停止します。プロセッサーはその後、
controlレジスターの STARTビットに 1 を書き込むことでタイマーを開始します。一度開始す
ると、タイマーを停止することはできません。内部カウンターが 0 に達すると、ウォッチドッグ・タイマ
ーは resetrequest出力でパルスを生成することにより、システムをリセットします。
resetrequestパルスは、着信リセット信号がパルスをデアサートする前に 2 サイクル間維持
されます。無期限の resetrequestパルスを防ぐには、resetrequest信号をタイマーのリ
セット入力に接続する必要があります。

システムがリセットされないようにするには、プロセッサーで定期的にタイマーのカウントダウン値
をリセットする必要があります。これは、周期レジスターの 1 つを書き込むことによって行います
(書き込まれる値は無視されます)。ソフトウェアが正常に実行を停止したなどの理由でプロセッサ
ーがタイマーにアクセスできない場合、ウォッチドッグ・タイマーはシステムをリセットし、システム
を定義された状態に戻します。

23.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、インターバル・タイマー・コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説
明します。これには、ハードウェアにアクセスするためのレジスターマップやソフトウェア宣言なども含
まれます。Nios II プロセッサーのユーザーの場合、インテルでは、ハードウェア・アブストラクション・レ
イヤー (HAL) システム・ライブラリーのドライバーを提供しているため、HAL アプリケーション・プログ
ラミング・インターフェイス (API) 関数を使用してインターバル・タイマー・コアにアクセスすることがで
きます。

23.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルより提供されているドライバーは、Nios II システムに向けた HAL システム・ライブラリーに統
合されます。可能であれば、HAL ユーザーは、コアのレジスターに直接アクセスするのではなく、HAL
API を介してコアにアクセスする必要があります。

インテルでは、システム・クロック・タイマーとタイムスタンプ・タイマーの両方の HAL タイマー・デバイス・
モデルにドライバーを提供しています。

システム・クロック・ドライバー

システムクロックとしてコンフィグレーションされている場合、インターバル・タイマー・コアは、デフォル
トの周期セットを使用して周期モードで継続的に実行されます。システムクロックのサービスは、このタ
イマーの割り込みサービスルーチンの一部として実行されます。ドライバーは割り込みによって駆動され
るため、割り込み信号をシステムのハードウェアで接続している必要があります。

Nios II 統合開発環境 (IDE) を使用すると、システム・ライブラリーのプロパティーを指定し、システム・
クロック・タイマーとして使用するタイマーデバイスを決定することができます。
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タイムスタンプ・ドライバー

インターバル・タイマー・コアは、次の条件を満たす場合にタイムスタンプ・デバイスとして使用することが
できます。

• タイマーに書き込み可能な periodレジスターがあり、プラットフォーム・デザイナーでコンフィグ
レーションされている

• タイマーがシステムクロックとして選択されていない

Nios II IDE では、システム・ライブラリーのプロパティーを指定し、タイムスタンプ・タイマーとして
使用されるタイマーデバイスを決定することができます。

タイマーのハードウェアが書き込み可能な periodレジスターでコンフィグレーションされていな
い場合、alt_timestamp_start() API 関数の呼び出しでタイムスタンプ・カウンターはリセ
ットされません。他の HAL API 呼び出しはすべて、想定されているとおりに実行されます。

これらのドライバーを使用するシステムクロックおよびタイムスタンプの機能を使用する際の詳細
に関しては、 Nios II Software Developer’s Handbook を参照してください。Nios II エ
ンベデッド・デザイン・スイート (EDS) もまた、インターバル・タイマー・コアを使用するいくつかのデ
ザイン例を提供しています。

制約

インターバル・タイマー・コアの HAL ドライバーは、コアのウォッチドッグ・リセット機能をサポートしてい
ません。

23.4.2. ソフトウェア・ファイル

インターバル・タイマー・コアには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハ
ードウェアへの下位インターフェイスを定義し、HAL ドライバーを提供します。アプリケーション開発者
がこのファイルを変更することは推奨されません。

• altera_avalon_timer_regs.h - このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位のハ
ードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_timer.h、altera_avalon_timer_sc.c、
altera_avalon_timer_ts.c、altera_avalon_timer_vars.c - これらのファイルは、
HAL システム・ライブラリーのタイマー・デバイス・ドライバーを実装しています。

23.4.3. レジスターマップ

Nios II プロセッサー向け HAL システム・ライブラリーで提供される標準機能を使用している場合は、
レジスターを介してインターバル・タイマー・コアに直接アクセスする必要はありません。レジスターマッ
プは通常、デバイスドライバーを作成するプログラマーにのみ有用です。

インテルで提供している HAL デバイスドライバーは、デバイスのレジスターに直接アクセスします。デバ
イスドライバーを作成しており、HAL ドライバーが同じデバイスに対してアクティブな場合は、ドライバ
ーが競合し、作成したドライバーは正しく動作しません。

次の表に、32 ビット・タイマーのレジスターマップを示します。インターバル・タイマー・コアは、ネイティ
ブ・アドレス・アライメントを使用します。例えば、controlレジスターの値にアクセスする場合は、オフ
セット 0x4 を使用します。

23. インターバル・タイマー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

271

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


表 255. レジスターマップ — 32 ビット・タイマー

オフセット 名称 R/W ビットの説明

15 ... 4 3 2 1 0

0 status RW (1) RUN TO

1 control RW (1) STOP START CONT ITO

2 periodl RW Timeout Period – 1 (bits [15:0])

3 periodh RW Timeout Period – 1 (bits [31:16])

4 snapl RW Counter Snapshot (bits [15:0])

5 snaph RW Counter Snapshot (bits [31:16])

注意
1. 予約済みです。読み出し値は未定義です。0 を書き込みます。

ネイティブ・アドレス・アライメントに関しては、System Interconnect Fabric for Memory-Mapped
Interfaces を参照してください。

表 256. レジスターマップ — 64 ビット・タイマー

オフセット 名称 R/W ビットの説明

15 ... 4 3 2 1 0

0 status RW (1) RUN TO

1 control RW (1) STOP START CONT ITO

2 period_0 RW Timeout Period – 1 (bits [15:0])

3 period_1 RW Timeout Period – 1 (bits [31:16])

4 period_2 RW Timeout Period – 1 (bits [47:32])

5 period_3 RW Timeout Period – 1 (bits [63:48])

6 snap_0 RW Counter Snapshot (bits [15:0])

7 snap_1 RW Counter Snapshot (bits [31:16])

8 snap_2 RW Counter Snapshot (bits [47:32])

9 snap_3 RW Counter Snapshot (bits [63:48])

注意
1. 予約済みです。読み出し値は未定義です。0 を書き込みます。

status レジスター

statusレジスターでは、2 つのビットが定義されています。

表 257. status レジスターのビット

ビット 名称 R/W/C 説明

0 TO R/WC TO (タイムアウト) ビットは、内部カウンターが 0 に達すると 1 に設定されます。タイムアウト・イベントによって設
定されると、TOビットは、マスター・ペリフェラルによって明示的にクリアされるまで設定された状態で維持されま
す。statusレジスターに 0 または 1 を書き込み、TOビットをクリアします。

1 RUN R RUNビットは、内部カウンターが実行されている際は 1 として読み取られます。それ以外の場合、このビットは 0 と
して読み取られます。RUNビットは、statusレジスターへの書き込み操作では変化しません。
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control レジスター

controlレジスターでは、4 つのビットが定義されています。

表 258. control レジスターのビット

ビット 名称 R/W/C 説明

0 ITO RW ITOビットが 1 の場合、インターバル・タイマー・コアは、statusレジスターの TOビットが 1 になると IRQ を
生成します。ITOビットが 0 の場合、タイマーは IRQ を生成しません。

1 CONT RW CONT (連続) ビットは、内部カウンターが 0 に達した際の動作を決定します。CONTビットが 1 の場合、カウン
ターは STOPビットによって停止されるまで継続的に実行されます。CONTが 0 の場合、カウンターは 0 に達す
ると停止します。カウンターが 0 に達すると、CONTビットに関係なく、周期レジスターに格納されている値がリロ
ードされます。

2 START (1) W STARTビットに 1 を書き込むと、内部カウンターは動作 (カウントダウン) を開始します。STARTビットはイベ
ントビットであり、書き込み操作が実行された際にカウンターを有効にします。タイマーが停止している場合は、
STARTビットに 1 を書き込むことで、タイマーは現在カウンターに格納されている数からカウントを再開しま
す。タイマーがすでに動作している場合は、STARTへの 1 の書き込みは無効です。STARTビットに 0 を書き込
むことは無効です。

3 STOP (1) W STOPビットに 1 を書き込むと、内部カウンターは停止します。STOPビットはイベントビットであり、書き込み操
作が実行された際にカウンターを停止します。タイマーがすでに停止している場合、STOPへの 1 の書き込みは
無効です。ストップビットに 0 を書き込むことは無効です。
Start/Stop control bits をオフにしてタイマーのハードウェアをコンフィグレーションしている場合、STOP
ビットの書き込みは無効です。

注意
1. STARTビットおよび STOPビットに同時に 1 を書き込むと、未定義の結果がもたらされます。

period_n レジスター

period_nレジスターはともに、タイムアウト周期の値を格納します。次のいずれかが発生すると、内
部カウンターにはこれらのレジスターに格納されている値がロードされます。

• period_nレジスターのいずれかへの書き込み操作

• 内部カウンターが 0 になる

タイマーの実際の周期は、period_nレジスターに格納されている値よりも 1 サイクル大きくな
ります。これは、カウンターが値 0 を 1 クロックサイクルに想定しているためです。

period_nレジスターのいずれかに書き込みを行うと、ハードウェアが Start/Stop control
bits をオフにしてコンフィグレーションされている場合を除き、内部カウンターが停止します。
Start/Stop control bits がオフの場合は、レジスターの 1 つに書き込みを行ってもカウンタ
ーは停止しません。ハードウェアが Writeable period を無効にしてコンフィグレーションされ
ている場合、period_nレジスターの 1 つに書き込みを行うと、カウンターはシステム生成時に
指定されている固定 Timeout Period にリセットされます。

注意: 値 0 のタイムアウト周期はサポートされているユースケースではありません。ソフトウェアでは、タイム
アウト周期を 0 より大きい値にコンフィグレーションします。

snap_n レジスター

マスター・ペリフェラルでは、現在の内部カウンターの一貫したスナップショットを要求することができま
す。これは、snap_nレジスターの 1 つに書き込み操作を実行することにより行います (書き込みデー
タは無視されます)。書き込みが発生すると、カウンターの値が snap_nレジスターにコピーされます。
スナップショットは、カウンターが実行されているかいないかにかかわらず発生します。スナップショット
を要求しても、内部カウンターの動作は変わりません。
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23.4.4. 割り込み動作

インターバル・タイマー・コアは、内部カウンターが 0 に達し、また、controlレジスターの ITOビット
が 1 に設定されている場合に IRQ を生成します。次の 2 つの方法のいずれかで IRQ に肯定応答しま
す。

• statusレジスターの TOビットをクリアします。

• controlレジスターの ITOビットをクリアし、割り込みを無効にします。

IRQ に肯定応答しない場合は、未定義の結果がもたらされます。

23.5. インターバル・タイマー・コアの API

表 259. alt_timestamp_start

プロトタイプ Int alt_timestamp_start(void)

インクルード <alt_timestamp.h>

パラメーター -

戻り値 成功した場合の戻り値は 0、タイムスタンプ・デバイスが登録されていない場合は-1

説明 タイムスタンプ機能を初期化します。

表 260. alt_timestamp

プロトタイプ alt_timestamp_type alt_timestamp (void)

インクルード <alt_timestamp.h>

パラメーター -

戻り値 この関数は、現在のタイムスタンプ・カウントを返します。タイマーが完全な周期に到達している場合、また
は利用可能なタイムスタンプがない場合は-1 を返します。

説明 現在のタイムスタンプ・カウントを返します。

表 261. alt_timestamp_freq

プロトタイプ alt_u32 alt_timestamp_freq(void)

インクルード <alt_timestamp.h>

パラメーター -

戻り値 この関数は、1 秒あたりのタイムスタンプ・ティック数を返します。タイムスタンプ・デバイスが登録されていな
い場合、これは 0 になります。

説明 1 秒あたりのタイムスタンプ・ティック数を返します。

23.6. インターバル・タイマー・コアの改訂履歴

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

2018.09.24 18.1 インターバル・タイマー・コアの API のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2015 年 6 月 2015.06.12 「status レジスターのビット」の表を更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2013 年 12 月 v13.1.0 タイマーをウォッチドッグ・タイマーとしてコンフィグレーションのセクションで、リセット
パルスの説明を更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 レジスターのフィールドとビットの説明を改訂しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。SOPC Builder で使用される名前を反映し
てコアの名前を更新しました。

2008 年 5 月 v8.0.0 新しいパラメーターと 64 ビット・タイマーのレジスターマップを追加しました。
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24. インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコア

24.1. コアの概要

インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアは、データをバッファーし、プラットフォーム・デザイナー・シ
ステムでフロー制御を提供します。コアは、単一のクロック、または入力ポートと出力ポートの個別のク
ロックで動作させることが可能です。バースト読み出しまたは書き込みはサポートしません。

インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアへの入力インターフェイスは、Avalon Memory Mapped
(Avalon-MM) 書き込みスレーブまたは Avalon Streaming (Avalon-ST) シンクです。出力インタ
ーフェイスは、Avalon-ST ソースまたは Avalon-MM 読み出しスレーブです。データは、入力インターフ
ェイスで受信した順序で出力インターフェイスに配信されます。チャネル、パケット、フレーム、またはその
他の信号の値には影響されません。

シングルクロック・モードでは、インテル FPGA Avalon メモリーコアにはオプションのステータス・イン
ターフェイスが含まれており、FIFO コアのフィルレベルに関する情報を提供します。デュアルクロック・
モードでは、個別のオプションのステータス・インターフェイスを入力および出力インターフェイスに含め
ることができます。ステータス・インターフェイスには、割り込みを設定および制御するレジスターも含ま
れています。

デバイスドライバーが HAL システム・ライブラリーで提供されているため、ソフトウェアは ANSI C を使
用してコアにアクセスすることができます。

24.2. 機能の説明

インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアには 4 つのコンフィグレーションがあります。

• Avalon Memory-Mapped インターフェイス書き込みスレーブから Avalon Memory-Mapped
インターフェイス読み出しスレーブ

• Avalon Streaming インターフェイス・シンクから Avalon Streaming インターフェイス・ソース

• Avalon Memory-Mapped インターフェイス書き込みスレーブから Avalon Streaming インタ
ーフェイス・ソース

• Avalon Streaming インターフェイス・シンクから Avalon Memory-Mapped インターフェイス
読み出しスレーブ

すべてのコンフィグレーションにおいて、入力インターフェイスおよび出力インターフェイスでは、オ
プションのバックプレッシャー信号を使用してアンダーフローおよびオーバーフロー状態を防止す
ることができます。Avalon Memory-Mapped インターフェイスの場合、バックプレッシャーは
waitrequest信号を使用して実装されます。Avalon Streaming インターフェイスの場合、バ
ックプレッシャーは readyおよび valid信号を使用して実装されます。インテル FPGA Avalon
FIFO メモリーコアでは、シンクが readyをアサートし、ソースで有効なデータが駆動されるまで
の遅延は 1 サイクルです。
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24.2.1.  Avalon-MM 書き込みスレーブから Avalon-MM 読み出しスレーブ

このコンフィグレーションでは、入力は 0 アドレス幅の Avalon-MM 書き込みスレーブです。Avalon-
MM 書き込みマスターは、入力インターフェイスに書き込みを行い FIFO コアにデータをプッシュしま
す。読み出しマスター (場合によっては同じマスター) は、出力インターフェイスから読み出しを行うこと
でデータをポップします。入力データと出力データは同じ幅にする必要があります。

Allow backpressure がオンになっている場合、waitrequest信号は、data_inマスターがフ
ルの FIFO バッファーに書き込みを試みた場合にアサートされます。waitrequestは、新しいトラン
ザクションを完了するのに十分なスペースが FIFO バッファーにある場合にのみデアサートされます。読
み出し動作の場合の waitrequestは、FIFO バッファーから読み出すデータがない場合にアサート
され、FIFO バッファーにデータがある場合はデアサートされます。FIFO 出力インターフェイスで読み出
し操作を実行する前に、ステータスレジスターの Emptyビットフィールドを使用し、FIFO が空ではな
いことを確認する必要があります。

図 -73: Avalon-MM 入力インターフェイスと出力インターフェイスを備える FIFO
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24.2.2.  Avalon-ST シンクから Avalon-ST ソース

このコンフィグレーションには、次の図に示すように、ストリーミング入力インターフェイスおよび出力イ
ンターフェイスがあります。Avalon-ST インターフェイスでは、bits per symbol、symbols per
beat、および error信号、channel信号の幅などのほとんどの側面をパラメーター化することがで
きます。入力インターフェイスと出力インターフェイスの幅は同じにする必要があります。Allow
backpressure がオンになっている場合、インターフェイスはどちらも、ready信号と valid信号
を使用し、FIFO コアでスペースが利用可能であること、および有効なデータが利用可能であることを示
します。

Avalon-ST インターフェイス・プロトコルの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照
してください。
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図 -74: Avalon-ST 入力インターフェイスと出力インターフェイスを備える FIFO
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24.2.3.  Avalon-MM 書き込みスレーブから Avalon-ST ソース

このコンフィグレーションでは、入力は 32 ビット幅の Avalon-MM 書き込みスレーブです。次の
Avalon-MM 入力インターフェイスと Avalon-ST 出力インターフェイスを備える FIFO の図は、こ
のコンフィグレーションを表しています。Avalon-ST 出力 (ソース) データ幅もまた、32 ビットにする必
要があります。出力インターフェイスのパラメーターは、bits per symbol、symbols per beat、お
よび channel信号と error信号の幅などをコンフィグレーションすることができます。FIFO コアで
エンディアン変換を行うことで、出力インターフェイス・プロトコルに準拠します。

出力インターフェイスを構成する信号は、Avalon アドレス空間のビットにマッピングされます。Allow
backpressure をオンにしている場合、入力インターフェイスは waitrequestをアサートし、トラ
ンザクションを完了するのに十分なスペースが FIFO コアにないことを示します。

図 -75: Avalon-MM 入力インターフェイスと Avalon-ST 出力インターフェイスを備える FIFO
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表 262. ビットフィールド

オフセット 31 24 23 19 18 16 15 13 12 8 7 4 3 2 1 0

ベース + 0 Symbol 3 Symbol 2 Symbol 1 Symbol 0

ベース + 1 予約済み 予約済み error 予約済み channel 予約済み empty E
O
P

S
O
P

表 263. メモリーマップ

オフセット ビット フィールド 説明

0 31:0 SYMBOL_0、SYMBOL_1、
SYMBOL_2 ..
SYMBOL_n

パケットデータ。Symbols per beat パラメーターの値は、このレジスターのフィー
ルド数を指定します。Bits per symbol は、各フィールドの幅を指定します。

1 0 SOP startofpacket信号の値

1 EOP endofpacket信号の値

6:2 EMPTY empty信号の値

7 — 予約済み

15:8 CHANNEL channel信号の値。占有されるビット数は、信号の幅によって異なります。例えば、チ
ャネル信号の幅が 5 の場合、ビット 8 から 12 が占有され、ビット 13 から 15 は使用
されません。

23:16 ERROR error信号の値。占有されるビット数は、信号の幅によって異なります。例えば、エラ
ー信号の幅が 3 の場合、ビット 16 から 18 が占有され、ビット 19 から 23 は使用され
ません。

31:24 — 予約済み

Enable packet data がオフになっている場合、Avalon-MM 書き込みマスターはすべてのデータを
アドレスオフセット 0 に繰り返し書き込み、データを FIFO コアにプッシュします。

Enable packet data がオンになっている場合、Avalon-MM 書き込みマスターは、SOP、ERROR
(オプション)、CHANNEL (オプション)、EOP、および EMPTYのパケットステータス情報をアドレスオフ
セット 1 に書き込むことで開始します。アドレスオフセット 1 への書き込みでは、データは FIFO コアに
プッシュされません。Avalon-MM マスターはその後、パケットデータをアドレスオフセット 0 に繰り返
し書き込み、8 ビットのシンボルを FIFO コアにプッシュします。アドレスオフセット 0 で有効な書き込
みが発生すると、データとそれぞれのパケット情報が FIFO コアにプッシュされます。後続のデータは、ア
ドレスオフセット 0 に書き込まれます。ここでは、SOPフィールドをクリアする必要はありません。FIFO
コアにプッシュされる後続のデータが End-of-Packet データではなく、ERRORおよび CHANNELが
変化しない限り、アドレスオフセット 1 に再書き込みを毎回行う必要はありません。

各パケットの終わりに、Avalon-MM マスターはオフセット 1 のアドレスに書き込みを行い、EOPビット
を 1 に設定します。その後、オフセット 0 でパケットの 後のシンボルを書き込みます。書き込みマスタ
ーは empty フィールドを使用し、未使用のシンボル数を転送の 後に示します。 後のパケットデータ
が symbols per beat と一致しない場合、EMPTYフィールドは、 後のパケットデータ内の空のシ
ンボル数を示します。例えば、Avalon-ST インターフェイスの symbols per beat が 4 で、 後のパ
ケットに 3 つのシンボルしかない場合、empty フィールドは 1 になり、1 つのシンボル (メモリーマッ
プ内の 下位シンボル) が空であることを示します。
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24.2.4.  Avalon-ST シンクから Avalon-MM 読み出しスレーブ

次の図に表されているこのコンフィグレーションでは、入力は Avalon-ST シンクで、出力は 32 ビット
幅の Avalon-MM 読み出しスレーブです。Avalon-ST 入力 (シンク) データ幅もまた、32 ビットにする
必要があります。入力インターフェイスのパラメーターは、bits per symbol、symbols per beat、
および channel信号と error信号の幅などをコンフィグレーションすることができます。FIFO コア
でエンディアン変換を行うことにより、出力インターフェイス・プロトコルに準拠します。

Avalon-MM マスターは、FIFO コアからデータを読み出します。信号は Avalon アドレス空間のビット
にマッピングされます。Allow backpressure がオンになっている場合、入力 (シンク) インターフェ
イスは readyおよび valid信号を使用し、FIFO コアでスペースが利用可能であること、および有効
なデータが利用可能であることを示します。出力インターフェイスの場合、読み出し動作で FIFO コアか
ら読み出すデータがない場合に waitrequestがアサートされます。FIFO コアに送信するデータが
ある場合はデアサートされます。このコンフィグレーションのメモリーマップは、Avalon-MM から
Avalon-ST FIFO コアのメモリーマップと同じです。詳細に関しては、メモリーマップの表を参照してく
ださい。

図 -76: Avalon-ST 入力と Avalon-MM 出力を備える FIFO
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Enable packet data がオフになっている場合は、アドレスオフセット 0 でデータを繰り返し読み出
し、FIFO コアからデータをポップします。

Enable packet data がオンになっている場合、Avalon-MM 読み出しマスターはアドレスオフセッ
ト 0 から読み出しを開始します。読み出しが有効な場合、つまり FIFO コアが空ではない場合、データと
パケットステータス情報の両方が FIFO コアからポップされます。パケットステータス情報は、アドレス
オフセット 1 で読み出しを行うことによって取得します。アドレスオフセット 1 からの読み出しでは、
FIFO コアからデータはポップされません。ERROR、CHANNEL、SOP、EOP、および EMPTYフィールド
はアドレスオフセット 1 で利用可能であり、アドレスオフセット 0 から読み出されたパケットデータのス
テータスを特定します。

EMPTYフィールドは、データフィールド内の空のシンボル数を示します。例えば、Avalon-ST インター
フェイスのビートあたりのシンボルが 4 で、 後のパケットデータに 1 つのシンボルしかない場合、
emptyフィールドは 3 になり、3 つのシンボル (メモリーマップ内の 下位 3 シンボル) が空であるこ
とを示します。
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24.2.5. ステータス・インターフェイス

FIFO コアは、2 つのオプションのステータス・インターフェイス (入力インターフェイスに書き込むマス
ター向け、および出力インターフェイスから読み出す読み出しマスター向け) を提供します。単一のドメ
インで動作する FIFO コアの場合、FIFO コアのステータスを監視するには単一のステータス・インター
フェイスで十分です。デュアルクロック・スキームの場合、両方のクロックドメインで FIFO コアのステー
タスを正確に監視するには、出力クロックを使用する 2 番目のステータス・インターフェイスが必要です。

24.2.6. クロックモード

シングルクロック・モードを使用する場合、使用される FIFO コアは SCFIFO です。デュアルクロック・モ
ードが選択されている場合、使用される FIFO コアは DCFIFO です。デュアルクロック・モードでは、入
力データと書き込み側のステータス・インターフェイスで書き込み側のクロックドメインを使用します。出
力データと読み出し側のステータス・インターフェイスは、読み出し側のクロックドメインを使用します。

24.3. コンフィグレーション

以降のセクションでは、利用可能なコンフィグレーションのオプションについて説明します。

24.3.1. FIFO の設定

以降のセクションは、FIFO コア全体に関する設定についてまとめています。

深さ

Depth は、Avalon-ST ビットまたは Avalon-MM ワードでの FIFO バッファーの深さを示します。デフ
ォルトの深さは 16 です。デュアルクロック・モードが使用されている場合、実際の FIFO の深さは
Depth - 3 です。これは、クロック・クロッシングと FIFO のオーバーフロー回避のためです。

クロック設定

Single clock mode および Dual clock mode の 2 つのオプションがあります。Single clock
mode では、すべてのインターフェイス・ポートで同じクロックを使用します。Dual clock mode で
は、入力データと入力側のステータスが入力クロックドメインにあります。出力データと出力側のステー
タスは出力クロックドメインにあります。

ステータスポート

オプションのステータスポートは、Avalon-MM スレーブです。オプションの入力側のステータス・インタ
ーフェイスを含めるには、Create status interface for input をプラットフォーム・デザイナーの
MegaWizard でオンにします。FIFO の入力ポートと出力ポートが別々のクロックドメインで動作する
場合は、Create status interface for output をオンにすることで、2 番目のステータス・インター
フェイスを含めることができます。Enable IRQ for status ports をオンにすると、ステータスポー
トに割り込み信号が追加されます。

FIFO の実装

このオプションは、FIFO コアがレジスターから構築されるかエンベデッド・メモリー・ブロックから構築さ
れるかを決定します。デフォルトでは、FIFO コアはエンベデッド・メモリー・ブロックから構築されます。
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24.3.2. インターフェイスのパラメーター

以降のセクションは、入力インターフェイスと出力インターフェイスのオプションについてまとめていま
す。

入力

利用可能な入力インターフェイスは、 Avalon Memory-Mapped インターフェイス の書き込みス
レーブと Avalon Streaming インターフェイス のシンクです。

出力

利用可能な出力インターフェイスは、 Avalon Memory-Mapped インターフェイス の読み出しス
レーブと Avalon Streaming インターフェイス のソースです。

バックプレッシャーの許可

Allow backpressure がオンになっている場合、Avalon Memory-Mapped インターフェイスには
waitrequest信号が含まれ、それによってマスターによるフルの FIFO バッファーへの書き込みや
空の FIFO バッファーからの読み出しを防ぎます。Avalon Streaming インターフェイスには ready
信号および valid信号が含まれ、それによってアンダーフロー状態やオーバーフロー状態を防ぎま
す。

Avalon Memory-Mapped インターフェイスのポートの設定

有効な Data widths は 8、16、および 32 ビットです。

Avalon Memory-Mapped インターフェイスが一方のインターフェイスに選択され、もう一方に
Avalon Streaming インターフェイスが選択されている場合、データ幅は 32 ビットで固定されます。

Avalon Memory-Mapped インターフェイスは、一度に 4 バイトのデータにアクセスします。32 ビット
以外のデータ幅の場合は、オーバーフローおよびアンダーフローの可能性に注意してください。

Avalon Streaming インターフェイスのポートの設定

次のパラメーターにより、Avalon Streaming インターフェイスの 1 つまたは複数のポートのサイズと
エラー処理を指定することができます。

• Bits per symbol

• Symbols per beat

• Channel width

• Error width

シンボルのサイズが 2 の累乗ではない場合は、次の 2 の累乗に切り上げられます。例えば、bits
per symbol が 10 の場合、シンボルは 16 ビットのメモリー位置にマッピングされます。10 ビッ
トのシンボルの場合、symbols per beat の 大数は 2 になります。

Enable packet data は、パケット送信オプションを提供します。
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24.3.3. インターフェイス信号

表 264. インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

wrclock 1 入力 入力インターフェイスのクロック信号

reset_n 1 入力 wrclockに関連付けられている非同期リセット信号

rdclock 1 入力 出力インターフェイスのクロック信号。この信号は、デュアル
モードを選択している場合にのみ利用可能です。

rdreset_n 1 入力
rdclockに関連付けられている非同期リセット信号。この
信号は、デュアルモードを選択している場合にのみ利用可能
です。

avalonmm_write_sl
ave_write

1 入力
書き込み制御信号。入力タイプが AVALONMM_WRITEの
場合に有効にします。

avalonmm_write_sl
ave_writedata

8-256 入力
書き込みデータバス。入力タイプが AVALONMM_WRITE
の場合に有効にします。

avalonst_sink_cha
nnel

8 入力
チャネルバス。入力タイプが AVALONST_SINKの場合に
有効にします。

avalonst_sink_dat
a

32 入力
データバス。入力タイプが AVALONST_SINKの場合に有
効にします。

avalonst_sink_emp
ty

1 入力
Empty 信号。入力タイプが AVALONST_SINKの場合に
有効にします。

avalonst_sink_end
ofpacket

1 入力
End of Packet 信号。入力タイプが AVALONST_SINKの
場合に有効にします。

avalonst_sink_err
or

8 入力
エラー信号。入力タイプが AVALONST_SINKの場合に有
効にします。

avalonst_sink_sta
rtofpacket

1 入力
Start of Packet 信号。入力タイプが AVALONST_SINK
の場合に有効にします。

avalonst_sink_val
id

1 入力
Valid 信号。入力タイプが AVALONST_SINKの場合に有
効にします。

avalonmm_read_sla
ve_read

1 入力
読み出し制御信号。入力タイプが AVALONMM_READの場
合に有効にします。

avalonmm_read_sla
ve_readdata

8-256 出力
読み出しデータバス。入力タイプが AVALONMM_READの
場合に有効にします。

avalonst_source_c
hannel

8 出力
チャネルバス。入力タイプが AVALONST_SOURCEの場合
に有効にします。

avalonst_source_d
ata

32 出力
データバス。入力タイプが AVALONST_SOURCEの場合に
有効にします。

avalonst_source_e
mpty

1 出力
Empty 信号。入力タイプが AVALONST_SOURCEの場合
に有効にします。

avalonst_source_e
ndofpacket

1 出力
End of Packet 信号。入力タイプが
AVALONST_SOURCEの場合に有効にします。

avalonst_source_e
rror

8 出力
エラー信号。入力タイプが AVALONST_SOURCEの場合に
有効にします。

avalonst_source_s
tartofpacket

1 出力
Start of Packet 信号。入力タイプが
AVALONST_SOURCEの場合に有効にします。

continued...   
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信号 幅 方向 説明

avalonst_source_v
alid

1 出力
Valid 信号。入力タイプが AVALONST_SOURCEの場合に
有効にします。

wrclk_control_sla
ve_address

3 入力 アドレスバス。入力のステータス・インターフェイスが有効に
なっている場合に有効にします。

wrclk_control_sla
ve_read

1 入力 読み出し制御信号。入力のステータス・インターフェイスが有
効になっている場合に有効にします。

wrclk_control_sla
ve_readdata

32 出力 読み出しデータバス。入力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

wrclk_control_sla
ve_write

1 入力 書き込み制御信号。入力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

wrclk_control_sla
ve_writedata

32 入力 書き込みデータバス。入力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

rdclk_control_sla
ve_address

3 入力 アドレスバス。出力のステータス・インターフェイスが有効に
なっている場合に有効にします。

rdclk_control_sla
ve_read

1 入力 読み出し制御信号。出力のステータス・インターフェイスが有
効になっている場合に有効にします。

rdclk_control_sla
ve_readdata

32 出力 読み出しデータバス。出力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

rdclk_control_sla
ve_write

1 入力 書き込み制御信号。出力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

rdclk_control_sla
ve_writedata

32 入力 書き込みデータバス。出力のステータス・インターフェイスが
有効になっている場合に有効にします。

wrclk_control_sla
ve_irq

1 出力
入力ステータスレジスターの割り込み信号。入力の IRQ と
ステータス・インターフェイスが有効になっている場合に有
効にします。

rdclk_control_sla
ve_irq

1 出力
出力ステータスレジスターの割り込み信号。出力の IRQ と
ステータス・インターフェイスが有効になっている場合に有
効にします。

24.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアのソフトウェア・プログラミング・モ
デルについて説明します。これには、ハードウェアにアクセスするためのレジスターマップやソフトウェ
ア宣言が含まれます。Nios II プロセッサーのユーザーの場合、インテルでは HAL システム・ライブラリ
ーのドライバーを提供しているため、HAL API を使用してインテル FPGA Avalon FIFO メモリーコア
にアクセスすることができます。

24.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルが提供しているドライバーには HAL デバイスドライバーが実装されています。これは、Nios II
システムに向けた HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、レジスターに直接ア
クセスするのではなく、広く利用されている HAL API を介して FIFO メモリーにアクセスします。

24.4.2. ソフトウェア・ファイル

インテルでは、次のソフトウェア・ファイルをインテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアに向けて提供
しています。
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• altera_avalon_fifo_regs.h — このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位
のハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_fifo_util.h — このファイルで定義する関数により、オンチップ FIFO
メモリー・コア・ハードウェアにアクセスします。このファイルで提供するユーティリティーでは、FIFO
の初期化、ステータスの読み出しと書き込み、フラグの有効化、イベントの読み出しを行います。

• altera_avalon_fifo.h — このファイルは、オンチップ FIFO メモリーへのパブリック・イン
ターフェイスを提供します。

• altera_avalon_fifo_util.c — このファイルは、
altera_avalon_fifo_util.hにリストされているユーティリティーを実装します。

24.5. インテル FPGA Avalon FIFO メモリーでのプログラミング

このセクションでは、インテル FPGA Avalon FIFO メモリー・コア・ハードウェアを操作するための下位
ソフトウェアの構造について説明します。次の表は、利用可能なすべての関数をリストしています。

表 265. オンチップ FIFO メモリーの関数

関数名 説明

altera_avalon_fifo_init() FIFO を初期化します。

altera_avalon_fifo_read_status() ステータスレジスターの指定されているビットの整数値を返します。すべてのビ
ットを一度に読み出すには、ALTERA_AVALON_FIFO_STATUS_ALLマス
クを使用します。

altera_avalon_fifo_read_ienable() 割り込みイネーブルレジスターの指定されているビットの値を返します。すべて
のビットを一度に読み出すには、ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALL
マスクを使用します。

altera_avalon_fifo_read_almostfull() almostfullレジスターの値を返します。

altera_avalon_fifo_read_almostempty() almostemptyレジスターの値を返します。

altera_avalon_fifo_read_event() イベントレジスターの指定されているビットの値を返します。すべてのイベント
ビットは、ALTERA_AVALON_FIFO_STATUS_ALLマスクを使用して一度
に読み出すことができます。

altera_avalon_fifo_read_level() FIFO のフィルレベルを返します。

altera_avalon_fifo_clear_event() 指定されているビットとイベントレジスターをクリアし、エラーチェックを実行
します。

altera_avalon_fifo_write_ienable() interruptenableレジスターの指定されているビットを書き込み、エラー
チェックを実行します。

altera_avalon_fifo_write_almostfull() 指定されている値を almostfullレジスターに書き込み、エラーチェックを
実行します。

altera_avalon_fifo_write_almostempty() 指定されている値を almostemptyレジスターに書き込み、エラーチェック
を実行します。

altera_avalon_fifo_write_fifo() 指定されているデータを write_addressに書き込みます。

altera_avalon_fifo_write_other_info() パケットステータス情報を write_addressに書き込みます。Enable
packet data オプションがオンになっている場合にのみ有効です。

altera_avalon_fifo_read_fifo() 指定されている read_addressからデータを読み出します。

altera_avalon_fifo_read__other_info() 指定されている read_addressからパケットステータス情報を読み出しま
す。Enable packet data オプションがオンになっている場合にのみ有効で
す。
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24.5.1. ソフトウェア制御

次の表に、statusレジスターのレジスターマップを示します。statusレジスターのレイアウトは、入
力インターフェイスと出力インターフェイスで同じです。

表 266. FIFO のステータスレジスターのメモリーマップ

オフセット 31 24 23 16 15 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ベース fill_level

ベース + 1 i_status

ベース + 2 event

ベース + 3 interrupt
enable

ベース + 4 almostfull

ベース + 5 almostempty

表 267. FIFO のステータスフィールドの説明

フィールド タイプ 説明

fill_level RO その時点での FIFO のフィルレベルで、Avalon-ST FIFO の場合はシンボル、Avalon-MM FIFO の場合はワー
ド単位で提供されます。

i_status RO 6 ビットのレジスターで、FIFO のその時点でのステータスを示します。各ビットフィールドの意味に関しては、ス
テータス・ビット・フィールドの説明の表を参照してください。

event RW1C 6 ビットのレジスターで、i_statusとまったく同じフィールドを備えます。i_statusレジスターのビットが
設定されると、同じビットが eventレジスターで設定されます。eventレジスターのビットは、ソフトウェアで
そのビットに 1 を書き込む場合にのみクリアされます。

interruptenable RW 6 ビットの割り込みイネーブルレジスターで、eventおよび i_statusレジスターとまったく同じフィールドを
備えます。eventレジスターのビットが 0 から 1 に移行し、interruptenableの対応するビットが設定さ
れると、マスターへの割り込みが行われます。

almostfull RW 割り込みとステータスに使用されるしきい値レベルです。Avalon-MM ステータスマスターで随時書き込むこと
ができます。DCFIFO のデフォルトのしきい値の値は Depth-4 です。SCFIFO のデフォルトのしきい値の値は
Depth-1 です。しきい値の値の有効な範囲は、1 からデフォルトまでです。1 より小さい値の書き込みを試みる
と、1 が使用されます。デフォルトより大きい値の書き込みを試みると、デフォルトが使用されます。

almostempty RW 割り込みとステータスに使用されるしきい値レベルです。Avalon-MM ステータスマスターで随時書き込むこと
ができます。DCFIFO のデフォルトのしきい値の値は 1 です。SCFIFO のデフォルトのしきい値の値は 1 です。し
きい値の値の有効な範囲は、1 から許容される 大 almostfullしきい値までです。1 より小さい値の書き込
みを試みると、1 が使用されます。 大許容値より大きい値の書き込みを試みると、 大許容値が使用されます。

表 268. ステータス・ビット・フィールドの説明

ビット 名称 説明

0 FULL FIFO が現在フルの場合は 1 になります。

1 EMPTY FIFO が現在空の場合は 1 になります。

2 ALMOSTFULL FIFO のフィルレベルが almostfullの値以上の場合は 1 になります。

continued...   
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ビット 名称 説明

3 ALMOSTEMPTY FIFO のフィルレベルが almostemptyの値以下の場合は 1 になります。

4 OVERFLOW FIFO がオーバーフローすると 1 サイクルの間 1 に設定されます。FIFO は、Avalon 書き込みマスターがフルの
FIFO に書き込みを行った場合にオーバーフローします。OVERFLOW は、Allow backpressure がオフになっ
ている場合にのみ有効です。

5 UNDERFLOW FIFO がアンダーフローすると 1 サイクルの間 1 に設定されます。FIFO は、Avalon 読み出しマスターが空の
FIFO から読み出しを行った場合にアンダーフローします。UNDERFLOW は、Allow backpressure がオフに
なっている場合にのみ有効です。

イベントビットのフィールドは、statusレジスターのフィールドと同じであり、同時に設定されます。た
だし、このフィールドはソフトウェアで 1 を書き込む場合にのみクリアされます (W1C)。eventフィー
ルドを使用し、特定のイベントが発生しているかを判断することができます。

表 269. イベント・ビット・フィールドの説明

ビット 名称 説明

0 E_FULL FIFO がフルになっており、ビットがソフトウェアによってクリアされていない場合は 1 になります。

1 E_EMPTY FIFO が空になっており、ビットがソフトウェアによってクリアされていない場合は 1 になります。

2 E_ALMOSTFULL FIFO のフィルレベルが almostfullしきい値の値よりも大きく、ビットがソフトウェアによってクリアされ
ていない場合は 1 になります。

3 E_ALMOSTEMPTY FIFO のフィルレベルが almostemptyの値よりも小さく、ビットがソフトウェアによってクリアされていな
い場合は 1 になります。

4 E_OVERFLOW FIFO がオーバーフローしており、ビットがソフトウェアによってクリアされていない場合は 1 になります。

5 E_UNDERFLOW FIFO がアンダーフローしており、ビットがソフトウェアによってクリアされていない場合は 1 になります。

次の表は、6 つの STATUS フィールドのマスクを示しています。eventレジスターのビットが 0 から 1
に移行し、interruptenableレジスターの対応するビットが設定されると、マスターへの割り込み
が行われます。

表 270. InterruptEnable ビットフィールドの説明

ビット 名称 説明

0 IE_FULL FIFO が現在フルの場合に割り込みを有効にします。

1 IE_EMPTY FIFO が現在空の場合に割り込みを有効にします。

2 IE_ALMOSTFULL FIFO のフィルレベルが almostfullレジスターの値よりも大きい場合に割り込みを有効にします。

3 IE_ALMOSTEMPTY FIFO のフィルレベルが almostemptyレジスターの値よりも小さい場合に割り込みを有効にします。

4 IE_OVERFLOW FIFO がオーバーフローした場合に割り込みを有効にします。FIFO は、Avalon 書き込みマスターがフルの
FIFO に書き込みを行った場合にオーバーフローします。

5 IE_UNDERFLOW FIFO がアンダーフローした場合に割り込みを有効にします。FIFO は、Avalon 読み出しマスターが空の
FIFO から読み出しを行った場合にアンダーフローします。

6 ALL 割り込みの 6 つのステータス条件をすべて有効にします。

すべてのレジスターにアクセスするマクロは、altera_avalon_fifo_regs.h で定義されます。例え
ば、このファイルには statusレジスターにアクセスするための次のマクロが含まれています。

#define ALTERA_AVALON_FIFO_LEVEL_REG         0
#define ALTERA_AVALON_FIFO_STATUS_REG        1
#define ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_REG         2

24. インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

287

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


#define ALTERA_AVALON_FIFO_IENABLE_REG       3
#define ALTERA_AVALON_FIFO_ALMOSTFULL_REG    4
#define ALTERA_AVALON_FIFO_ALMOSTEMPTY_REG   5

オンチップ FIFO ハードウェアにアクセスするための定義済みマクロとユーティリティーの完全なリスト
に関しては、以下を参照してください。

• <install_dir>\quartus\sopc_builder\components
\altera_avalon_fifo\HAL\inc\
alatera_avalon_fifo.h

• <install_dir>\quartus\sopc_builder\components
\altera_avalon_fifo\HAL\inc\
alatera_avalon_fifo_util.h.

24.5.2. ソフトウェア例

/***********************************************************************/
//Includes
#include "altera_avalon_fifo_regs.h"
#include "altera_avalon_fifo_util.h"
#include "system.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ALMOST_EMPTY 2
#define ALMOST_FULL OUTPUT_FIFO_OUT_FIFO_DEPTH-5
volatile int input_fifo_wrclk_irq_event;
void print_status(alt_u32 control_base_address)
{
printf("--------------------------------------\n");
printf("LEVEL = %u\n", altera_avalon_fifo_read_level(control_base_address) );
printf("STATUS = %u\n", altera_avalon_fifo_read_status(control_base_address,
ALTERA_AVALON_FIFO_STATUS_ALL) );
printf("EVENT = %u\n", altera_avalon_fifo_read_event(control_base_address,
ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALL) );
printf("IENABLE = %u\n", altera_avalon_fifo_read_ienable(control_base_address,
ALTERA_AVALON_FIFO_IENABLE_ALL) );
printf("ALMOSTEMPTY = %u\n",
altera_avalon_fifo_read_almostempty(control_base_address) );
printf("ALMOSTFULL = %u\n\n",
altera_avalon_fifo_read_almostfull(control_base_address));
}
static void handle_input_fifo_wrclk_interrupts(void* context, alt_u32 id)
{
/* Cast context to input_fifo_wrclk_irq_event's type. It is important
* to declare this volatile to avoid unwanted compiler optimization.
*/
volatile int* input_fifo_wrclk_irq_event_ptr = (volatile int*) context;
/* Store the value in the FIFO's irq history register in *context. */
*input_fifo_wrclk_irq_event_ptr =
altera_avalon_fifo_read_event(INPUT_FIFO_IN_CSR_BASE, 
ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALL);
printf("Interrupt Occurs for %#x\n", INPUT_FIFO_IN_CSR_BASE);
print_status(INPUT_FIFO_IN_CSR_BASE);
/* Reset the FIFO's IRQ History register. */
altera_avalon_fifo_clear_event(INPUT_FIFO_IN_CSR_BASE,
ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALL);
}
/* Initialize the fifo */
static int init_input_fifo_wrclk_control()
{
int return_code = ALTERA_AVALON_FIFO_OK;
/* Recast the IRQ History pointer to match the alt_irq_register() function
* prototype. */
void* input_fifo_wrclk_irq_event_ptr = (void*) &input_fifo_wrclk_irq_event;
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/* Enable all interrupts. */
/* Clear event register, set enable all irq, set almostempty and
almostfull threshold */
return_code = altera_avalon_fifo_init(INPUT_FIFO_IN_CSR_BASE,
0, // Disabled interrupts
ALMOST_EMPTY,
ALMOST_FULL);
/* Register the interrupt handler. */
alt_irq_register( INPUT_FIFO_IN_CSR_IRQ,
input_fifo_wrclk_irq_event_ptr, handle_input_fifo_wrclk_interrupts );
return return_code;
}

24.6. インテル FPGA Avalon FIFO メモリーの API

このセクションでは、インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアのアプリケーション・プログラミング・
インターフェイス (API) について説明します。

24.6.1. altera_avalon_fifo_init()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_init(alt_u32 address, alt_u32 ienable, alt_u32
emptymark, alt_u32 fullmark)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address - FIFO 制御スレーブのベースアドレス
ienable - interruptenableレジスターに書き込む値
emptymark - almost empty threshold レベルの値
fullmark - almost full threshold レベルの値

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK) を返します。クリアエラーには
ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_CLEAR_ERROR、割り込みイネーブル書き込みエラーには
ALTERA_AVALON_FIFO_IENABLE_WRITE_ERROR、almostfullレジスターおよび almostemptyレジスター
の書き込みのエラーには ALTERA_AVALON_FIFO_THRESHOLD_WRITE_ERRORを返します。

説明 eventレジスターをクリアし、interruptenableレジスターを書き込み、almostfullレジスターと almostempy
レジスターを設定します。

24.6.2. altera_avalon_fifo_read_status()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_status(alt_u32 address, alt_u32 mask)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address - FIFO 制御スレーブのベースアドレス
mask - statusレジスターからの読み出し値をマスクします

戻り値 アドレス指定されているレジスターのマスクされたビットを返します。

説明 アドレス指定されているレジスターのビットを取得します。アドレス指定されているレジスターの値とマスクの ANDです。
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24.6.3. altera_avalon_fifo_read_ienable()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_ienable(alt_u32 address, alt_u32 mask)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス
mask — interruptenableレジスターからの読み出し値をマスクします

戻り値 interruptenableレジスターとマスクの論理積 ANDを返します。

説明 interruptenableレジスターとマスクの論理積 ANDを取得します。

24.6.4. altera_avalon_fifo_read_almostfull()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_almostfull(alt_u32 address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス

戻り値 almostfullレジスターの値を返します。

説明 almostfullレジスターの値を取得します。

24.6.5. altera_avalon_fifo_read_almostempty()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_almostempty(alt_u32 address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス

戻り値 almostemptyレジスターの値を返します。

説明 almostemptyレジスターの値を取得します。

24.6.6. altera_avalon_fifo_read_event()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_event(alt_u32 address, alt_u32 mask)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス

continued...   
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mask — eventレジスターからの読み出し値をマスクします。

戻り値 eventレジスターとマスクの論理積 ANDを返します。

説明 eventレジスターとマスクの論理積 ANDを取得します。イベントレジスターの単一のビットを読み出すには、単一のビットマ
スク (ALTERA_AVALON_FIFO_FIFO_EVENT_F_MSKなど) を使用します。eventレジスター全体を読み出すには、
フルマスクの ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_ALLを使用します。

24.6.7. altera_avalon_fifo_read_level()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_level(alt_u32 address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス

戻り値 FIFO のフィルレベルを返します。

説明 FIFO のフィルレベルを取得します。

24.6.8. altera_avalon_fifo_clear_event()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_clear_event(alt_u32 address, alt_u32 mask)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス
mask — ビットクリアに使用するマスク (1 はこのビットをクリアすることを意味し、0 はクリアしないことを意味します)

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は ALTERA_AVALON_FIFO_EVENT_CLEAR_ERROR
を返します。

説明 eventレジスターの指定されているビットをクリアします。

24.6.9. altera_avalon_fifo_write_ienable()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_write_ienable(alt_u32 address, alt_u32 mask)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス
mask - interruptenableレジスターに書き込む値。各割り込みビットのマスクに関しては、
altera_avalon_fifo_regs.h を参照してください。

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は
ALTERA_AVALON_FIFO_IENABLE_WRITE_ERRORを返します。

説明 interruptenableレジスターの指定されているビットを書き込みます。
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24.6.10. altera_avalon_fifo_write_almostfull()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_write_almostfull(alt_u32 address, alt_u32 data)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス
data — almost full しきい値レベルの値

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は
ALTERA_AVALON_FIFO_THRESHOLD_WRITE_ERRORを返します。

説明 dataを almostfullレジスターに書き込みます。

24.6.11. altera_avalon_fifo_write_almostempty()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_write_almostempty(alt_u32 address, alt_u23 data)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター address — FIFO 制御スレーブのベースアドレス
data — almost empty しきい値レベルの値

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は
ALTERA_AVALON_FIFO_THRESHOLD_WRITE_ERRORを返します。

説明 dataを almostemptyレジスターに書き込みます。

24.6.12. altera_avalon_write_fifo()

プロトタイプ int altera_avalon_write_fifo(alt_u32 write_address, alt_u32 ctrl_address,
alt_u32 data)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター write_address — FIFO 書き込みスレーブのベースアドレス
ctrl_address — ステータスを読み出す FIFO 制御スレーブのベースアドレス
data — Avalon-MM から Avalon-ST 転送の場合はアドレスオフセット 0 に書き込む値。Avalon-MM から Avalon-MM
転送の場合は利用可能な単一のアドレスに書き込む値。データの順序に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参
照してください。

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は ALTERA_AVALON_FIFO_FULLを返します。

説明 FIFO がフルでない場合に、dataを指定されているアドレスに書き込みます。
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24.6.13. altera_avalon_write_other_info()

プロトタイプ int altera_avalon_write_other_info(alt_u32 write_address, alt_u32 ctrl_address,
alt_u32 data)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター write_address — FIFO 書き込みスレーブのベースアドレス
ctrl_address — ステータスを読み出す FIFO 制御スレーブのベースアドレス
data — Avalon インターフェイスのアドレスオフセット 1 に書き込むパケットステータス情報。パケットステータス情報の
順序に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してください。

戻り値 成功の場合は 0 (ALTERA_AVALON_FIFO_OK)、失敗の場合は ALTERA_AVALON_FIFO_FULLを返します。

説明 パケットステータス情報を write_addressに書き込みます。Enable packet data がオンになっている場合にのみ有
効です。

24.6.14. altera_avalon_fifo_read_fifo()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_fifo(alt_u32 read_address, alt_u32 ctrl_address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター read_address — FIFO 読み出しスレーブのベースアドレス
ctrl_address — ステータスを読み出す FIFO 制御スレーブのベースアドレス

戻り値 アドレスオフセット 0 からのデータを返します。FIFO が空の場合は 0 を返します。

説明 read_addressでアドレス指定されているデータを取得します。

24.6.15. altera_avalon_fifo_read_other_info()

プロトタイプ int altera_avalon_fifo_read_other_info(alt_u32 read_address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_fifo_regs.h>、<altera_avalon_fifo_utils.h>

パラメーター read_address — FIFO 読み出しスレーブのベースアドレス

戻り値 Avalon インターフェイスのアドレスオフセット 1 からのパケットステータス情報を返します。パケットステータス情報の順序
に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してください。

説明 指定されている read_addressからパケットステータス情報を読み出します。Enable packet data がオンになってい
る場合にのみ有効です。
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24.7. インテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアの改訂履歴

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

2019.07.16 19.1 • オンチップ FIFO Memory コアからインテル FPGA Avalon FIFO メモリーコアに
IP コア名を訂正しました。

• 次の信号名を訂正しました。
— clk_inを wrclockに変更
— reset_inを reset_nに変更
— clk_outを rdclockに変更

• インテル FPGA Avalon FIFO メモリーの API のセクションで、ctrl_addressの
説明を更新しました。

2018.09.24 18.1 インターフェイス信号のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 メモリーマップの説明を修正しました。

2009 年 11 月 v9.1.0 コアの概要に説明を追加しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 altera_avalon_fifo_read_status() 関数の説明を更新しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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25. オンチップメモリー (RAM および ROM) コア

25.1. コアの概要

インテル FPGA には、オンチップ・メモリー・ブロックが含まれており、プラットフォーム・デザイナー・シス
テムで RAM または ROM として使用することができます。オンチップメモリーは、プラットフォーム・デザ
イナー・システムに次のような利点をもたらします。

• オンチップメモリーは、オフチップメモリーに比べてアクセス時間が速くなります。

• プラットフォーム・デザイナーは、プラットフォーム・デザイナー・システム内のオンチップメモリーを
自動的にインスタンス化するため、手動で接続する必要がなくなります。

• 特定のメモリーブロックでは、FPGA の電源投入時に初期化された内容を保有することができま
す。この機能は、データ定数やプロセッサーのブートコードを格納する場合などに便利です。

• オンチップメモリーはデュアルポート・アクセスをサポートしているため、2 つのマスターで同じメモ
リーに同時にアクセスできます。

25.2. オンチップメモリーのコンポーネント・レベルのデザイン

プラットフォーム・デザイナーでオンチップメモリーをインスタンス化するには、利用可能なコンポーネン
トのリストからオンチップメモリー (RAM または ROM) をクリックします。オンチップメモリー (RAM
または ROM) コンポーネントのコンフィグレーション・ウィンドウには、Memory type、Size、および
Read latency のオプションがあります。

25.2.1. メモリータイプ

このオプションは、オンチップメモリーの構造を定義します。

• RAM (writable) - この設定では、読み出しおよび書き込みが可能なメモリーを作成します。

• ROM (read only) - この設定では、読み取り専用のメモリーを作成します。

• Dual-port access - この設定では、2 つのスレーブを備えるメモリー・コンポーネントが作成され
るため、2 つのマスターが同時にメモリーにアクセスできるようになります。

注
意: 

メモリー・コンポーネントは真のデュアルポート・モードで動作します。スレーブポートにはど
ちらも、読み出しまたは書き込み操作に向けたアドレスポートがあります。2 つのマスターが
デュアルポート・メモリー内で同じアドレスに同時にアクセスした場合は、未定義の結果が発
生します。同時アクセスは、2 つの書き込みの場合にのみ問題になります。同じ位置への読み
出しと書き込みでは、古いデータが読み出され、新しいデータが格納されます。
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• Single clock operation — シングルクロック動作の設定では、両方のスレーブポートにクロック
を供給する単一のクロックソースを作成します。シングルクロック動作が選択されていない場合、2
つのスレーブポートにはそれぞれ、異なるクロックソースからのクロックが供給されます。

注意: インテル Stratix 10 デバイスでは、シングルクロックの動作のみがサポートされます。

• Read During Write Mode — この設定は、同じメモリー位置に同時に読み出しと書き込みが発
生した場合のメモリーの出力データを決定します。

• Block type - この設定は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに対し、FPGA でオンチッ
プメモリーをフィットする際に特定のタイプのメモリーブロックを使用するように指示します。

注
意: 

MRAM ブロックでは、電源投入時に内容を初期化することはできません。M512 のメモリー
タイプは、両方のポートで読み出しと書き込みの両方をサポートするデュアルポート・モード
をサポートしていません。

一部のメモリータイプには制約があるため、多くの場合は Auto 設定を使用することが 適です。Auto
では、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアによってタイプが選択されるようになります。他の設
定では、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアに対して特定のタイプを選択するように指示しま
す。

25.2.2. サイズ

このオプションは、メモリーのサイズと幅を定義します。

• Enable different width for Dual-port Access - デュアルポート・アクセスにおける異なる幅
のステータス。

注意: デュアルポート・アクセスにおける異なる幅は、インテル Stratix 10 デバイスではサポート
されていません。

• Slave S1 Data width — この設定では、メモリーのデータ幅を決定します。選択可能な値は、8、
16、32、64、128、256、512、または 1024 ビットです。データ幅は、このメモリーに も頻繁にア
クセスするマスター、もしくは もクリティカルなスループット要件をもつマスターの幅に一致する
ように割り当てます。例えば、オンチップメモリーを Nios II プロセッサーのデータマスターに接続
する場合、オンチップメモリーのデータ幅を Nios II のデータマスターの幅と同じ 32 ビットに設定
する必要があります。これに従わない場合、Avalon インターコネクト・ファブリックでは幅の変換が
行われるため、アクセス・レイテンシーが 1 サイクルより長くなる可能性があります。

• Total memory size — この設定では、オンチップ・メモリー・ブロックの合計サイズを決定します。
合計メモリーサイズは、ターゲットの FPGA で利用可能なメモリーよりも小さくする必要がありま
す。

IP のパラメーター・エディターでは、メモリーサイズをそれぞれキロバイトとメガバイトで指定する
文字 k および m を受け入れます。例えば、1k と入力すると、自動的に同等のバイト (この場合は
1024 バイト) に変換されます。

• Minimize memory block usage (may impact fmax) - このオプションは、M4K メモリーブ
ロックを含むデバイスでのみ使用することができます。選択している場合、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアはメモリーを幅ではなく深さで分割するため、使用されるメモリーブロック
が少なくなります。この変化により、fmax が低下する可能性があります。

25.2.3. 読み出しレイテンシー

オンチップ・メモリー・コンポーネントでは、同期しておりパイプライン化されている Avalon-MM スレー
ブを使用します。パイプライン化されたアクセスでは、fMAX のパフォーマンスが向上しますが、メモリー
を読み出す際のレイテンシー・サイクルも追加されます。読み出しレイテンシーのオプションでは、データ
へのアクセスに必要な読み出しレイテンシーを 1 サイクルまたは 2 サイクルで指定することができま
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す。デュアルポート・アクセスの設定がオンになっている場合は、スレーブごとに異なる読み出しレイテン
シーを指定することができます。システムにデュアルポート・メモリーがある場合は、ポートに異なるクロ
ック周波数を指定することができます。これは、プラットフォーム・デザイナーの System Contents タ
ブで指定します。

25.2.4. ROM/RAM メモリーの保護

この設定が有効になっている場合は、追加のリセット要求ポートが作成され、リセット時にメモリーを保
護します。この追加のリセット入力ポートを使用し、メモリーへのクロックをゲートオフします。

25.2.5. ECC パラメーター

この設定を有効にすると、データ幅が拡張され、ECC ビットがサポートされます。この設定では、ECC の
エンコーダーまたはデコーダーのロジックがこのコンポーネント内でインスタンス化されることはあり
ません。

25.2.6. メモリーの初期化

メモリー初期化パラメーターのセクションには、次のオプションが含まれます。

• Initialize memory content — ユーザーがメモリーコンテンツの初期化を有効にするためのオ
プション

• Enable non-default initialization file — Enable non-default initialization file を選択す
ると、独自の初期化ファイルを指定することができます。このオプションでは、指定したファイルを使
用し、プラットフォーム・デザイナーで作成されたデフォルトの初期化ファイルの代わりにメモリーを
初期化することができます。

• Enable Partial Reconfiguration Initialization Mode — この設定が有効になっている場合、
初期化されたメモリーに対してパーシャル・リコンフィグレーションのユースケースをサポートする
ロジックが自動的にインスタンス化されます。

• Enable In-System Memory Content Editor Feature — 動作中に RAM の読み書きに使用
される JTAG インターフェイスを有効にします。このインターフェイスを使用し、ホスト PC からメモ
リーの内容を更新または読み出すことができます。

25.3. オンチップメモリーのプラットフォーム・デザイナー・システム・レベルのデザイン

オンチップメモリーの場合、プラットフォーム・デザイナーのシステムレベルのデザインに関する考慮事
項はほとんどありません。「プラットフォーム・デザイナーのシステムレベルのデザイン」を参照してくださ
い。

新しいシステムを生成する際に、プラットフォーム・デザイナーは、初期化された内容で起動することがで
きる各オンチップメモリーに対してブランクの初期化ファイルをインテル Quartus Prime プロジェク
ト・ディレクトリーに作成します。このファイルの名前は、<name of memory component>.hex
です。

25.4. オンチップメモリーのシミュレーション

システム生成時に、プラットフォーム・デザイナーはオンチップメモリーのシミュレーション・モデルを生
成します。このモデルはプラットフォーム・デザイナー・システム内に組み込まれます。シミュレーション・
テストベンチには、ユーザーがコンフィグレーションできるオプションはありません。
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シミュレーションに向けたメモリー初期化コンテンツは、<Intel Quartus Prime project
directory>/<Platform Designer system name>_sim/<Memory component
name> .hex ファイルで提供することができます。

25.5. オンチップメモリーのインテル Quartus Prime プロジェクト・レベルのデザイ
ン

オンチップメモリーは、プラットフォーム・デザイナー・システム内に組み込まれています。インテル
Quartus Prime プロジェクトに接続される信号はありません。

メモリー初期化コンテンツを提供するには、<name of memory component> .hex ファイルに
入力する必要があります。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、デザインのコンパイル時にこ
のファイルを認識し、その内容を FPGA のコンフィグレーション・ファイルに組み込みます。

注意: メモリーを初期化するには、ハードウェアをインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでコンパイル
し、SRAM オブジェクト・ファイル (.sof) でメモリー初期化ファイルを取得する必要があります。MRAM
を除くすべてのメモリータイプがこの機能をサポートしています。

25.6. オンチップメモリーのボードレベル・デザイン

オンチップメモリーは、プラットフォーム・デザイナー・システム内に組み込まれています。ボードレベルで
接続されるものはありません。

25.7. オンチップメモリーを使用するデザイン例

このセクションでは、4KB のオンチップ RAM をデザイン例に追加する方法を示します。このメモリーで
は単一のスレーブ・インターフェイスを使用し、読み出しレイテンシーは 1 サイクルです。

次の図は、この段階におけるプラットフォーム・デザイナー・システムの生成結果を説明目的で示してい
ます。通常のデザインフローでは、システムの生成はすべてのシステム・コンポーネントを追加した後に
のみ行われます。

図 -77: オンチップメモリーを備えるプラットフォーム・デザイナー・システム
onchip_memory2_0

altera_avalon_onchip_memory2

clk1
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オンチップメモリーは完全にプラットフォーム・デザイナー・システムに組み込まれているため、プラット
フォーム・デザイナーの memory_systemには、onchip_ramに関連付けられている I/O 信号はあ
りません。したがって、インテル Quartus Prime プロジェクトの接続もしくは割り当てをオンチップ
RAM に作成する必要はありません。ボードレベルにおける考慮事項はありません。
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25.8. オンチップメモリー (RAM および ROM) コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 2017.05.08 初版
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26. Optrex 16207 LCD コントローラー・コア

26.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える Optrex 16207 LCD コントローラー・コア (LCD コントローラー・
コア) は、ハードウェア・インターフェイスとソフトウェア・ドライバーを Nios II プロセッサーに提供しま
す。これらは、Optrex 16207 (または相当する) 16×2 文字の LCD パネルに文字を表示するために必
要です。デバイスドライバーは、Nios II プロセッサー向けの HAL システム・ライブラリーで提供されま
す。Nios II のプログラムは、キャラクター・モードのデバイスとして LCD コントローラーにアクセスしま
す。その際は、printf() などの ANSI C 標準ライブラリー・ルーチンが使用されます。LCD コントロ
ーラーはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで生成される任意
のシステムに容易に統合することができます。

Nios II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) には Optrex LCD モジュールが含まれています。ま
た、LCD コントローラーを介して Optrex 16207 でテキストを表示する、すぐに使用可能な複数のデザ
イン例を提供しています。

Optrex 16207 LCD モジュールの詳細に関しては、メーカーが提供している Dot Matrix Character
LCD Module User’s Manual を参照してください。これはオンラインで入手可能です。

26.2. 機能の説明

LCD コントローラー・コアは、ユーザーに表示される 2 つのコンポーネントから構成されています。

• Optrex 16207 LCD パネルのピンに接続する 11 の信号 — これらの信号は Optrex 16207 の
データシートで定義されています。

— E — イネーブル (出力)

— RS — レジスターセレクト (出力)

— R/W — 読み出しまたは書き込み (出力)

— DB0から DB7 — データバス (双方向)

• 4 つのレジスターへのアクセスを提供する Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・
インターフェイス
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図 -78: LCD コントローラーのブロック図
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26.3. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、LCD コントローラーのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。

26.3.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルでは、Nios II プロセッサーに向けた HAL システム・ライブラリーのドライバーを提供している
ため、ANSI C 標準ライブラリー関数を使用して LCD コントローラーにアクセスすることが可能です。イ
ンテルが提供するドライバーは、Nios II システム向け HAL システム・ライブラリーに組み込まれてい
ます。LCD ドライバーは、Nios II Software Developer’s Handbook で説明されているよう
に、標準キャラクター・モードのデバイスです。よって、printf() を使用することが、ディスプレイに文
字を書き込む も簡単な方法です。

この LCD ドライバーでは、HAL システム・ライブラリーにシステム・クロック・ドライバーを含める必要が
あります。

26.3.2. LCD への文字の表示

ドライバーは、VT100 端末と同様の動作を 16×2 画面向けの縮小スケールで実装します。LCD コント
ローラーに書き込まれる文字は、ドライバーに管理される 80 列 × 2 行のバッファーに格納されます。
文字が書き込まれると、カーソル位置が更新されます。表示文字ではカーソル位置が右に動きます。バ
ッファーの右に書き込まれる表示文字は破棄されます。改行文字 (\n) ではカーソルが一行下の左端
の列に移動します。

印刷可能な文字がバッファー下部の下の行に書き込まれると、バッファーはすぐに上にスクロールされ
ます。行はカーソルが下に移動してもすぐにはスクロールしないため、バッファー内の有用な情報が 大
限に表示されます。

バッファーの表示文字がディスプレイに収まる場合は、すべての文字が表示されます。バッファーがディ
スプレイよりも広い場合、ディスプレイは水平方法にスクロールしてすべての文字を表示します。それぞ
れの行は、バッファーの各行の文字数に応じて異なる速度でスクロールします。

LCD ドライバーは、ANSI および VT100 のエスケープ・シーケンスの小規模なサブセットをサポートし
ており、それを使用してカーソル位置の制御や画面の消去を行います。詳細は次の表に示されています。
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表 271. LCD コントローラーがサポートするエスケープ・シーケンス

シーケンス 意味

BS   (\b) カーソルを左に 1 文字分動かします。

CR   (\r) カーソルを現在の行の先頭に動かします。

LF   (\n) カーソルを行の先頭に動かし、1 行下に動かします。

ESC (  (\x1B) VT100 コントロール・シーケンスを開始します。

ESC   [   <y>   ;   <x>   H カーソルを指定されている y、x の位置に動かします。位置は左上を 1;1
としてカウントします。

ESC   [  K 現在のカーソル位置から行の末尾までをクリアします。

ESC   [   2  J 画面全体をクリアします。

LCD コントローラーは出力専用デバイスです。よって、コントローラーからの読み出しを試みた場合は結
果がすぐに返され、文字を受信していないことが示されます。

システム・ライブラリーに対して Reduced device drivers のオプションが有効になっている場合、
LCD コントローラーのドライバーはシステム・ライブラリーに含まれません。LCD コントローラーを使用
し、同時に他のデバイスで小規模なドライバーを使用する必要がある場合は、プリプロセッサー・オプショ
ンの DALT_USE_LCD_16207をプリプロセッサーのオプションに追加します。

26.3.3. ソフトウェア・ファイル

LCD コントローラーには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハードウェ
アへの下位インターフェイスを定義し、HAL ドライバーを提供します。アプリケーション開発者がこのフ
ァイルを変更することは推奨されません。

• altera_avalon_lcd_16207_regs.h — このファイルはコアのレジスターマップを定義
し、下位のハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_lcd_16207.h、altera_avalon_lcd_16207.c — これらのファイ
ルは、HAL システム・ライブラリーに向けた LCD コントローラーのデバイスドライバーを実装して
います。

26.3.4. レジスターマップ

HAL デバイスドライバーにより、レジスターに直接アクセスする必要がなくなります。そのため、インテル
ではレジスターマップの詳細に関する資料を提供していません。レジスターマップの詳細に関しては、
altera_avalon_lcd_16207_regs.hファイルを参照してください。レジスターの使用に関して
は、Optrex より提供されている Dot Matrix Character LCD Module User’s Manual を参照してく
ださい。

26.3.5. 割り込み動作

LCD コントローラーは割り込みを生成しません。ただし、LCD ドライバーのテキストスクロール機能は、
タイミング目的で割り込みを使用する HAL システムのクロックドライバーに依存します。
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26.4. Optrex 16207 LCD コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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27. PIO コア

27.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える PIO (Parallel Input/Output) コアは、Avalon Memory-
Mapped (Avalon-MM) スレーブポートと汎用 I/O ポートの間にメモリーマッピングされたインター
フェイスを提供します。この I/O ポートは、オンチップのユーザーロジック、または FPGA 外部のデバイ
スに接続している I/O ピンのどちらかに接続されます。

PIO コアは、ビットバンギング手法で十分に対応できる状況において、ユーザーロジックまたは外部デ
バイスへの容易な I/O アクセスを提供します。使用例は次のとおりです。

• LED の制御

• スイッチからのデータ取得

• ディスプレイ・デバイスの制御

• ASSP (Application-Specific Standard Products) などのオフチップデバイスのコンフィグレ
ーションや通信

PIO コアの割り込み要求 (IRQ) 出力では、入力信号に基づき割り込みをアサートできます。

27.2. 機能の説明

各 PIO コアは、 大 32 の I/O ポートを提供します。マイクロプロセッサーなどのインテリジェント・ホ
ストは、レジスターマッピングされた Avalon-MM インターフェイスを読み書きすることにより、PIO ポ
ートを制御します。ホストの制御下で、PIO コアは入力でデータをキャプチャーし、出力にデータを駆動し
ます。PIO ポートが I/O ピンに直接接続されている場合、ホストは PIO コアのコントロール・レジスター
を書き込むことにより、ピンをトライステートにすることができます。次の例では、複数の PIO コアを使
用するプロセッサーベースのシステムで、LED の駆動、オンチップリセット要求制御ロジックからのエッ
ジのキャプチャー、およびオフチップ LCD ディスプレイの制御を行っています。
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図 -79: 複数の PIO コアを使用するシステム
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プラットフォーム・デザイナーで生成されたシステムに統合する場合、PIO コアはユーザーに表示される
2 つの機能を備えます。

• 4 つのレジスター (data、direction、interruptmask、edgecapture) を備えるメモリ
ーマッピングされているレジスター空間

• 1 から 32 個の I/O ポート

I/O ポートは、FPGA 内のロジック、またはオフチップデバイスに接続しているデバイスピンに接続
することができます。レジスターは、Avalon-MM インターフェイスを介して I/O ポートへのインタ
ーフェイスを提供します。レジスターの説明に関しては、PIO コアのレジスターマップを参照してく
ださい。

27.2.1. データの入力および出力

PIO コアの I/O ポートは、オンチップまたはオフチップのロジックに接続することができます。コアは、
入力専用、出力専用、もしくは入力と出力の両方にコンフィグレーションできます。コアを使用してデバイ
スの双方向 I/O ピンを制御する場合、コアではトライステート制御を備える双方向モードが提供されま
す。

ハードウェア・ロジックは、データレジスターの読み出しと書き込みで分かれています。データレジスター
の読み出しでは、入力ポート (存在する場合) に存在する値が返されます。データの書き込みは、出力ポ
ート (存在する場合) に駆動される値に影響します。これらのポートは独立しています。データレジスタ
ーの読み出しで、以前に書き込まれたデータは返されません。

27.2.2. エッジのキャプチャー

PIO コアをコンフィグレーションし、入力ポートでエッジをキャプチャーすることができます。Low から
High への遷移、High から Low への遷移、またはその両方をキャプチャーすることができます。入力でエ
ッジを検出すると、状態が edgecaptureレジスターで示されます。検出されるエッジのタイプは、IP
の生成時にプラットフォーム・デザイナーで指定されます。レジスターを介してこれを変更することはでき
ません。

27.2.3. IRQ の生成

PIO コアをコンフィグレーションし、特定の入力条件で IRQ を生成することができます。IRQ 条件は次
のいずれかです。

27. PIO コア
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• レベル・センシティブ — PIO コアのハードウェアでは、High のレベルを検出することができます。
NOTゲートをコアの外部に挿入し、ネガティブのセンシティビティーを提供することができます。

• エッジ・センシティブ — コアのエッジ・キャプチャー・コンフィグレーションで、IRQ を引き起こすエ
ッジのタイプを決定します。

割り込みは、各入力ポートで個別にマスクすることができます。割り込みマスクは、割り込みを生成
できる入力ポートを決定します。

27.3. コンフィグレーション例

図 -80: 入力ポート、出力ポート、および IRQ のサポートを備える PIO コア
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次のブロック図は、双方向モードでコンフィグレーションされ、IRQ をサポートしない PIO コアを示して
います。

図 -81: 双方向ポートを備える PIO コア
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27.3.1.  Avalon-MM インターフェイス

PIO コアの Avalon-MM インターフェイスは、単一の Avalon-MM スレーブポートで構成されます。スレ
ーブポートでは、基本的な Avalon-MM の読み出しおよび書き込み転送が可能です。Avalon-MM スレ
ーブポートは IRQ 出力を提供するため、コアで割り込みをアサートすることができます。

27.4. コンフィグレーション

以降のセクションでは、利用可能なコンフィグレーションのオプションについて説明します。

27.4.1. 基本的な設定

Basic Settings ページでは、I/O ポートの幅、方向、およびリセット値を指定することができます。

27. PIO コア
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27.4.1.1. 幅

I/O ポートの幅は、1 から 32 の任意の整数値に設定することができます。

27.4.1.2. 方向

ポートの方向は、次に示すオプションのいずれかに設定できます。

表 272. 方向の設定

設定 説明

Bidirectional (tristate) ports このモードでは、各 PIO ビットは 1 つのデバイスピンをデータの駆動と
キャプチャーに共有します。各ピンの方向は個別に選択できます。FPGA
I/O ピンをトライステートにするには、方向を入力に設定します。

Input ports only このモードでは、PIO ポートで入力のみをキャプチャーすることができま
す。

Output ports only このモードでは、PIO ポートで出力のみを駆動することができます。

Both input and output ports このモードでは、入力ポートおよび出力ポートのバスは、n ビット幅の個
別の単方向バスです。

27.4.1.3. 出力ポートのリセット値

出力ポートのリセット値を指定することができます。有効な値の範囲は、ポート幅によって異なります。

27.4.1.4. 出力レジスター

オプションの Enable individual bit set/clear output register では、出力ポートの個々のビ
ットを設定またはクリアすることができます。このオプションをオンにすると、2 つの追加レジスター
(outsetおよび outclear) が実装されます。これらのレジスターを使用し、設定およびクリアを行
う出力ビットを指定することができます。

27.4.2. 入力オプション

Input Options ページでは、エッジ・キャプチャーと IRQ 生成の設定を指定することができます。
Input Options ページは、Output ports only が Basic Settings ページで選択されている場
合は利用できません。

27.4.2.1. エッジ・キャプチャー・レジスター

Synchronously capture をオンにし、エッジ・キャプチャー・レジスターの edgecaptureをコア
に含めます。エッジ・キャプチャー・レジスターを使用すると、指定されているタイプのエッジが入力ポート
で発生した際に、コアでオプションの割り込みを検出および生成することができます。ユーザーはさらに、
次の機能を指定する必要があります。

• 検出するエッジのタイプを選択します。

— Rising Edge

— Falling Edge

— Either Edge

• Enable bit-clearing for edge capture register をオンにし、エッジ・キャプチャー・レジ
スターの個々のビットをクリアします。特定のビットをクリアするには、エッジ・キャプチャー・レジス
ターの該当ビットに 1 を書き込みます。

27. PIO コア
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27.4.2.2. 割り込み

Generate IRQ をオンにし、指定されているイベントが入力ポートで発生した際に IRQ 出力をアサー
トします。ユーザーはさらに、IRQ イベントの原因を指定する必要があります。

• Level — 特定の入力が High で、その入力に対する割り込みが interruptmaskレジスターで
有効になっている場合に、コアは IRQ を生成します。

• Edge — エッジ・キャプチャー・レジスターの特定のビットが High で、そのビットに対する割り込み
が interruptmaskレジスターで有効になっている場合に、コアは IRQ を生成します。

Generate IRQ がオフになっている場合は、interruptmaskレジスターは存在しません。

27.4.3. シミュレーション

Simulation ページでは、シミュレーション時の入力ポートの値を指定することができます。テストベン
チで PIO 入力ポートを特定の値に設定するには、Hardwire PIO inputs in test bench をオン
にし、値を Drive inputs to フィールドで指定します。

27.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、PIO コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。これには、ハ
ードウェアへのアクセスに使用されるレジスターマップやソフトウェア構造が含まれます。Nios II プロ
セッサーのユーザーに対し、インテルでは、PIO コアのレジスターを定義する HAL システム・ライブラリ
ー・ヘッダー・ファイルを提供しています。PIO コアは、HAL がサポートする汎用デバイスモデルのカテゴ
リーに一致しないため、HAL API または ANSI C 標準ライブラリーを介してアクセスすることはできま
せん。

Nios II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) は、いくつかのデザイン例で PIO コアの使用法を示し
ています。特に、count_binary.cの例では、PIO コアを使用して LED を駆動し、PIO エッジ検出割
り込みを使用してボタンの押下を検出します。

27.5.1. ソフトウェア・ファイル

PIO コアには 1 つのソフトウェア・ファイル (altera_avalon_pio_regs.h) が付属します。こ
のファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位のハードウェアにアクセスするための記号定数を提
供します。

27.5.2. レジスターマップ

CPU などの Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、次の 4 つの 32 ビット・レジスターを介して PIO コ
アを制御し、PIO コアと通信します。この表では、PIO コアの I/O ポートが n ビット幅にコンフィグレー
ションされていると仮定しています。

表 273. PIO コアのレジスターマップ

オフセット レジスター名 R/W (n-1) ... 2 1 0

0 data 読み出しアクセス R 現在 PIO 入力にあるデータ値

書き込みアクセス W PIO 出力で駆動する新しい値

1 direction (1) R/W 各 I/O ポートの個別の方向制御。値 0 では入力に、値 1 では出力に方
向が設定されます。

continued...   
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オフセット レジスター名 R/W (n-1) ... 2 1 0

2 interruptmask (1) R/W 各入力ポートの IRQ のイネーブル/ディスエーブル。ビットを 1 に設定
すると、対応するポートの割り込みが有効になります。

3 edgecapture (1)、(2) R/W 各入力ポートのエッジ検出。

4 outset W 設定する出力ポートのビットを指定します。outset の値は、IP コアの
物理レジスターに格納されません。よって、その値は今後の使用に対し
て維持されません。

5 outclear W クリアする出力ビットを指定します。outclear の値は、IP コアの物理レ
ジスターに格納されません。よって、その値は今後の使用に対して維持
されません。

注意
1. ハードウェアのコンフィグレーションによっては、このレジスターが存在しない場合があります。レジスターが存在しない場合、レジスターの読み出しで

は未定義の値が返され、レジスターの書き込みは無効です。
2. オプションの Enable bit-clearing for edge capture register がオフになっている場合、任意の値を edgecaptureレジスターに書き込

むと、レジスター内のすべてのビットがクリアされます。それ以外では、レジスターの特定のビットに 1 を書き込むと、そのビットのみがクリアされます。

27.5.2.1. data レジスター

PIO コアのハードウェアが入力または入出力モードにコンフィグレーションされている場合、dataレ
ジスターからの読み出しでは、入力ポートに存在する値が返されます。PIO コアのハードウェアが出力専
用モードにコンフィグレーションされている場合は、dataレジスターからの読み出しでは、出力ポート
に存在する値が返されます。また、PIO コアのハードウェアが双方向モードにコンフィグレーションされ
ている場合、data レジスターからの読み出しでは、direction レジスターの値に応じて値が返されます。
1 に設定すると出力ポートに存在する値が返され、0 に設定すると未定義の値が返されます。

dataへの書き込みにより、出力ポートを駆動するレジスターに値が格納されます。PIO コアのハードウ
ェアが入力専用モードにコンフィグレーションされている場合、dataへの書き込みは無効です。PIO コ
アのハードウェアが双方向モードの場合は、directionレジスターの対応するビットが 1 (出力) に
設定されている場合にのみ、登録された値が出力ポートに現れます。

27.5.2.2. direction レジスター

directionレジスターは、ポートが双方向の場合に、各 PIO ポートのデータの方向を制御します。
directionのビット nが 1 に設定されている場合、ポート n は dataレジスターの対応するビット
の値を駆動します。

directionレジスターは、PIO コアのハードウェアが双方向モードにコンフィグレーションされてい
る場合にのみ存在します。入力専用、出力専用、入出力モードでは、directionレジスターは存在しま
せん。この場合、directionの読み出しでは未定義の値が返され、directionの書き込みは無効
です。モード (入力、出力、入出力、または双方向) はシステム生成時に指定され、ランタイムに変更する
ことはできません。

リセット後に、directionレジスターのビットはすべて 0 になります。そのため、すべての双方向 I/O
ポートは入力としてコンフィグレーションされます。それらの PIO ポートがデバイスピンに接続されてい
る場合、ピンはハイインピーダンス状態に保持されます。双方向モードでは、directionレジスターに
書き込みを行い、PIO ポートの方向を変更する必要があります (0-入力、1-出力)。

27.5.2.3. interruptmask レジスター

interruptmaskレジスターのビットを 1 に設定すると、対応する PIO 入力ポートの割り込みが有
効になります。割り込みの動作は、PIO コアのハードウェア・コンフィグレーションによって異なります。割
り込み動作のセクションを参照してください。
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interruptmaskレジスターは、ハードウェアが IRQ を生成するようにコンフィグレーションされて
いる場合にのみ存在します。コアで IRQ を生成できない場合、interruptmaskの読み出しでは未
定義の値が返され、interruptmaskの書き込みは無効です。

リセット後に、interruptmaskのビットはすべて 0 になります。そのため、割り込みはすべての PIO
ポートで無効になります。

27.5.2.4. edgecapture レジスター

edgecaptureレジスターのビット n は、入力ポート n でエッジが検出されると 1 に設定されます。
Avalon-MM マスター・ペリフェラルでは、edgecaptureレジスターを読み出し、いずれかの PIO 入
力ポートでエッジが発生しているかを特定することができます。エッジ・キャプチャー・レジスターのビット
がすでに設定されている場合は、in_portのトグル・アクティビティーで値は変化しません。

Enable bit-clearing for the edge capture register のオプションがオフになっている場合、任意の
値を edgecaptureレジスターに書き込むことで、レジスター内のすべてのビットがクリアされます。
それ以外では、レジスターの特定のビットに 1 を書き込むと、そのビットのみがクリアされます。

検出するエッジのタイプは、プラットフォーム・デザイナーでの IP 生成時に指定されます。
edgecaptureレジスターは、ハードウェアがエッジをキャプチャーするようにコンフィグレーションさ
れている場合にのみ存在します。コアがエッジをキャプチャーするようにコンフィグレーションされてい
ない場合は、edgecaptureからの読み出しでは未定義の値が返され、edgecaptureへの書き込
みは無効です。

27.5.2.5. outset および outclear レジスター

outsetレジスターと outclearレジスターを使用し、出力ポートの個々のビットを設定およびクリ
アすることができます。例えば、出力ポートのビット 6 を設定するには、0x40を outsetレジスターに
書き込みます。0x08を outclearレジスターに書き込むと、出力ポートのビット 3 がクリアされま
す。

これらのレジスターは、オプションの Enable individual bit set/clear output register がオ
ンになっている場合にのみ存在します。outset および outclearレジスターは IP コア内の物理レジ
スターではないため、出力ポートの値は、現在の更新 outset 値または現在の更新 outclear 値のみの
影響を受けます。

27.5.3. 割り込み動作

PIO コアは、単一の IRQ 信号を出力します。これはシステム内の任意のマスター・ペリフェラルに接続す
ることができます。マスターでは、dataレジスターもしくは edgecaptureレジスターのいずれかを
読み出し、割り込みの原因となった入力ポートを特定することができます。

ハードウェアがレベル・センシティブ割り込みにコンフィグレーションされている場合、dataおよび
interruptmaskレジスターの対応するビットが 1 になると、IRQ がアサートされます。ハードウェア
がエッジ・センシティブ割り込みにコンフィグレーションされている場合は、edgecaptureおよび
interruptmaskレジスターの対応するビットが 1 になると、IRQ がアサートされます。IRQ は、
interruptmaskの対応するビットを無効にする、もしくは edgecaptureに書き込みを行い、明
示的に肯定応答するまでアサートされた状態になります。

27.5.4. ソフトウェア・ファイル

PIO コアには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。このファイルは、ハードウェアへの低レベル
アクセスを提供します。アプリケーション開発者がこのファイルを変更することは推奨されません。
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• altera_avalon_pio_regs.h - このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位の
ハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。このファイルの記号は、デバイスドライ
バーの機能に使用されます。

27.6. PIO コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2015 年 12 月 2015.12.16 「edgecapture レジスター」のセクションを更新しました。

2015 年 6 月 2015.06.12 • 「レジスターマップ」のセクションを更新しました。
• 「data レジスター」のセクションを更新しました。
• 「direction レジスター」のセクションを更新しました。
• 「outset および outclear レジスター」のセクションを更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2013 年 12 月 v13.1.0 PIO コアのレジスターマップの表で注記 (2) を更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 新しいレジスターの outsetおよび outclearに関するセクションを追加しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。Output Port Reset Value および
Simulation パラメーターの説明を追加しました。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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28. PLL コア

28.1. コアの概要

PLL コアの Avalon ALTPLL および PLL は、インテル Stratix (Stratix V を除く)、および Cyclone シ
リーズの FPGA の専用オンチップ PLL 回路にアクセスする手段を提供します。コアはどちらも、インテル
FPGA ALTPLL IP コアのコンポーネント・ラッパーです。

PLL コアは、製品の廃止およびサポートの終了が予定されています。したがってインテルでは、Avalon
ALTPLL コアをデザインに使用することを推奨しています。

コアはプラットフォーム・デザイナーのシステムクロックを入力として受け入れ、そのリファレンス・クロッ
クにロックされている PLL 出力クロックを生成します。

PLL コアは次の機能をサポートしています。

• インテル FPGA ALTPLL IP コアで提供されるすべての PLL 機能。実際の機能セットは、デバイスフ
ァミリーによって異なります。

• Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) レジスターまたはプラットフォーム・デザイナー・シス
テム・モジュールのトップレベル信号を介したステータス信号とコントロール信号へのアクセス。

• Stratix Ⅲおよび Stratix IV のデバイスファミリーでのダイナミック・フェーズ・リコンフィグレーシ
ョン。

PLL 出力クロックは、次の 2 つの方法に利用可能です。

• プラットフォーム・デザイナー・システムのシステム全体のクロックのソースとして

• プラットフォーム・デザイナー・システム・モジュールにおける出力信号として

ALTPLL IP コアの詳細に関しては、ALTPLL IP Core User Guide を参照してください。
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28.2. 機能の説明

図 -82: PLL コアのブロック図
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28.2.1. ALTPLL IP コア

PLL コアは、ALTPLL IP コアのインスタンス化と Avalon-MM スレーブ・インターフェイスで構成されま
す。このインターフェイスは、コア内のステータスレジスターとコントロール・レジスターへのアクセスを
オプションで提供することができます。ALTPLL IP コアは、プラットフォーム・デザイナーのシステムクロ
ックをリファレンスとして使用し、1 つまたは複数のフェーズ・ロック・ループ出力クロックを生成します。

28.2.2. クロック出力

ターゲットのデバイスファミリーに応じて、ALTPLL IP コアでは 2 つのタイプの出力クロックを生成する
ことができます。

• 内部 (c) — このクロック出力では、プラットフォーム・デザイナー・システム・モジュールの内部また
は外部のロジックを駆動することができます。内部のクロック出力は、 上位の FPGA ピンにマッ
ピングすることもできます。内部のクロック出力は、すべてのデバイスファミリーで利用可能です。

• 外部 (e) — このクロック出力では、専用の FPGA ピンのみを駆動することができます。オンチップ
のクロックソースとして使用することはできません。外部のクロック出力は、すべてのデバイスファミ
リーで使用できるわけではありません。

ただし、Avalon ALTPLL コアは内部のクロック出力と外部のクロック出力を区別しないため、外部
のクロック出力をオンチップ・クロック・ソースとして使用することが可能です。

ターゲットデバイスで利用可能な出力クロックの正確な数とタイプを特定するには、ALTPLL IP
Core User Guide を参照してください。

28. PLL コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

313

http://www.altera.com/literature/ug/ug_altpll.pdf
http://www.altera.com/literature/ug/ug_altpll.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


28.2.3. PLL のステータス信号とコントロール信号

ALTPLL IP コアのパラメーター化の内容に応じて、存在するステータス信号とコントロール信号の数は
異なる場合があります。特定のステータス信号およびコントロール信号を選択し、トップレベルのプラッ
トフォーム・デザイナー・システム・モジュールにエクスポートすることができます。もしくは、Avalon-MM
レジスターで信号へのアクセスを提供することができます。レジスターにマッピングされていないステー
タスまたはコントロール信号は、トップレベルのモジュールにエクスポートされます。詳細は、 Avalon
ALTPLL コアのインスタンス化を参照してください。

28.2.4. システムリセットに関する考慮事項

FPGA のコンフィグレーションで、PLL コアは自動的にリセットされます。PLL 固有のリセット回路は、プ
ラットフォーム・デザイナー・システム・モジュール全体のリセットをリリースする前に PLL がロックされ
ることを保証します。

PLL をリセットすると、プラットフォーム・デザイナー・システム・モジュール全体がリセットされます。

28.3.  Avalon ALTPLL コアのインスタンス化

Avalon ALTPLL コアをインスタンス化する際は、MegaWizard Plug-In Manager が自動的に起動
し、ALTPLL IP コアをパラメーター化します。プラットフォーム・デザイナーでコンフィグレーションでき
る他のパラメーターはありません。

ALTPLL IP コアの pfdena信号は、プラットフォーム・デザイナー・モジュールのトップレベルにエクス
ポートされません。このポートは、controlレジスターの PFDENAビットに書き込むことで駆動する
ことができます。

IP コアの locked、pllena/extclkena、および areset信号は常に、プラットフォーム・デザイナ
ー・モジュールのトップレベルにエクスポートされます。レジスターの各ビットを操作することで、
locked信号を読み出し、コアをリセットすることができます。レジスターの詳細に関しては、レジスタ
ーの定義とビットリストのセクションを参照してください。

ALTPLL MegaWizard Plug-In Manager の使用に関しては、ALTPLL IP Core User Guide を参照
してください。

28.4. PLL コアのインスタンス化

このセクションでは、プラットフォーム・デザイナーにおいて PLL コアの MegaWizard™インターフェイ
スで利用可能なオプションについて説明します。

PLL Settings ページ

PLL Settings ページには、ALTPLL MegaWizard Plug-In Manager を起動するボタンが含まれて
います。MegaWizard Plug-In Manager を使用し、ALTPLL IP コアをパラメーター化します。利用可
能なパラメーターのセットは、ターゲットのデバイスファミリーによって異なります。

ALTPLL IP コアをパラメーター化するまでは、PLL ウィザードで Finish をクリックしたり、PLL インタ
ーフェイスをコンフィグレーションしたりすることはできません。

Interface ページ

Interface ページでは、オプションの高度な PLL ステータス信号およびコントロール信号のアクセス
モードを設定します。
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ALTPLL IP コアに存在する高度な信号それぞれに、次のアクセスモードのいずれかを選択することがで
きます。

• Export — 信号をプラットフォーム・デザイナー・システム・モジュールのトップレベルにエクスポ
ートします。

• Register — 信号をステータスレジスターまたはコントロール・レジスターのビットにマッピング
します。

高度な信号はオプションです。ALTPLL MegaWizard Plug-In でそれらの信号を作成しないこと
を選択している場合、PLL のデフォルトの動作は次のようになります。

次に示す高度な信号にアクセスモードを指定することができます。この表に示されていない
ALTPLL コアの信号は、プラットフォーム・デザイナー・システム・モジュールのトップレベルに自動
的にエクスポートされます。

表 274. ALTPLL の高度な信号

ALTPLL 名 入力/出
力

Avalon-MM PLL ウィザー
ド名

デフォルトの動作 説明

areset 入力 PLL Reset Input PLL はデバイスのコンフィグレ
ーション時にのみリセットされ
ます。

この信号はプラットフォーム・デザイナー・システム・
モジュール全体をリセットし、PLL を初期設定に復
元します。

pllena 入力 PLL Enable Input PLL は有効になります。 この信号は PLL を有効にします。
pllenaは常にエクスポートされます。

pfdena 入力 PFD Enable Input 位相周波数検出器が有効にな
ります。

この信号は PLL の位相周波数検出器を有効にする
ため、PLL をクロック・リファレンスの変化にロック
することが可能になります。

locked 出力 PLL Locked Output — この信号は、PLL が入力クロックにロックされてい
る際にアサートされます。

aresetがアサートされると、PLL だけではなく、プラットフォーム・デザイナー・システム・モジュー
ル全体がリセットされます。

Finish

Finish をクリックし、プラットフォーム・デザイナー・システムに PLL を挿入します。PLL クロック出力
は、プラットフォーム・デザイナーの System Contents タブのクロック設定テーブルに表示されま
す。

PLL に外部出力クロックがある場合、それらは他のクロックと同様にクロック設定テーブルに表示され
ます。ただし、それらを使用してプラットフォーム・デザイナー・システム内のコンポーネントを駆動するこ
とはできません。

外部出力クロックの使用についての詳細は、ALTPLL IP Core User Guide を参照してください。

プラットフォーム・デザイナーは、PLL のリファレンス・クロック入力をクロック設定テーブルで利用可能
な 初のクロックに自動的に接続します。

プラットフォーム・デザイナーのシステムクロックが複数使用可能な場合は、PLL が適切なリファレンス・
クロックに接続されていることを確認してください。
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28.5. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

PLL コアに向けてプラットフォーム・デザイナーで生成される HDL ファイルは、合成とシミュレーション
の両方に適しています。PLL コアは標準のプラットフォーム・デザイナーのシミュレーション・フローをサ
ポートします。よって、ハードウェア・シミュレーションに関する特別な考慮事項はありません。

28.6. レジスターの定義とビットリスト

デバイスドライバーは、2 つのメモリーマッピングされているレジスター (statusおよび control)
を介してコアを制御し、コアと通信することができます。これらのレジスターの幅は、Avalon ALTPLL コ
アでは 32 ビットですが、PLL コアでは単に 16 ビットです。

PLL コアにおいて、次の PLL コアのレジスターマップに示されている statusビットと controlビ
ットは、それらが ALTPLL MegaWizard Plug-In Manager で作成され、PLL ウィザードの
Interface ページで Register に設定されている場合にのみ存在します。これらのレジスターは常に
Avalon ALTPLL コアで作成されます。

表 275. PLL コアのレジスターマップ

オフセッ
ト

レジスター名 R/W ビットの説明

31/15
(2)

30 29 ... 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 status R/O (1) phasedone locked

1 control R/W (1) pfdena areset

2 phase
reconfig
control

R/W phase (1) counter_number

3 — — 未定義

注意
1. 予約済み。読み出し値は未定義です。書き込み時は、予約されているビットを 0 に設定します。
2. レジスターは、Avalon ALTPLL コアでは 32 ビット幅、PLL コアでは 16 ビット幅です。

28.6.1. Status レジスター

組み込みソフトウェアは、statusレジスターを介して PLL のステータスにアクセスすることができま
す。statusへの書き込みは無効です。

表 276. Status レジスターのビット

ビット番号 ビット名 リセット後の値 説明

0 locked

(2)
1 ALTPLL IP コアの locked信号に接続します。lockedビットは、PLL の出力

に有効なクロックが存在する場合に High になります。

1 phasedone

(2)
0 ALTPLL IP コアの phasedone信号に接続します。ALTPLL の phasedone

出力は、システムクロックに同期しています。

2:15/31 (1) — — 予約済みです。読み出し値は未定義です。

注意
1. statusレジスターは、Avalon ALTPLL コアでは 32 ビット幅、PLL コアでは 16 ビット幅です。
2. Avalon ALTPLL コンポーネントからの lockedおよび phasedone出力はコンジットとして利用でき、ALTPLL からの非同期出力を反映し

ます。
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28.6.2. Control レジスター

組み込みソフトウェアでは、controlレジスターを介して PLL を制御することができます。ソフトウェ
アでは、コントロール・ビットのステータスを読み戻すこともできます。

表 277. Control レジスターのビット

ビット番号 ビット名 リセット後の値 説明

0 areset 0 ALTPLL IP コアの areset信号に接続します。このビットに 1 を書き込むと、
PLL リセットが開始します。

1 pfdena 1 ALTPLL IP コアの pfdena信号に接続します。このビットに 0 を書き込むと、
位相周波数検出が無効になります。

2:15/31 (1) — — 予約済みです。読み出し値は未定義です。書き込み時は、予約されているビット
を 0 に設定します。

注意
1. controlレジスターは、Avalon ALTPLL コアでは 32 ビット幅、PLL コアでは 16 ビット幅です。

28.6.3. Phase Reconfig Control レジスター

組み込みソフトウェアでは、phase reconfig controlレジスターを介してダイナミック・フェー
ズ・リコンフィグレーションを制御することができます。

表 278. Phase Reconfig Control レジスターのビット

ビット番号 ビット名 リセット後の値 説明

0:8 counter_number — カウンターのバイナリー 9 ビットを表しています。リコンフィグレーションが必
要です。カウンターの選択に関しては、Counter_Number のビットと選択の表
を参照してください。

9:29 — — 予約済みです。読み出し値は未定義です。書き込み時は、予約されているビット
を 0 に設定します。

30:31 phase (1) — 01: counter_numberのステップ・アップ・フェーズ
10: counter_numberのステップ・ダウン・フェーズ
00 と 11: 操作なし

注意
1. 1 に設定されている場合は、フェーズのステップアップまたはダウン (Avalon ALTPLL コアにのみ適用されます)。

次の表は、カウンターの番号と選択を示しています。例えば、100 000 000 ではカウンター C0 が選択
され、100 000 001 ではカウンター C1 が選択されます。

表 279. Counter_Number のビットと選択

Counter_Number [0:8] カウンターの選択

0 0000 0000 すべての出力カウンター

0 0000 0001 M カウンター

> 0 0000 0001 未定義

1 0000 0000 C0

1 0000 0001 C1

1 0000 0010 C2

continued...   
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Counter_Number [0:8] カウンターの選択

... ...

1 0000 1000 C8

1 0000 1001 C9

> 1 0000 1001 未定義

28.7. PLL コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 レジスターのフィールドとビットの説明を改訂しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 新しい Avalon ALTPLL コアに関する情報を追加しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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29. DMA コントローラー・コア

29.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるダイレクト・メモリー・アクセス (DMA) コントローラー・コアは、バル
クデータの転送を実行し、ソースアドレス範囲からデータを読み出し、別のアドレス範囲にデータを書き
込みます。Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) マスター・ペリフェラル (CPU など) は、メモリ
ー転送タスクを DMA コントローラーにオフロードすることができます。DMA コントローラーがメモリ
ー転送を実行している間に、マスターは他のタスクを並行して実行することができます。

DMA コントローラーは、可能な限り効率的にデータを転送し、送信元もしくは送信先で許容される 大
のペースでデータを読み書きします。DMA コントローラーは、フロー制御をともなう Avalon 転送を行
うことができます。よって、低速ペリフェラル (UART など) との間で、フロー制御を使用してペリフェラル
で許容される 大のペースでデータを自動的に転送できるようになります。

プラットフォーム・デザイナーで DMA コントローラーをインスタンス化すると、1 つのスレーブポートと
2 つのマスターポートが作成されます。読み出しまたは書き込みのマスターポートからアクセスできるス
レーブ・ペリフェラルを指定する必要があります。同様に、DMA 制御ポートにアクセスして DMA トラン
ザクションを開始できる他のマスター・ペリフェラルを指定する必要があります。DMA コントローラー
は、システムモジュールのトップレベルに信号をエクスポートしません。

注意: 階層サブシステムで DMA コントローラーをインスタンス化する場合は、サブシステム内の DMA コント
ローラーのエクスポートされたマスター・インターフェイスの前に Avalon-MM パイプライン・ブリッジを
追加します。これにより、パイプライン・ブリッジのバス幅をスレーブ・アドレス・バスと一致するようにコン
フィグレーションすることができます。

Nios II プロセッサーの場合、デバイスドライバーが HAL システム・ライブラリーで提供されています。
HAL サポートの詳細に関しては、ソフトウェアのプログラミング・モデルのセクションを参照してくださ
い。

29.2. 機能の説明

DMA コントローラーを使用し、送信元アドレス空間から送信先アドレス空間へのデータ転送を実行する
ことができます。コントローラーにはエンディアンの概念がなく、ペイロードデータを解釈しません。エン
ディアンの概念は、ペイロードデータを解釈するマスターにのみ適用されます。

送信元と送信先は、Avalon-MM スレーブ・ペリフェラル (例: 定数のアドレス) またはメモリー内のア
ドレス範囲のいずれかになります。DMA コントローラーはフロー制御とともにペリフェラルと組み合わ
せて使用できるため、データのトランザクションを固定長または可変長にすることが可能です。DMA コ
ントローラーでは、DMA トランザクションが完了すると割り込み要求 (IRQ) を通知することができま
す。トランザクションは、DMA コントローラー・コアによって開始される 1 つもしくは複数の Avalon 転
送のシーケンスです。
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下図に示されているように、DMA コントローラーには 2 つの Avalon-MM マスターポート (マスター
読み出しポートとマスター書き込みポート) があります。また、1 つの Avalon-MM スレーブポートで
DMA を制御しています。

図 -83: DMA コントローラーのブロック図
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標準的な DMA トランザクションは次のように進行します。

1. CPU は、制御ポートに書き込むことにより、DMA コントローラーをトランザクションに対して準備
します。

2. CPU は DMA コントローラーを有効にします。DMA コントローラーはその後、CPU からの追加介
入なしにデータの転送を開始します。DMA のマスター読み出しポートでは、読み出しアドレス (メ
モリーまたはペリフェラル) からデータを読み出します。マスター書き込みポートでは、データを送
信先のアドレスに書き込みます。送信先のアドレスもまた、メモリーまたはペリフェラルにすること
ができます。浅い FIFO により、読み出しポートと書き込みポートの間でデータをバッファーします。

3. DMA トランザクションは、指定されているバイト数が転送される (固定長トランザクション)、もし
くは送信元または送信先で End-of-Packet 信号がアサートされる (可変長トランザクション) と
終了します。DMA コントローラーが割り込み要求 (IRQ) を生成するように CPU によってコンフィ
グレーションされている場合は、トランザクションの終了時に DMA コントローラーは割り込み要
求 (IRQ) を生成します。

4. トランザクション中またはトランザクション後に、CPU では、トランザクションが進行中であるか終
了しているか (およびどのように終了したか) を特定することができます。これには、DMA コントロ
ーラーの statusレジスターを確認します。

29.2.1. DMA トランザクションの設定

Avalon-MM マスター・ペリフェラルは、制御ポートを介してレジスターに書き込むことにより、DMA ト
ランザクションを設定および開始します。Avalon-MM マスターは、バイトでアライメントされているバ
イトアドレスを使用して DMA エンジンをプログラミングします。マスター・ペリフェラルでは、次のオプ
ションをコンフィグレーションします。

• 読み出し (送信元) アドレス位置

• 書き込み (送信先) アドレス位置

• 個々の転送のサイズ: バイト (8 ビット)、ハーフワード (16 ビット)、ワード (32 ビット)、ダブルワ
ード (64 ビット)、またはクワッドワード (128 ビット)

29. DMA コントローラー・コア
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• トランザクション終了時の割り込みを有効にする

• 送信元または送信先が End-of-Packet 信号で DMA トランザクションを終了できるようにする

• 送信元および送信先がメモリーかペリフェラルかを指定する

その後、マスター・ペリフェラルは controlレジスターのビットを設定し、DMA トランザクション
を開始します。

29.2.2. マスターの読み出しポートと書き込みポート

DMA コントローラーは、マスター読み出しポートを介して送信元アドレスからデータを読み出し、マスタ
ー書き込みポートを介して送信先アドレスに書き込みます。DMA コントローラーは、バイトアドレスを
使用してプログラミングします。読み出しと書き込みの開始アドレスは、転送サイズに揃える必要があり
ます。例えば、データワードの転送において、開始アドレスが 0 の場合、アドレスは 4、8、12 にインクリメ
ントします。異種システムにおいて、多数の異なるスレーブデバイスで幅が異なる場合、読み出しおよび
書き込みマスターのデータ幅は、読み出しまたは書き込みマスターにアドレス指定されるデータ幅が
も広いスレーブの幅に一致します。バースト転送の場合、バースト長は、適切な単位変換で DMA トラン
ザクション長に設定されます。例えば、32 ビット・データ幅の DMA が 64 バイトのワード転送にプログ
ラムされている場合、登録される長さは 64 でプログラムされ、バースト・カウント・ポートは 16 になり
ます。64 ビット・データ幅の DMA が 8 バイトのダブルワード転送にプログラムされている場合は、
Length レジスターは 8 でプログラムされ、バースト・カウント・ポートは 1 になります。

マスターの読み出しポートと書き込みポートの間には浅い FIFO バッファーがあります。デフォルトの深
さは 2 です。これにより、書き込み動作はマスターの読み出しポートのステータスではなく、FIFO のデー
タ利用可能ステータスに依存するようになります。

読み出しマスターポートと書き込みマスターポートはどちらも、フロー制御をともなう Avalon 転送を実
行することができます。これにより、スレーブ・ペリフェラルでデータのフローを制御し、DMA トランザク
ションを終了することができます。

Avalon-MM データ転送と Avalon-MM ペリフェラルにおけるフロー制御に関しては、 Avalon インタ
ーフェイスの仕様書を参照してください。

29.2.3. アドレス指定とアドレス・インクリメント

メモリーにアクセスする場合、読み出し (または書き込み) アドレスは、データの幅に応じてアクセスご
とに 1、2、4、8、または 16 ずつインクリメントします。一方、一般的なペリフェラル・デバイス (UART な
ど) には固定のレジスター位置があります。この場合、読み出し/書き込みアドレスは DMA トランザクシ
ョン全体で一定に保たれます。
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アドレス・インクリメントの規則は、優先度順に次のとおりです。

• controlレジスターの RCON (または WCON) ビットが設定されている場合、読み出し (または
書き込み) のインクリメント値は 0 です。

• それ以外の場合は、読み出しおよび書き込みのインクリメント値は、コントロール・レジスターで指
定されている転送サイズに応じて次のように設定されます。

表 280. アドレス・インクリメントの値

転送幅 インクリメント

バイト 1

ハーフワード 2

ワード 4

ダブルワード 8

クワッドワード 16

異種データ幅のシステムでは、DMA をコンフィグレーションしてネイティブにアライメントされてい
るスレーブにアクセスする際に、正しいアドレスまたはオフセットが提供されていることに注意する
必要があります。例えば、32 ビットの Nios II プロセッサーと 16 ビットの DMA を使用するシステ
ムでは、UART の txdataレジスターのベースアドレスは、dma_data_width/
cpu_data_width (この例の場合は 2) で除算する必要があります。

29.3. パラメーター

このセクションでは、コンフィグレーション可能なパラメーターについて説明します。

29.3.1. DMA のパラメーター (基本)

DMA Parameters ページには、次のパラメーターが含まれます。

転送サイズ

Width of the DMA Length Register パラメーターでは、DMA トランザクションの length レジ
スターの 小幅を指定します。これは、1 から 32 の範囲にすることができます。lengthレジスターは、
単一の DMA トランザクションで可能な転送の 大数を決定します。

デフォルトで、length レジスターは、読み出しまたは書き込みポートがマスターになるスレーブ・ペリフ
ェラルの広がりに十分な幅があります。DMA マスターポート (読み出しまたは書き込み) が、UART な
どのデータ・ペリフェラルのみのマスターになる場合は、length レジスターのオーバーライドが必要にな
ることがあります。この場合、各スレーブのアドレススパンは小さくなりますが、DMA トランザクションあ
たりの転送はより多く必要になる場合があります。通常は、転送幅が小さいほど DMA コントローラー・
コアに対する FPGA の周波数は速くなります。

バースト転送

Enable Burst Transfers がオンになっている場合、DMA コントローラーは、マスターの読み出し
ポートと書き込みポートでバースト・トランザクションを実行します。Maximum Burst Size パラメ
ーターは、トランザクションで許可される 大バーストサイズを決定します。

バーストモードでは、トランザクションの長さはコンフィグレーションされている 大バーストサイズを
超えてはなりません。超える場合は、トランザクションを複数のトランザクションとして実行する必要が
あります。
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FIFO の深さ

Data Transfer FIFO Depth パラメーターは、データ転送に使用される FIFO バッファーの深さを
指定します。インテルでは、FIFO バッファーの深さを読み出しマスターポートに接続しているスレーブ・
インターフェイスの 大読み出しレイテンシーの少なくとも 2 倍に設定することを推奨しています。深度
が少なすぎると、転送のスループットが低下します。

FIFO の実装

このオプションでは、マスターの読み出しポートと書き込みポート間の FIFO バッファーの実装を決定し
ます。Construct FIFO from Registers を選択し、ストレージビットごとに 1 つのレジスターを使
用して FIFO を実装します。このオプションは、DMA コントローラーのデータ幅が大きい場合にロジッ
クの使用率に大きな影響を与えます。高度なオプションのセクションを参照してください。

デフォルトでは、FIFO の実装にはエンベデッド・メモリー・ブロックを使用します。

29.3.2. 高度なオプション

Advanced Options ページには、次のパラメーターが含まれます。

Allowed Transactions

DMA コントローラーのハードウェアがサポートする転送データ幅を選択することができます。次のデー
タ幅のオプションを有効または無効にすることができます。

• バイト

• ハーフワード (2 バイト)

• ワード (4 バイト)

• ダブルワード (8 バイト)

• クワッドワード (16 バイト)

不要な転送幅を無効にすると、DMA コントローラー・コアが消費するオンチップ・ロジック・リソース
の数が減少します。例えば、システムに 16 ビットと 32 ビットのメモリーがあり、DMA コントロー
ラーでデータを 16 ビットのメモリーに転送する場合、32 ビットの転送を無効にしてロジックリソ
ースの消費を減らすことができます。

29.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、DMA コントローラーのプログラミング・モデルについて説明します。これには、ハ
ードウェアにアクセスするためのレジスターマップとソフトウェア宣言が含まれます。Nios II プロセッ
サーのユーザーの場合、インテルでは HAL システム・ライブラリーのドライバーを提供しているため、
DMA デバイスに向けた HAL API を使用して DMA コントローラー・コアにアクセスすることができま
す。

29.4.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルが提供しているドライバーには HAL DMA デバイスドライバーが実装されています。これは、
Nios II システムに向けた HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、レジスターに
直接アクセスするのではなく、広く利用されている HAL API を介して DMA コントローラーにアクセス
します。
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プログラムで HAL デバイスドライバーを使用して DMA コントローラーにアクセスする場合、デバイス
のレジスターに直接アクセスすると、ドライバーの正しい動作が妨げられます。

HAL DMA ドライバーは、DMA プロセスの両端を提供します。ドライバーは、受信チャネル
(alt_dma_rxchan) および送信チャネル (alt_dma_txchan) として登録されます。 Nios II
Software Developer’s Handbook には、HAL システム・ライブラリーと DMA デバイスの使用法の完
全な詳細が記載されています。

ioctl() の操作

ioctl() 操作要求は受信チャネルと送信チャネルの両方に対して定義されます。これにより、DMA コ
ントローラーのハードウェアに依存する側面を制御することができます。2 つの ioctl() 関数は、受
信側のドライバーと送信側のドライバーに定義されており、それぞれ alt_dma_rxchan_ioctl()
および alt_dma_txchan_ioctl() になります。次の表は、利用可能な操作を示しています。これ
らは送信チャネルと受信チャネルの両方に有効です。

表 281. alt_dma_rxchan_ioctl() および alt_dma_txchan_ioctl() の操作

要求 意味

ALT_DMA_SET_MODE_8 8 ビット単位でデータを転送します。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_SET_MODE_16 16 ビット単位でデータを転送します。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_SET_MODE_32 32 ビット単位でデータを転送します。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_SET_MODE_64 64 ビット単位でデータを転送します。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_SET_MODE_128 128 ビット単位でデータを転送します。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_RX_ONLY_ON (1) DMA のレシーバーをストリーミング・モードに設定します。この場合、データは単一の位置から継続的に
読み出されます。パラメーターの argは、読み出しが行われるアドレスを指定します。

ALT_DMA_RX_ONLY_OFF (1) 受信チャネルのストリーミング・モードをオフにします。パラメーターの argは無視されます。

ALT_DMA_TX_ONLY_ON (1) DMA のトランスミッターをストリーミング・モードに設定します。この場合、データは単一の位置に継続
的に書き込まれます。パラメーターの argは、書き込みが行われるアドレスを指定します。

ALT_DMA_TX_ONLY_OFF (1) 送信チャネルのストリーミング・モードをオフにします。パラメーターの argは無視されます。

注意
1. これらのマクロ名は、Nios II エンベデッド・デザイン・スイート (EDS) のバージョン 1.1 で変更になりました。古い名称

(ALT_DMA_TX_STREAM_ON、ALT_DMA_TX_STREAM_OFF、ALT_DMA_RX_STREAM_ON、ALT_DMA_RX_STREAM_OFF) は引き
続き有効ですが、新しいデザインでは新しい名称を使用する必要があります。

制限

現在、インテルが提供しているドライバーでは、64 ビットおよび 128 ビットの DMA トランザクションを
サポートしていません。

この関数はスレッドセーフではありません。複数のスレッドから DMA コントローラーにアクセスする場
合は、セマフォーまたはミューテックスを使用して、いずれの場合もこの関数内で 1 つのスレッドのみが
実行されるようにする必要があります。

29.4.2. ソフトウェア・ファイル

DMA コントローラーには次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルは、ハードウェ
アへの下位インターフェイスを定義します。アプリケーション開発者がこのファイルを変更することは推
奨されません。
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• altera_avalon_dma_regs.h — このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位の
ハードウェアにアクセスするための記号定数を提供します。このファイルの記号は、デバイスドライ
バーの機能によってのみ使用されます。

• altera_avalon_dma.h、altera_avalon_dma.c — これらのファイルは、HAL システ
ム・ライブラリーに向けた DMA コントローラーのデバイスドライバーを実装しています。

29.4.3. レジスターマップ

HAL API を使用しているプログラマーは、レジスターを介して DMA コントローラーのハードウェアに
直接アクセスすることはありません。レジスターマップは通常、デバイスドライバーを作成するプログラ
マーにのみ有用です。

インテルで提供している HAL デバイスドライバーは、デバイスのレジスターに直接アクセスします。デバ
イスドライバーを作成しており、HAL ドライバーが同じデバイスに対してアクティブな場合は、ドライバ
ーが競合し、作成したドライバーは正しく動作しません。

デバイスドライバーは、5 つのメモリーマッピングされた 32 ビット・レジスターを介してハードウェアを
制御し、ハードウェアと通信します。

表 282. DMA コントローラーのレジスターマップ

オフセ
ット

レジス
ター名

読み
出し/
書き
込み

31 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 sta
tus 
(1)

RW (2)  LEN WEO
P

REO
P

BUS
Y

DON
E

1 rea
dad
dre
ss

RW 読み出しマスターの開始アドレス

2 wri
tea
ddr
ess

RW 書き込みマスターの開始アドレス

3 len
gth

RW DMA トランザクション長 (バイト単位)

4 — — 予約済み (3)

5 — — 予約済み (3)

6 con
tro
l

RW (2) SOF
TWA
RER
ESE
T

QUA
DWO
RD

DOU
BLE
WOR
D

WCO
N

RCO
N

LEE
N

WEE
N

REE
N

I_E
N

GO WOR
D

HW BYT
E

7 — — 予約済み (3)

注意
1. status レジスターに 0 を書き込むと、LEN、WEOP、REOP、DONEビットがクリアされます。
2. これらのビットは予約されています。読み出し値は未定義です。0 を書き込みます。
3. このレジスターは予約されています。読み出し値は未定義です。書き込みの結果は未定義です。
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status レジスター

statusレジスターは、DMA コントローラー内の状態を示す個々のビットで構成されます。status
レジスターはいつでも読み取ることができます。statusレジスターの読み出しで、レジスターの値は
変化しません。

表 283. status レジスターのビット

ビット番号 ビット名 読み出し/書き込み/ク
リア

説明

0 DONE R/C DMA トランザクションが完了しています。End of Packet 条件が検出される、もしくは指
定されているトランザクション長が完了すると、DONEビットが 1 に設定されます。
statusレジスターに 0 を書き込み、DONEビットをクリアします。

1 BUSY R DMA トランザクションが進行中の場合、BUSYビットは 1 になります。

2 REOP R 読み出し側の End-of-Packet イベントによりトランザクションが完了すると、REOPビッ
トが 1 になります。

3 WEOP R 書き込み側の End-of-Packet イベントによりトランザクションが完了すると、WEOPビッ
トが 1 になります。

4 LEN R Length レジスターが 0 になると、LENビットが 1 に設定されます。

readaddress レジスター

readaddressレジスターは、DMA トランザクションで読み出される 初の位置を指定します。
readaddressレジスターの幅はシステム生成時に決定します。幅は、読み出しポートがマスターとな
るすべてのスレーブポートの全範囲に対応するのに十分な広さです。

writeaddress レジスター

writeaddressレジスターは、DMA トランザクションで書き込まれる 初の位置を指定します。
writeaddressレジスターの幅はシステム生成時に決定します。幅は、書き込みポートがマスターと
なるすべてのスレーブポートの全範囲に対応するのに十分な広さです。

length レジスター

lengthレジスターは、読み出しポートから書き込みポートに転送されるバイト数を指定します。
lengthレジスターはバイト単位で指定します。例えば、ワード転送の場合は値を 4 の倍数にし、ハー
フワード転送の場合は 2 の倍数にする必要があります。

lengthレジスターは、各データ値が書き込みマスターポートによって書き込まれるとデクリメントし
ます。lengthが 0 に達すると、LENビットが設定されます。lengthレジスターは 0 より下にデクリ
メントしません。

length レジスターの幅はシステム生成時に決定します。幅は、少なくとも読み出しまたは書き込みマス
ターポートがマスターとなる任意のスレーブポートの広がりに十分な幅で、必要に応じてさらに広げるこ
とができます。

control レジスター

control レジスターは、DMA の内部動作を制御する個々のビットで構成されます。control レジスター
の値はいつでも読み取ることができます。control レジスターのビットは、トランザクションの終了およ
び割り込み要求をもたらす DMA トランザクションの条件を決定します。
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表 284. Control レジスターのビット

ビット番号 ビット名 読み出し/書き
込み/クリア

説明

0 BYTE RW バイト転送を指定します。

1 HW RW ハーフワード (16 ビット) 転送を指定します。

2 WORD RW ワード (32 ビット) 転送を指定します。

3 GO RW DMA トランザクションを有効にします。アイドル段階 (実行開始前) に GOビットが 0
に設定されると、DMA で転送を実行することはできません。アイドル段階に GOビット
が 1 に設定され、Length レジスターが 0 以外の場合は、転送が発生します。
書き込みトランザクションが完了する前に GO ビットが Low にデアサートされた場
合、DONE ビットが High になることはありません。GOビットは、アイドル (実行が発
生していない) 段階にのみ変更することが推奨されます。

4 I_EN RW 割り込み要求 (IRQ) を有効にします。I_ENビットが 1 の場合にステータスレジスタ
ーの DONEビットが 1 に設定されると、DMA コントローラーは IRQ を生成します。
I_ENビットが 0 の場合は IRQ が無効になっています。

5 REEN RW 読み出し側の End-of-Packet でトランザクションを終了します。REENビットが 1 に
設定されている場合、読み出し側のフロー制御を備えるスレーブポートでは、End-of-
Packet 信号をアサートして DMA トランザクションを終了することが可能です。REEN
ビットは 0 に設定する必要があります。

6 WEEN RW 書き込み側の End-of-Packet でトランザクションを終了します。WEENビットは 0 に
設定する必要があります。

7 LEEN RW lengthレジスターが 0 に達すると、トランザクションを終了します。このビットが 0
の場合、lengthが 0 に到達してもトランザクションは終了しません。その場合、DMA
トランザクションは読み出しまたは書き込みマスターポートからの End-of-Packet 信
号で終了する必要があります。LEENビットは 1 に設定する必要があります。

8 RCON RW 定数のアドレスから読み出します。RCONが 0 の場合、読み出しアドレスはデータ転送
のたびにインクリメントします。これは、DMA コントローラーで一連のメモリーアドレ
スを読み出すメカニズムです。RCONが 1 の場合、読み出しアドレスはインクリメントし
ません。これは、DMA コントローラーでペリフェラルから一定のメモリーアドレスで読
み出すメカニズムです。詳細は、アドレス指定とアドレス・インクリメントのセクション
を参照してください。

9 WCON RW 定数のアドレスに書き込みます。RCONビットと同様に、WCONが 0 の場合、書き込み
アドレスはデータ転送のたびにインクリメントします。WCONが 1 の場合、書き込みア
ドレスはインクリメントしません。詳細は、アドレス指定とアドレス・インクリメントを参
照してください。

10 DOUBLEWORD RW ダブルワード転送を指定します。

11 QUADWORD RW クワッドワード転送を指定します。

12 SOFTWARERESET RW ソフトウェアでは、このビットに 1 を 2 回書き込むことにより、DMA エンジンをリセッ
トできます。SOFTWARERESETビットへの 2 回目の 1 の書き込みで、DMA の制御は
システムリセットと同様にリセットされます。ソフトウェアのリセットプロセスをシーケ
ンスにするロジックは、自動的にリセットされます。

DMA トランザクションのデータ幅は、BYTE、HW、WORD、DOUBLEWORD、QUADWORDビットで指定さ
れます。これらのビットは、1 つのみを一度に設定することができます。複数のビットが設定されている場
合の DMA コントローラーの動作は未定義です。転送の幅は、読み書きされる 2 つのスレーブのうちの
狭いスレーブによって決まります。例えば、16 ビットのフラッシュメモリーから読み出し、32 ビットのオ
ンチップメモリーに書き込む DMA トランザクションでは、ハーフワード転送が必要です。この場合、HW
を 1 に設定し、BYTE、WORD、DOUBLEWORD、QUADWORDを 0 に設定する必要があります。
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特定の幅のトランザクションを正常に実行するには、ハードウェアでその幅を有効にしている必要があり
ます。これには、Allowed Transaction ハードウェア・オプションを使用します。例えば、ハードウェア
でクワッドワード転送が無効になっている場合に、QUADWORDビットが DMA トランザクションで設定
されると、DMA コントローラーの動作は未定義になります。

DMA 転送がアクティブな際に DMA ソフトウェアのリセットを実行すると、永続的なバスのロックアッ
プ (次のシステムリセットまで) が発生する可能性があります。そのため、SOFTWARERESETビットに
は、 後の手段の場合を除いて書き込みを行わないでください。

29.4.4. 割り込み動作

DMA コントローラーには単一の IRQ 出力があり、statusレジスターの DONEビットが 1 に等しく、
control レジスターの I_ENビットが 1 に等しい場合にアサートされます。

statusレジスターを書き込むことにより、DONEビットをクリアし、IRQ に肯定応答します。マスター・
ペリフェラルでは、statusレジスターを読み出し、LEN、REOP、および WEOPビットを確認することに
より、DMA トランザクションがどのように終了したかを特定することができます。

29.5. DMA コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 Control レジスターのビットの表で、REENビットと WEENビットの値を明確にしました。

2015 年 12 月 2015.12.12 Control レジスターの表で、LEEN および WEEN を更新しました。

2015 年 6 月 2015.06.12 「Control レジスターのビット」の表で、GOビットの説明を更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 FIFO Depth パラメーターを新しく追加しました。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 コアの機能の説明を更新しました。
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30. Modular Scatter-Gather DMA コア

30.1. コアの概要

プロセッサーのサブシステムでは、2 つのメモリー空間の間でデータ転送が頻繁に発生する可能性があ
ります。システムでデータを移動するプロセッサーの負荷を軽減するために、ダイレクト・メモリー・アクセ
ス (DMA) エンジンを導入し、その機能を代わりに実行します。Modular Scatter-Gather DMA
(mSGDMA) は、記述子と呼ばれるプリロードされた命令を使用してデータ移動操作を実行することが
できます。転送サイズ、および送信元アドレスと送信先アドレスの異なる複数の記述子には、割り込みを
トリガーするオプションがあります。

mSGDMA コアにはモジュラーデザインがあるため、FPGA ファブリックとの統合が容易になります。コ
アは、オプションの読み出しマスターブロックと書き込みマスターブロックを備えるディスパッチャー・ブ
ロックで構成されます。記述子ブロックは記述子を受信してデコードし、読み出しマスターブロックと書
き込みマスターブロックに命令をディスパッチします。それにより、その後の操作が行われます。ブロック
はまた、その他の情報をホストに転送するようにコンフィグレーションされます。このコンテキストでは、
読み出しマスターブロックは Avalon-MM マスター・インターフェイスを介してデータを読み出し、ディス
パッチャー・ブロックからの命令に基づきそのデータを Avalon-ST ソース・インターフェイスに送ります。
一方、書き込みマスターブロックは Avalon-ST シンク・インターフェイスからデータを受信し、Avalon-
MM マスター・インターフェイスを介して送信先アドレスにデータを書き込みます。

30.2. 機能の説明

mSGDMA は、3 つのコンフィグレーション構造を提供し、Avalon-MM から Avalon-MM、Avalon-MM
から Avalon-ST、および Avalon-ST から Avalon-MM のモードにおけるデータ転送を処理します。
mSGDMA のサブコアは、mSGDMA の使用モデルにコンフィグレーションされている構造に基づき自
動的にインスタンス化されます。
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図 -84: メモリーマッピングされた読み出しおよび書き込みをサポートする mSGDMA モジュールのコンフィ
グレーション
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図 -85: Avalon-ST データバスへのメモリーマッピングされたストリーミング読み出しをサポートする
mSGDMA モジュールのコンフィグレーション
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図 -86: メモリーマッピングされたバスへの Avalon-ST データ書き込みストリーミングをサポートする
mSGDMA モジュールのコンフィグレーション
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mSGDMA は、デフォルトで 32 ビットのアドレス指定をサポートします。ただし、Extended Feature
Options をパラメーター・エディターで選択している場合、コアでは 64 ビットのアドレス指定をサポー
トすることができます。また、動的バースト・カウント・プログラミング、ストライドアドレス指定、拡張記述
子形式 (64 ビットのアドレス指定)、実行される記述子の一意のシーケンス番号識別などの拡張機能も
サポートしています。

30.3. mSGDMA のインターフェイスとパラメーター

30.3.1. インターフェイス

mSGDMA は、次の内容で構成されます。

• 1 つの Avalon-MM CSR スレーブポート

• 1 つのコンフィグレーション可能な Avalon-MM スレーブ応答ポートまたは Avalon-ST ソース応
答ポート

• 送信元および送信先のデータ・パス・ポート (Avalon-MM または Avalon-ST)

mSGDMA はまた、アクティブ High レベルの割り込み出力を提供します。

1 つのクロックドメインのみが mSGDMA を駆動することができます。送信元のデータパスと送信先の
データパス間における異なるクロックドメイン要件は、プラットフォーム・デザイナー・ファブリックで処理
されます。

ハードウェア・リセットでは、システム全体がリセットされます。ソフトウェア・リセットでは、ディスパッチ
ャー・モジュールとマスターモジュールのディスパッチャーのレジスターと FIFO がリセットされます。ソ
フトウェア・リセットでは、ステータスレジスターの resetting ビットを読み出し、完全なリセットサイク
ルが完了していることを確認します。
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30.3.1.1. 記述子のスレーブポート

記述子のスレーブポートは書き込み専用で、128 または 256 ビット幅にコンフィグレーションすること
ができます。幅は、システムに選択している記述子の形式によって異なります。このポートに記述子を書
き込む際は、 後のビットを High に設定し、記述子がディスパッチャー・モジュールに完全に書き込ま
れるようにする必要があります。 後のビットが 後の書き込みアクセス時に書き込まれる限り、このポ
ートのバイトレーンには任意の順序でアクセスすることができます。

30.3.1.2. コントロールおよびステータスレジスターのスレーブポート

コントロールおよびステータスレジスター (CSR) のポートは読み出し/書き込みアクセスが可能で、32
ビット幅です。ディスパッチャーの応答ポートが無効になっている、もしくはメモリーマップド・モードに設
定されている場合、CSR ポートはホストに割り込みを送信する役割を担います。

30.3.1.3. 応答ポート

応答ポートは、無効、メモリーマップド、またはストリーミングに設定することができます。メモリーマッ
プド・モードでは、応答情報は Avalon-MM スレーブポートを介してホストに伝達されます。応答情報は
スレーブポートよりも広いため、ホストは 2 回の読み出し操作を実行してすべての情報を取得する必要
があります。

注意: 応答スレーブポートの 後のバイトからの読み出しでは、ディスパッチャー・モジュール内の応答バッファ
ーの破壊的な読み出しが実行されます。そのため、ソフトウェアではかならず、 後の応答アドレスを
後に読み出すようにしてください。

応答ポートを Avalon Streaming ソース・インターフェイスにコンフィグレーションしている場合は、メ
モリーから記述子をプリフェッチできるモジュールに接続します。次の表は、ST データのビットとそれら
の説明を示しています。

表 285. 応答ソースポートのビットフィールド

ST データのビット 説明

31 - 0 実際に転送されるバイト [31:0]

39 - 32 エラー [7:0]

40 早期終了

41 転送完了 IRQ のマスク

49 - 42 エラー IRQ のマスク(24)

50 早期終了 IRQ のマスク(24)

51 記述子バッファーのフル(25)

255 - 52 予約済み

(24) 割り込みマスクはバッファーされるため、記述子プリフェッチ・ブロックで IRQ 信号をアサートできます。

(25) 組み合わせ信号で、記述子プリフェッチ・ブロックに対し、別の記述子をディスパッチャーの記述子 FIFO にコミッ
トするスペースが利用可能であることを通知します。
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30.3.1.4. パラメーター

表 286. コンポーネントのパラメーター

パラメーター名 説明 可能な範囲

DMA Mode mSGDMA の転送モード。このパラメーターは、
mSGDMA 構造を構築するサブコアのインスタンス化を
決定します。

Memory-Mapped to Memory-Mapped、
Memory-Mapped to Streaming、
Streaming to Memory-Mapped

Data Width データパス幅。このパラメーターは、読み出しマスターと
書き込みマスターのデータ幅に影響します。

8、16、32、64、128、256、512、1024

Use pre-determined master
address width

自動決定されるマスターアドレス幅ではなく、事前に決定
されているマスターアドレス幅を使用します。

Enable、Disable

Pre-determined master address
width

メモリースレーブに対応するために必要なマスターアド
レスの 小幅

32

Expose mSGDMA read and
write master's streaming ports

有効にすると、mSGDMA 読み出しマスターのデータ・ソ
ース・ポートと mSGDMA 書き込みマスターのデータ・シ
ンク・ポートが mSGDMA コア外部の接続に対して公開
されます。

Enable、Disable

Data Path FIFO Depth 内部データパスの FIFO の深さ 16、32、64、128、256、512、1024、2048、
4096

Descriptor FIFO Depth 記述子数を格納する FIFO のサイズ 8、16、32、64、128、256、512、1024

Response Port 応答ポートとそのポート・インターフェイス・タイプを有効
にするオプション

Memory-Mapped、Streaming、Disabled

Maximum Transfer Length 大転送長。コンフィグレーションする長さの幅を短くす
ると、より速い mSGDMA の周波数を FPGA で動作させ
ることができます。

1KB、2KB、4KB、8KB、16KB、32KB、
64KB、128KB、256KB、512KB、1MB、
2MB、4MB、8MB、16MB、32MB、64MB、
128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

Transfer Type サポートされるトランザクション・タイプ Full Word Accesses Only、Aligned
Accesses、Unaligned Accesses

Burst Enable バースト転送を有効にします。 Enable、Disable

No Byteenables During Writes 有効にすると、すべてのバイト・イネーブルが強制的に
High になります。
このオプションは、転送タイプが Aligned Accesses
に設定され、DMA モードが Memory-mapped to
Memory-Mapped もしくは Streaming to
Memory-Mapped のいずれかに設定されている場合
にのみ適用されます。
有効になっている場合、ソフトウェアでは、転送の 後で
転送長がデータ幅の倍数ではないシナリオを処理する必
要があります。

Enable、Disable

Maximum Burst Count 大のバーストカウント 2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024

Force Burst Alignment Enable 強制バースト・アライメントは無効にします。強制バース
ト・アライメントでは、マスターはアドレスがバースト境界
にアライメントされるまで、長さ 1 のバーストをポストす
るように強制されます。

Enable、Disable

Enable Write Response 有効にすると、書き込みマスターの書き込み応答機能が
オンになります。DMA 転送の完了後に、未処理の書き込
みがすべて応答された際にのみホストへの通知が行われ
ます。

Enable、Disable

continued...   
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パラメーター名 説明 可能な範囲

Enable Extended Feature
Support

拡張機能を有効にします。ストライドアドレス指定、プロ
グラム可能なバースト長、64 ビットのアドレス指定、また
は記述子のタグ付けを使用するには、拡張機能のサポー
トを有効にしている必要があります。

Enable、Disable

Stride Addressing Enable ストライドアドレス指定を有効にします。ストライドアドレ
ス指定により、DMA はメモリーでインターリーブされて
いるデータを読み書きできるようになります。バースト転
送オプションが有効になっている場合は、ストライドアド
レス指定を有効にすることはできません。

Enable、Disable

Maximum Stride Words 大ストライド数 (ワード単位) 1 – 2G

Programmable Burst Enable 動的バースト・プログラミングを有効にします。 Enable、Disable

Packet Support Enable パケット化された転送を有効にします。
注
意: 

PACKET_ENABLE パラメーターが無効になって
おり、TRANSFER_TYPE が「Full Word
Accesses Only」ではない場合、アライメントされ
ていない転送長により、読み出しマスターコアの
Avalon ストリーミング・データ・ソース・ポートの
後の転送ビート時に追加バイトが書き込まれます。
このパラメーターが TRUE に設定されている場合
にのみ、転送される実際のバイトがトランザクショ
ンにおいて意味のあるものになります。
PACKET_ENABLE は、ST-to-MM および MM-
to-ST の DMA 動作モードにのみ適用されます。

Enable、Disable

Error Enable ST インターフェイスのエラーフィールドを有効にします。 Enable、Disable

Error Width エラーフィールド幅 1、2、3、4、5、6、7、8

Channel Enable ST インターフェイスのチャネルフィールドを有効にしま
す。

Enable、Disable

Channel Width チャネルフィールド幅 1、2、3、4、5、6、7、8

Enable Pre-Fetching module プリフェッチャー・モジュールを有効にします。これは、メ
モリーから記述子をフェッチするハードウェア・コアです。

Enable、Disable

Enable bursting on descriptor
read master

読み出しバーストを有効にすると、プリフェッチャーの読
み出し記述子インターフェイスのバースト機能がオンに
なります。

Enable、Disable

Data Width of Descriptor read/
write master data path

Avalon-MM 記述子の読み出し/書き込みデータパスの
幅

32、64、128、256

Maximum Burst Count on
descriptor read master

大バーストカウント Enable、Disable
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30.3.2. mSGDMA のパラメーター・エディター

図 -87: Modular Scatter-Gather DMA のパラメーター・エディター

30.4. mSGDMA の記述子

記述子のスレーブポートは、標準記述子の場合は 128 ビット、拡張記述子の場合は 256 ビットです。以
下の表は、許可される標準および拡張記述子の形式を示しています。
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表 287. 標準記述子の形式

バイトレーン

オフセット アクセス 3 2 1 0

0x0 書き込み Read Address[31:0]

0x4 書き込み Write Address[31:0]

0x8 書き込み Length[31:0]

0xC 書き込み Control[31:0]

表 288. 拡張記述子の形式

バイトレーン

オフセット アクセス 3 2 1 0

0x0 書き込み Read Address[31:0]

0x4 書き込み Write Address[31:0]

0x8 書き込み Length[31:0]

0xC 書き込み Write Burst
Count[7:0]

Read Burst Count
[7:0]

Sequence Number[15:0]

0x10 書き込み Write Stride[15:0] Read Stride[15:0]

0x14 書き込み Read Address[63:32]

0x18 書き込み Write Address[63:32]

0x1C 書き込み Control[31:0]

記述子のフィールドはすべてバイト境界に揃えられ、必要に応じて複数のバイトに広がります。記述子の
スレーブポートの各バイトレーンには他から独立してアクセスできるため、任意のアクセスサイズを使用
して記述子を生成することができます。

注意: コントロール・フィールドの位置は、使用している記述子形式によって異なります。コントロール・フィー
ルドの 後のビットは、アサートされた際に記述子をディスパッチャーのバッファーに確定します。そのた
め、コントロール・フィールドは記述子の 後に配置されます。これにより、記述子をディスパッチャー・ブ
ロックに順次書き込むことができます。

30.4.1. 読み出しおよび書き込みの Address フィールド

読み出しアドレスフィールドと書き込みアドレスフィールドは、各バッファー転送の送信元アドレスと送
信先アドレスに対応します。転送タイプによっては、読み出しアドレスまたは書き込みアドレスを指定す
る必要がありません。Memory-Mapped to Streaming 転送を実行する場合は、送信先のアドレスが
ないため、書き込みアドレスは書き込みません。データはストリーミング・ポートに転送されるため、送信
先のアドレスがありません。同様に、Streaming to Memory-Mapped 転送を実行する場合は、データ
の送信元はストリーミング・ポートになるため、読み出しアドレスは書き込みません。

読み出しまたは書き込みアドレス記述子が、それらを必要としないコンフィグレーションにおいて書き込
まれた場合、mSGDMA は不要なアドレスを無視します。標準記述子を使用している場合に 64 ビット・
アドレスの書き込みが行われると、上位 32 ビットが損失し、ハードウェアが下位のアドレス空間を別名
にする可能性があります。64 ビットのアドレス指定では、拡張記述子の形式を使用する必要があります。
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30.4.2. Length フィールド

Length フィールドを使用し、記述子ごとに転送するバイト数を指定します。Length フィールドは、
Streaming to Memory-Mapped パケット転送にも使用されます。これにより、End-of-Packet
(EOP) が到着する前に転送できるバイト数が制限されます。そのため、Length フィールドはかならずプ
ログラミングする必要があります。Avalon-ST to Avalon-MM 転送においてパケットベースの転送を
制限しない場合は、可能な 大値の 0xFFFFFFFF で Length フィールドをプログラミングします。この
方法を使用すると、パケットサポートが有効になっている各記述子に 大パケットサイズを指定すること
ができます。

30.4.3. Sequence Number フィールド

Sequence Number フィールドは、拡張記述子を使用している場合にのみ利用できます。シーケンス番
号は、記述子に割り当てる任意の値であり、読み出しおよび書き込みマスターが操作している記述子を
特定することができます。Memory-Mapped to Memory-Mapped の転送を実行している場合、マス
ターはそれぞれ異なる記述子で動作することができるため、この値はマスターに対して個別に追跡され
ます。この機能を使用するには、記述子を一意のシーケンス番号でプログラミングします。次に、ディスパ
ッチャーの CSR スレーブポートにアクセスし、動作している記述子を確認します。

30.4.4. 読み出しおよび書き込みの Burst Count フィールド

プログラミング可能な読み出しおよび書き込みのバーストカウントは、拡張記述子の形式を使用してい
る場合にのみ利用できます。プログラミング可能なバーストカウントはオプションであり、読み出しおよ
び書き込みマスターで無効にすることができます。プログラミング可能なバーストカウントは各マスタ
ーに対して 8 ビット・フィールドであるため、プログラミングできる 大バーストカウントは 1 から 128
です。0、もしくは 128 ビットより大きい値をプログラミングすると、各マスターに指定されている 大バ
ーストカウントに自動的に変換されます。

プログラミング可能な 大バーストカウントは 128 ですが、mSGDMA IP をインスタンス化する際は、
大 1024 までのさまざまな選択が可能です。パラメーターの表の MAX_BURST_COUNT パラメータ

ーを参照してください。128 を超えてプログラミングしている場合でも、バーストカウントは 128 になり
ます。0 にプログラミングすると、インスタンス化時に選択された 大バーストカウントが取得されます。

関連情報
パラメーター (333 ページ)

詳細は、MAX_BURST_COUNT パラメーターを参照してください。

30.4.5. 読み出しおよび書き込みの Stride フィールド

読み出しおよび書き込みの Stride フィールドはオプションであり、拡張記述子の形式を使用している場
合にのみ利用できます。ストライド値は、読み出しマスターと書き込みマスターがメモリーにアクセスし
ている際のアドレス・インクリメント方法を決定します。ストライド値はワード単位であるため、アドレス
のインクリメントはマスターのデータ幅に依存します。

ストライドが有効になっている場合、マスターはデフォルトでシーケンシャル・アクセスになります。これ
は、1 のストライド距離に相当します。ストライドが 0 の場合は、マスターに同じアドレスに継続的にアク
セスするように指示しています。ストライドが 2 の場合は、マスターにシーケンシャル転送で 1 ワードお
きにスキップするように指示しています。この機能を使用し、インターリーブのデータアクセスを実行し
たり、フレームバッファーの行と列の転置を実行したりすることができます。読み出しと書き込みのストラ
イド距離は個別に格納されるため、メモリー間の転送において読み出しと書き込みのアクセスに異なる
アドレス・インクリメントを使用することができます。例えば、2:1 のデータのデシメーション転送を実行
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するには、読み出しマスターのストライド距離を 2 に、書き込みマスターのストライド距離を 1 にコンフ
ィグレーションするだけです。デシメーション操作を完了させるには、2 つのマスターの間にフィルターを
挿入することもできます。

30.4.6. Control フィールド

Control フィールドは、標準記述子および拡張記述子の両方の形式で利用できます。このフィールドをプ
ログラミングし、パーク付き記述子、エラー処理、および割り込みマスクをコンフィグレーションすること
ができます。割り込みマスクは記述子にプログラムされるため、割り込みイネーブルは各転送に対して
一意になります。

表 289. 記述子の Control フィールドのビットの定義

ビット サブフィールド名 定義

31 Go すべての記述子情報を記述子 FIFO にコミットします。
ホストが記述子のさまざまなフィールドを書き込むと、FIFO バイト・イネーブルがアサ
ートされ、書き込みデータを FIFO 内の適切なバイト位置に転送します。
ただし、書き込まれたデータは Go ビットが書き込まれるまでコミットされません。
そのため、各記述子では goビットが 後に書き込まれるビットになるようにします。
goビットに「1」を書き込むと、記述子全体が記述子 FIFO にコミットされます。

30:26 予約済み

25 Wait for write responses 設定されている場合、DMA 転送が完了すると、未処理の書き込みがすべて応答された
際にのみホストへの通知が行われます。この未処理の書き込みには、前の記述子によ
って開始された書き込み転送が含まれます。
このフィールドは、Enable Write Response パラメーターが設定されている場
合にのみ有効です。このビットを有効にすると、書き込み応答マスターが次の記述子に
移動する時間が長くなります。そのため、このフィールドは転送の 後の記述子で設定
することが推奨されます。

24 Early done enable 読み出し記述子間のレイテンシーを隠します。
読み出しマスターが設定されると、保留中の読み出しが戻されるのを待機せずに別の
記述子が要求されます。
このビットは通常、 後の記述子を除くすべての記述子に設定されます。このビット
は、大きな読み出しレイテンシーを隠すのに も効果的です。例えば、SDRAM、PCIe、
および SRIO からの読み出しを行います。

23:16 Transmit Error / Error IRQ
Enable

Avalon-MM to Avalon-ST 転送の場合、このフィールドを使用して送信エラーを指
定します。
一般的に、このフィールドを使用してイーサネット MAC などのストリーミング・コンポ
ーネントにエラー情報をダウンストリームに送信します。
このモードでは、これらのコントロール・ビットは読み出しマスターのストリーミング
出力のエラービットを制御します。
Avalon-ST to Avalon-MM 転送の場合、このフィールドはエラー割り込みマスクと
して使用されます。
エラーが書き込みマスターのストリーミング・シンク・ポートに到着すると、エラーは永
続的に保持されます。転送が完了すると、エラービットが転送中に設定され、エラー割
り込みマスクビットが設定されている場合、ホストは割り込みを受信します。
このモードでは、これらのコントロール・ビットはエラー発生割り込みイネーブルとし
て使用されます。

15 Early Termination IRQ Enable Avalon-ST to Avalon-MM 転送が早期に完了した場合にホストに割り込みを通知
します。
例えば、このビットを設定し、Avalon-ST to Avalon-MM 転送の length フィールド
を 1MB に設定した場合、この割り込みは、End of Packet が示されずに 1MB を超え
るデータが書き込みマスターに到着するとアサートされます。

14 Transfer Complete IRQ Enable 転送が完了すると、ホストに割り込みを通知します。
Avalon-MM to Avalon-ST 転送の場合、この割り込みは、読み出しマスターでの転
送の完了に基づいています。

continued...   
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ビット サブフィールド名 定義

Avalon-ST to Avalon-MM 転送または Avalon-MM to Avalon-MM 転送の場合、
この割り込みは、書き込みマスターでの転送の完了に基づいています。

13 予約済み

12 End on EOP End of Packet で終了すると、書き込みマスターは、到着するデータの量を事前に認
識することなく、Avalon-ST to Avalon-MM 転送時にデータを継続的に転送するこ
とができます。
このビットは通常、イーサネットなどのパケットベースのトラフィックに設定されます。

11 Park Writes 設定されると、他の記述子がバッファーされていない場合に、ディスパッチャーは同じ
記述子を書き込みマスターに再発行し続けます。

10 Park Reads 設定されると、他の記述子がバッファーされていない場合に、ディスパッチャーは同じ
記述子を読み出しマスターに再発行し続けます。これは、ビデオ・フレーム・バッファリ
ングに広く使用されます。

9 Generate EOP Avalon-MM to Avlaon-ST 転送の 後のビートで End of Packet を発行します。

8 Generate SOP Avalon-MM to Avalon-ST 転送の 初のビートで Start of Packet を発行します。

7:0 Transmit Channel Avalon-MM to Avalon-ST 転送時にチャネル番号を発行します。

30.5. mSGDMA のレジスターマップ

次の表は、ホスト・プロセッサーが Avalon-MM CSR インターフェイスから監視している mSGDMA レ
ジスターのマップを示しています。

表 290. CSR のレジスターマップ

バイトレーン

オフセット 属性 3 2 1 0

0x0 読み出し/クリア Status

0x4 読み出し/書き込み Control

0x8 読み出し Write Fill Level[15:0] Read Fill Level[15:0]

0xC 読み出し 予約済み (26) Response Fill Level[15:0]

0x10 読み出し Write Sequence Number[15:0] (27) Read Sequence Number[15:0](27)

0x14 読み出し Component Configuration 1 (28)

0x18 読み出し Component Configuration 2(28)

0x1C 読み出し 予約済み(26) Component Type
[7:0](29)

Component Version
[7:0](30)

(26) 予約済みビットへの書き込みはハードウェアに影響を与えません。読み出しで返されるデータは不明です。

(27) シーケンス番号は、ディスパッチャーの拡張機能が有効になっている場合にのみ表示されます。

(28) インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。インテル Quartus Prime スタンダード・エデ
ィションでは、これらのフィールドは予約されています。

(29) 固定値の 0xDA。インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。インテル Quartus Prime
スタンダード・エディションでは、これらのフィールドは予約されています。
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30.5.1. Status レジスター

表 291. Status レジスターのビットの定義

ビット 名称 説明

31:
10

予約済み 該当なし

9 IRQ 割り込み条件が発生した際に設定されます。
このビットはハードウェアによって設定され、ソフトウェアによってクリアされます。このビットをクリアするに
は、ソフトウェアでこのビットに 1 を書き込む必要があります。このビットは、ハードウェア・イベントがソフトウ
ェア・イベントによるクリアよりも優先される場合に設定されます。

8 Stopped on Early
Termination

早期終了時にディスパッチャーが停止するようにプログラムされている場合、このビットが設定されます。また、
書き込みマスターがパケット転送を実行しており、記述子の length フィールドに設定されている所定量のバ
イトが転送される前に EOP を受信しない場合にも設定されます。早期終了を使用しない場合は、記述子の転
送長を 0xFFFFFFFF に設定する必要があります。これにより、実行可能な 大のパケットベースの転送ができ
るようになります (早期終了はパケット転送に対して常に有効になっています)。

7 Stopped on Error ディスパッチャーがエラーを停止するようにプログラムされている場合に、エラービートが書き込みマスターに
入ると、このビットが設定されます。

6 Resetting ソフトウェア・リセット・レジスターに書き込み、SGDMA がリセットサイクルに入っている際に設定されます。こ
のリセットサイクルは、ファブリック上に着信する転送がないことを保証するために必要です。このビットがデア
サートされると、SGDMA の使用を再開できます。

5 Stopped SGDMA を手動で停止する場合、もしくはディスパッチャーをエラーまたは早期終了時に停止するように設定
している場合に、それらの条件のいずれかが発生すると設定されます。SGDMA を手動で停止する場合、このビ
ットは、すでに進行中の読み出しまたは書き込み操作がマスターで完了した後にアサートされます。

4 Response Buffer Full 応答バッファーがフルになると設定されます。

3 Response Buffer
Empty

応答バッファーが空になると設定されます。

2 Descriptor Buffer Full 読み出しまたは書き込みのコマンドバッファーがフルになると設定されます。

1 Descriptor Buffer
Empty

読み出しコマンドバッファーおよび書き込みコマンドバッファーが空になると設定されます。

0 Busy 次の場合に設定されます。
• ディスパッチャーにバッファーされているコマンドがある
• マスターの 1 つでデータ転送が行われている
• 記述子で wait for write response が有効になっている場合に、書き込み応答が現在も返されており、書

き込み応答が返されるのを書き込みマスターが待機している

30.5.2. Control レジスター

表 292. Control レジスターのビットの定義

ビット 名称 説明

31:
6

予約済み 予約済み

5 Stop Descriptors このビットを設定すると、SGDMA ディスパッチャーはそれ以上の記述子を読み出しまたは書き込みマスターに
発行しなくなります。Stopped ステータスレジスターを読み出し、ディスパッチャーがコマンドの発行を停止し、
読み出しマスターと書き込みマスターがアイドル状態になっていることを確認します。

continued...   

(30) 固定値の 0x1。インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。インテル Quartus Prime ス
タンダード・エディションでは、これらのフィールドは予約されています。
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ビット 名称 説明

4 Global Interrupt
Enable Mask

このビットを設定すると、割り込みを割り込み送信側のポートに伝播できるようになります。このマスクはレジ
スターロジックの前に発生するため、マスクが無効になっている際にトリガーされる割り込みイベントは、ステ
ータスレジスターの IRQ レジスタービットにラッチされません。

3 Stop on Early
Termination

このビットを設定すると、パケット・トランザクションの Length フィールドでユーザーが指定するよりも多くの
データの書き込みを書き込みマスターが試みた場合に、SGDMA がマスターモジュールに読み出し/書き込み
コマンドをそれ以上発行しなくなります。Length フィールドは、送信できるデータ量の制限に使用され、パケッ
トベースの書き込みでは常に有効になっています。

2 Stop on Error このビットを設定している場合、書き込みマスターモジュールのシンクポートにエラーが入ると、SGDMA はそ
れ以上の読み出し/書き込みコマンドをマスターモジュールに発行しなくなります。

1 Reset Dispatcher このビットを設定すると、ディスパッチャー・モジュールとマスターモジュールのレジスターと FIFO がリセット
されます。ファブリック上を移動中の転送があるため、リセットは完了するまでに複数のクロックサイクルがか
かる場合があります。そのため、Resetting ステータスレジスターを読み出し、完全なリセットサイクルが完了し
ていることを特定する必要があります。

0 Stop Dispatcher このビットを設定すると、トランザクションの途中で SGDMA が停止します。読み出しまたは書き込み操作がす
でに発生している場合は、アクセスを完了することができます。Stopped ステータスレジスターを読み出し、
SGDMA が停止していることを確認します。リセット後、ディスパッチャー・コアはデフォルトの開始モードの動
作になります。

mSGDMA の応答スレーブポートには、実行されたトランザクションの情報を提供するレジスターが含
まれています。このレジスターマップは、応答モードが有効で、メモリーマップドに設定されている場合
にのみ適用されます。また、応答ポートが有効になっている場合は、応答がバッファーされるため、応答を
読み出す必要があります。メモリーマップド・スレーブ・ポートとして設定されている場合、バイトオフセッ
ト 0x7 を読み出すと応答が出力されます。応答 FIFO がフルになると、ディスパッチャーは読み出しおよ
び書き込みマスターに対する転送コマンドの発行を停止します。次に、レジスターの定義について説明し
ます。

表 293. 応答レジスターのマップ

バイトレーン

オフセット アクセス 3 2 1 0

0x0 読み出し Actual Bytes Transferred[31:0]

0x4 読み出し 予約済み(31) 予約済み Early
Termination(32)

Error[7:0]

(31) バイト 7 からの読み出しにより、応答 FIFO が出力されます。

(32) Early Termination は単一のビットで、オフセット 0x4 のビット 8 にあります。
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次のリストは、各フィールドについて説明しています。

• Actual bytes transferred は、mSGDMA が Avalon-ST to Avlaon-MM モードにコンフィ
グレーションされており、パケットサポートが有効になっている場合に、転送されたバイト数を特定
します。パケット転送はデータを提供している IP によって終了するため、このフィールドは、書き込
みマスターが受信する Start-of-Packet (SOP) と End-of-Packet (EOP) の間のバイト数をカ
ウントしています。応答の Early Termination ビットが設定されており、転送がアライメントされ
ていない場合、Actual bytes transferred は過小評価されます。

• Error は、mSGDMA が Avalon-ST to Avlaon-MM モードにコンフィグレーションされており、
エラーサポートが有効になっている場合に、エラーが発生しているかを特定します。各エラービット
は永続的であるため、エラーは転送中に蓄積する可能性があります。

• Early Termination は、SGDMA が Avalon-ST to Avalon-MM モードにコンフィグレーショ
ンされており、パケットサポートが有効になっている場合に、転送長の超過によって転送が終了して
いるかを特定します。このビットは、書き込みマスターで End-of-Packet を受信する前に、転送さ
れたバイト数が記述子で設定されている転送長を超えた場合に設定されます。

30.5.3. Write Fill Level レジスター

ビット 名称 説明

15:0 Write Fill Level
書き込みコマンド FIFO 内のまだ実行されていない有効な記述子エントリーの数
を示します。0 のフィルレベルを読み戻した場合は、書き込みマスターがアイドル
状態である、もしくは 後の記述子で動作していることを示します。

30.5.4. Read Fill Level レジスター

ビット 名称 説明

15:0 Read Fill Level
読み出しコマンド FIFO 内のまだ実行されていない有効な記述子エントリーの数
を示します。0 のフィルレベルを読み戻した場合は、読み出しマスターがアイドル状
態である、もしくは 後の記述子で動作していることを示します。

30.5.5. Response Fill Level レジスター

ビット 名称 説明

15:0 Response Fill Level

応答 FIFO 内のまだ取得されていない有効な応答エントリーの数を示します。応答
データは、応答 Streaming ポートまたは Memory-Mapped スレーブポートを
介して応答 FIFO から取得することができます。Response Port パラメーター
が無効になっている場合、このフィールドの出力は 0 になります。

30.5.6. Write Sequence Number レジスター

ビット 名称 説明

15:0 Write Sequence Number

書き込みマスターで操作される次の記述子のシーケンス番号を示します。転送モ
ードが Memory-Mapped to Streaming に設定されている場合、出力値は 0 に
なります。このフィールドは、Extended Feature Support パラメーターが有
効になっている場合にのみ利用することができます。
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30.5.7. Read Sequence Number レジスター

ビット 名称 説明

15:0 Read Sequence Number

読み出しマスターで操作される次の記述子のシーケンス番号を示します。転送モ
ードが Memory-Mapped to Streaming に設定されている場合、出力値は 0 に
なります。このフィールドは、Extended Feature Support パラメーターが有
効になっている場合にのみ利用することができます。

30.5.8. Component Configuration 1 レジスター

ビット 名称 説明

0 BURST_ENABLE

バースト転送を示します。
• 0: バーストモードは無効です
• 1: バーストモードが有効です

1 BURST_WRAPPING_SUPPORT

バーストラップのサポートを示します。
• 0: バーストラップは無効です
• 1: バーストラップが有効です

2 CHANNEL_ENABLE

データ・ストリーミング・インターフェイスでのチャネルサポートを示します。
• 0: チャネルサポートは無効です
• 1: チャネルサポートが有効です

5:3 CHANNEL_WIDTH

データ・ストリーミング・インターフェイスで使用されるチャネル数を示します。チャ
ネル数は、CHANNEL_WIDTH + 1 です。
• 0: 1 チャネル
• 1: 2 チャネル
• 2: 3 チャネル
• ...
• 7: 8 チャネル

9:6 DATA_FIFO_DEPTH

内部データパスの FIFO の深さを示します。データパスの FIFO の深さは、
2(DATA_FIFO_DEPTH + 4) です。
• 0: 深さ 16
• 1: 深さ 32
• 2: 深さ 64
• ...
• 8: 深さ 4096
• 9 から 15: 予約済み

12:10 DATA_WIDTH

データパスの幅を示します。データパスの幅は、2(DATA_WIDTH + 3) です。
• 0: 幅 8
• 1: 幅 16
• 2: 幅 32
• ...
• 7: 幅 1024

15:13 DESCRIPTOR_FIFO_DEPTH

記述子 FIFO の深さを示します。記述子 FIFO の深さは 2(DESCRIPTOR_FIFO_DEPTH

+ 3) です。
• 0: 幅 8
• 1: 幅 16
• 2: 幅 32
• ...
• 7: 幅 1024

17:16 DMA_MODE 転送モードを示します。
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ビット 名称 説明

• 0: Memory-Mapped to Memory-Mapped
• 1: Memory-Mapped to Streaming
• 2: Streaming to Memory-Mapped
• 3: 予約済み

18 ENHANCED_FEATURES

拡張機能のサポートを示します。
• 0: 拡張機能は無効です
• 1: 拡張機能が有効です

19 ERROR_ENABLE

データ・ストリーミング・インターフェイスでのエラーサポートを示します。
• 0: エラーサポートは無効です
• 1: エラーサポートが有効です

22:20 ERROR_WIDTH

データ・ストリーミング・インターフェイスのエラーラインの数を示します。エラーラ
インの数は、ERROR_WIDTH + 1 です。
• 0: 1 つのエラーライン
• 1: 2 つのエラーライン
• 2: 3 つのエラーライン
• ...
• 7: 8 つのエラーライン

26:23 MAX_BURST_COUNT

大のバーストカウントを示します。 大バーストカウントは、2(MAX_BURST_COUNT

+ 1) です。
• 0: バーストカウント 2
• 1: バーストカウント 4
• 2: バーストカウント 8
• ...
• 9: バーストカウント 1024
• 10 から 15: 予約済み

31:27 MAX_BYTE

大の転送長を示します。 大転送長は、2(MAX_BYTE + 10) です。
• 0: 転送長 1024
• 1: 転送長 2048
• 2: 転送長 4096
• ...
• 21: 転送長 2147483648

30.5.9. Component Configuration 2 レジスター

ビット 名称 説明

0 STRIDE_ENABLE

ストライドアドレス指定を示します。
• 0: ストライドアドレス指定は無効です
• 1: ストライドアドレス指定が有効です

15:1 MAX_STRIDE
大のストライド数を示します。実際のストライド数は、MAX_STRIDE + 1 で

す。

16 PACKET_ENABLE

パケット転送を示します。
• 0: パケット転送は無効です
• 1: パケット転送が有効です

17 PREFETCHER_ENABLE

プリフェッチ・モードを示します。
• 0: プリフェッチ・モードは無効です
• 1: プリフェッチ・モードが有効です
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ビット 名称 説明

18 PROGRAMMABLE_BURST_ENA
BLE

動的バースト・プログラミングを示します。
• 0: 動的バースト・プログラミングは無効です
• 1: 動的バースト・プログラミングが有効です

20:19 RESPONSE_PORT

応答ポートとそのポート・インターフェイス・タイプを示します。
• 0: Memory-Mapped
• 1: Streaming
• 2: 無効
• 3: 予約済み

22:21 TRANSFER_TYPE

トランザクション・タイプを示します。
• 0: フルワードアクセス専用
• 1: アライメントされているアクセス
• 2: アライメントされていないアクセス
• 3: 予約済み

31:23 - 予約済み

30.5.10. Component Type レジスター

ビット 名称 説明

7:0 Type

コンポーネント・タイプ番号を指定します。
固定値: 0xDA
インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。インテル
Quartus Prime スタンダード・エディションの場合、これらのフィールドは予約さ
れています。

30.5.11. Component Version レジスター

ビット 名称 説明

7:0 Version

コンポーネントのバージョン番号を指定します。
固定値: 0x1
インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。インテル
Quartus Prime スタンダード・エディションの場合、これらのフィールドは予約さ
れています。
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30.6. プログラミング・モデル

30.6.1. Stop DMA の操作

DMA を停止する操作は、ディスパッチャーの停止も意味します。Control レジスターで「Stop
Dispatcher」ビットが設定されると、それ以上の新しい読み出しまたは書き込みトランザクションは発
行されません。ただし、既存のトランザクションが完了していない場合はそれを完了させることができま
す。読み出しマスターと書き込みマスターのコマンドバッファーは、DMA が動作を再開する前にリセッ
ト要求を介してクリアする必要があります。DMA の停止操作では、次の手順を行います。

1. Control レジスターの Stop Dispatcher ビットを設定します。

2. Status レジスターの Stopped ビットがアサートされているかを再帰的に確認します。

3. Status レジスターの Stopped ビットがアサートされたら、Control レジスターの Reset
Dispatcher ビットを設定して DMA をリセットします。Control レジスターの Reset
Dispatcher ビットを設定する際は、Stop DMA ビットが設定されている状態であることを確認
します。

4. Status レジスターの Resetting ビットがデアサートされているかを確認します。デアサートされ
ると、DMA は通常の動作に戻ります。

30.6.2. Stop Descriptor の操作

Stop Descriptor は、ディスパッチャー・コアを一時的に停止し、読み出しマスターと書き込みマスター
にそれ以上コマンドを発行しないようにします。ディスパッチャー・コアは、ホストから送信された記述子
を記述子 FIFO の制限まで受け入れるという前提で動作します。Stop Descriptor の操作には、次の手
順を行います。

1. Control レジスターの「Stop Descriptor」ビットを設定します。

2. Status レジスターの「Stopped」ビットがアサートされているかを確認します。

Stop Descriptor の操作から DMA を再開するには、次の手順を実行します。

1. Control レジスターの「Stop Descriptor」ビットの設定を解除します。

2. Status レジスターの「Stopped」ビットがデアサートされているかを確認します。

30.6.3. エラーでの停止および早期終了での停止からの回復

エラーで停止したり、早期終了の発生によって停止した場合、mSGDMA で動作を継続するにはソフト
ウェア・リセットが必要です。

1. Status レジスターの「Stopped」ビットがアサートされている場合、Control レジスターの「Reset
Dispatcher」ビットを設定して DMA をリセットします。

2. Status レジスターの「Resetting」ビットがデアサートされているかを確認します。デアサートされ
ると、DMA は通常の動作に戻ります。
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30.7. Modular Scatter-Gather DMA Prefetcher コア

mSGDMA Prefetcher コアは、既存の mSGDMA コアに対する追加のマイクロコアです。Prefetcher
コアは、Avalon-MM およびディスパッチャー・コアを介して追加機能を提供します。Avalon-MM では、
必要なデータ転送を記述する一連の記述子をメモリーからフェッチし、その後、それらの記述子をディス
パッチャー・コアに渡してデータ転送を実行します。メモリー内の一連の記述子をリンクし、記述子リスト
を形成することができます。それにより、DMA コアは複数の記述子を 1 回の実行で行うことができるた
め、非連続メモリー空間への転送が可能になり、システム・パフォーマンスが向上します。

30.7.1. 機能の説明

30.7.1.1. サポートされる機能

• 記述子のリンクリスト

• 非連続メモリー空間へのデータ転送

• 記述子のライトバック

• ハードウェアの記述子のポーリング

• 64 ビットのアドレススペース

30.7.1.2. アーキテクチャーの概要

Prefetcher コアは、次の 3 つの既存 Modular SGDMA コンフィグレーションをすべてサポートしま
す。

• Memory-Mapped to Memory-Mapped

• Memory-Mapped to Streaming

• Streaming to Memory-Mapped

ホストおよび外部ペリフェラルに面しているインターフェイスには、専用の Avalon-MM 読み出しマスタ
ー・インターフェイスおよび書き込みマスター・インターフェイスがあり、一連の記述子をメモリーからフ
ェッチし、記述子の書き戻しを行います。また、Avalon Memory-Mapped CSR スレーブ・インターフェ
イスが 1 つあり、それを使用してホスト・プロセッサーは Prefetcher コアのコンフィグレーション・レジ
スターにアクセスします。

内部ディスパッチャー・コアに面しているインターフェイスには、Avalon-MM 記述子書き込みマスター・
インターフェイスがあり、記述子をディスパッチャー・コアに書き込みます。また、Avalon-ST 応答シンク・
インターフェイスを備え、各記述子の実行完了時にディスパッチャー・コアから応答情報を受信します。
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図 -88: プリフェッチャーが有効になっている Memory-Mapped to Memory-Mapped のコンフィグレ
ーション
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図 -89: プリフェッチャーが有効になっている Memory-Mapped to Streaming のコンフィグレーション
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図 -90: プリフェッチャーが有効になっている Streaming to Memory-Mapped のコンフィグレーション
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30.7.1.3. 記述子の形式

Prefetcher コアを使用しない mSGDMA では、2 種類の記述子形式が定義されます。標準記述子の形
式は 128 ビットで構成され、拡張記述子の形式は 256 ビットで構成されます。Prefetcher コアが有効
になっている場合、既存の記述子の形式はそれぞれ 256 ビットと 512 ビットに拡張され、プリフェッチ
ャーの動作に向けた追加制御情報に対応します。

表 294. プリフェッチャーが有効な場合の標準記述子の形式

バイトレーン

オフセット 3 2 1 0

0x0 Read Address [31-0]

0x4 Write Address [31-0]

0x8 Length [31-0]

0xC Next Desc Ptr [31-0]

0x10 Actual Bytes Transferred [31-0]

0x14 Reserved [15-0] Status [15-0]

0x18 Reserved [31-0]

0x1C Control [31, 30, 29..0]

表 295. プリフェッチャーが有効な場合の拡張記述子の形式

バイトレーン

オフセット 3 2 1 0

0x0 Read Address [31-0]

0x4 Write Address [31-0]

0x8 Length [31-0]

0xC Next Desc Ptr [31-0]

0x10 Actual Bytes Transferred [31-0]

0x14 Reserved [15-0] Status [15-0]

0x18 Reserved [31-0]
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0x1C Write Burst Count
[7-0]

Read Burst Count
[7-0]

Sequence Number [15-0]

0x20 Write Stride [15-0] Read Stride [15-0]

0x24 Read Address [63-32]

0x28 Write Address [63-32]

0x2C Next Desc Ptr [63-32]

0x30 Reserved [31-0]

0x34 Reserved [31-0]

0x38 Reserved [31-0]

0x3C Control [31, 30, 29..0]

30.7.1.3.1. 記述子のフィールドの定義

Next Descriptor Pointer

Next Descriptor Pointer フィールドは、リンクリストの次の記述子のアドレスを指定します。

Actual Bytes Transferred

転送された実際のバイト数を指定します。Modular SGDMA が Memory-Mapped to Streaming 転
送としてコンフィグレーションされている場合、このフィールドは適用されません。

表 296. Status

ビット フィールド 説明

15:9 Reserved 予約済みフィールド

8 Early Termination 早期終了状態を示します。書き込みマスターがパケット転送を実行している際に、事前に定
義されている量のバイトが転送される前に EOP を受信していません。このステータスビット
は、ディスパッチャー・コアのステータスレジスターのビット 8 に似ています。詳細は、ディス
パッチャー・コアの CSR の定義を参照してください。
このフィールドは、Modular SGDMA が Memory-Mapped to Streaming 転送としてコ
ンフィグレーションされている場合は適用されません。

7:0 Error 書き込みマスターのストリーミング・シンク・ポートにエラーが到着していることを示します。
このフィールドは、Modular SGDMA が Memory-Mapped to Streaming 転送としてコ
ンフィグレーションされている場合は適用されません。

表 297. Control

ビット フィールド 説明

30 Owned by Hardware このフィールドは、現在の記述子への書き込みアクセスをハードウェアが保有するかソフト
ウェアが保有するかを決定します。
このフィールドが 1 に設定されている場合は、Modular SGDMA で記述子を更新すること
ができます。ソフトウェアでは、競合状態が発生する可能性があるため、記述子へのアクセ
スを避ける必要があります。それ以外の場合は、ソフトウェアで安全に記述子を更新できま
す。

ビット 31 および 29:0 に関しては、ディスパッチャー・ コアの記述子の Control フィールドに関する表
289 (338 ページ) で、ビット 31 および 29:0 の定義を参照してください。
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30.7.1.3.2. 記述子の処理

DMA の記述子は、実行するデータ転送を指定します。Prefetcher コアを使用している場合、記述子は
メモリーに格納され、記述子書き込みおよび記述子読み出し Avalon-MM マスターを介して
Prefetcher コアからアクセスされます。mSGDMA には内部 FIFO があり、メモリーから読み出された
記述子を格納します。この FIFO はディスパッチャーのコアにあります。記述子は、初期化してディスクリ
プターの読み出し/書き込みデータ幅の境界に揃える必要があります。Prefetcher コアは、クリアされた
Owned By Hardware ビットに依存して処理を停止します。Owned By Hardware ビットが 1 の場
合、Prefetcher コアは記述子の処理に進みます。Owned By Hardware ビットが 0 の場合、
Prefetcher コアは現在の記述子を処理せず、リンクリストが終了した、もしくは次の記述子リンクリスト
の準備ができていないとみなします。

記述子が処理されるたびに、コアはメモリー内の記述子の Actual Byte Transferred、Status、および
Control フィールドを更新します (記述子のライトバック)。記述子の Control フィールドの Owned by
Hardware ビットは、記述子のライトバック時にコアによってクリアされます。ソフトウェアのプログラ
ミング・モデルのセクションを参照し、Prefetcher コアを設定し、記述子リストを構築および更新する際
に推奨される方法を確認してください。

記述子の書き戻しを実行するメモリーアドレスを Prefetcher で認識するには、Next Descriptor
Pointer の情報を Prefetcher コアにバッファーする必要があります。このバッファーの深さは、ディスパ
ッチャー・コアの記述子 FIFO の深さに類似しています。この情報は、ディスパッチャーから応答を受信す
るたびにバッファーから取り出されます。

30.7.1.4. レジスター

30.7.1.4.1. レジスターマップ

表 298. レジスターマップ

名称 アドレスオフセット 説明

Control 0x0 コアを開始するタイミングなどの、Prefetcher
コアの動作を指定します。

Next Descriptor Pointer Low 0x1 処理を行う次の記述子のアドレス [31:0] が
含まれます。ソフトウェアは、システム初期化シ
ーケンスの一部として、このレジスターを 初
の記述子のアドレスに設定します。
記述子のポーリングが有効になっている場合
は、このレジスターはハードウェアによっても
更新され、 新の次の記述子アドレスを格納し
ます。 新の次の記述子アドレスは、
Prefetcher コアで記述子のポーリングに使用
されます。

Next Descriptor Pointer High 0x2 処理を行う次の記述子のアドレス [63:32] が
含まれます。ソフトウェアは、システム初期化シ
ーケンスの一部として、このレジスターを 初
の記述子のアドレスに設定します。このフィー
ルドは、mSGDMA の拡張機能が有効になって
いる際に、32 ビットより大きいアドレス指定が
使用されている場合にのみ使用されます。
記述子のポーリングが有効になっている場合
は、このレジスターはハードウェアによっても
更新され、 新の次の記述子アドレスを格納し
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名称 アドレスオフセット 説明

ます。 新の次の記述子アドレスは、
Prefetcher コアで記述子のポーリングに使用
されます。

Descriptor Polling Frequency 0x3 記述子のポーリング頻度

Status 0x4 Status レジスター

30.7.1.4.2. Control レジスター

Control レジスターテーブルのアドレスオフセットは 0x0 です。

表 299. Control レジスター

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:5 Reserved R 0x0 予約済みフィールド

4 Park Mode R/W 0x0 このビットにより、mSGDMA は同じリンクリスト
を何度も繰り返して実行できるようになります。こ
れを機能させるには、 後の記述子が 初の記述
子を指すようにソフトウェアで設定する必要があり
ます。
1: Park モードが有効です。Prefetcher は、記述
子のライトバック時に Owned By Hardware フ
ィールドをクリアしません。
0: Park モードが無効です。Prefetcher は、記述
子のライトバック時に Owned By Hardware フ
ィールドをクリアします。
ソフトウェアでは、このフィールドをクリアすること
で、Park モードの動作を終了することができます。
このフィールドは CSR にあり、記述子フィールド
自体にはないため、この終了イベントは進行中の
現在の記述子とは非同期です (ユーザーでは、リン
クリスト内の停止する記述子を決定論的に選択す
ることはできません)。
Park モード機能は、実行中に使用するものではあ
りません。Prefetcher がすでに動作している場合
は、ユーザーはこのビットを有効にしないでくださ
い。このビットは、コントロール・レジスターの初期
化/コンフィグレーション・フェーズ時に設定する必
要があります。

3 Global Interrupt Enable
Mask

R/W 0x0 このビットを設定すると、割り込みを割り込み送信
側のポートに伝播できるようになります。このマス
クはレジスターロジックの前に発生するため、マス
クが無効になっている際にトリガーされる割り込み
イベントは、ステータスレジスターの IRQ レジスタ
ービットにラッチされません。
注
意: 

ディスパッチャー・コアの CSR には、同等の
グローバル割り込みイネーブル・マスク・ビッ
トがあります。Prefetcher が有効になってい
る場合、ソフトウェアはこのビットを使用し
ます。Prefetcher が無効になっている場合
は、ソフトウェアはディスパッチャー・コアの
CSR の同等のグローバル割り込みイネーブ
ル・マスク・ビットを使用します。

2 Reset_Prefetcher R/W1S(33) 0x0 このビットは、データ転送の途中にソフトウェアで
Prefetcher コアを停止する場合に使用されます。
このビットが 1 になると、Prefetcher コアはリセ
ット・シーケンスを開始します。
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ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

このビットは、リセット・シーケンスが完了するとハ
ードウェアによって自動的にクリアされます。その
ため、ソフトウェアでこのビットをポーリングし、ハ
ードウェアによってこのビットがクリアされ、リセッ
ト・シーケンスが完了していることを確認する必要
があります。
この機能は、ディスパッチャー・コアの Reset
Dispatcher 機能とともに使用することを目的とし
ています。Prefetcher コアのリセット・シーケンス
が完了すると、ソフトウェアでは、ディスパッチャー・
コアをリセットし、ディスパッチャー・コアのステー
タスレジスターを読み出すことで、ディスパッチャー
のリセット・シーケンスが完了しているかをポーリ
ングすることが想定されています。

1 Desc_Poll_En R/W 0x0 記述子のポーリング・イネーブル・ビットです。
1: 現在のリンクリスト内の 後の記述子が処理さ
れると、Prefetcher コアは次の記述子の Owned
By Hardware ビットが設定されるまでポーリン
グを行い、データ転送を自動的に再開します。この
際、ソフトウェアで Run ビットを設定する必要はあ
りません。ポーリング頻度は、Desc_Poll_Freq レ
ジスターで指定されます。
0: 現在のリンクリストの 後の記述子が処理され
ると、Prefetcher は動作を停止し、Run ビットをク
リアします。DMA エンジンを再開するには、ソフト
ウェアで Run ビットを 1 に戻す必要があります。
転送の途中にソフトウェアでポーリング操作を無
効にする場合は、ソフトウェアでこのフィールドに
0 を書き込むことができます。その場合、
Prefetcher コアが Owned By Hardware ビッ
ト = 0 を認識すると、mSGDMA の動作全体が停
止します。
注
意: 

このビットは、コントロール・レジスターの
初期化またはコンフィグレーション時に設
定する必要があります。

0 Run R/W1S 0x0 ソフトウェアでこのビットを 1 に設定すると、記述
子のフェッチ動作が開始し、それによって DMA ト
ランザクションが開始します。
記述子のポーリングが無効になっている場合、この
ビットは、記述子リストの 後の記述子が処理され
る、もしくは Prefetcher コアで Owned By
Hardware = 0 を読み出すと、ハードウェアによっ
て自動的にクリアされます。
記述子のポーリングを有効にすると、mSGDMA の
動作は継続的に実行されます。したがって、Run ビ
ットは 1 で維持されます。
このフィールドはまた、Reset_Prefetcher ビット
によってトリガーされたリセット・シーケンス・プロ
セスが完了すると、ハードウェアによってクリアされ
ます。

(33) W1S のレジスター属性は、ソフトウェアで 1 を書き込みフィールドを設定できることを意味します。ソフトウェア
によるこのフィールドへの 0 の書き込みは無効です。
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30.7.1.4.3. Descriptor Polling Frequency

表 300. Desc_Poll_Freq

ビット フィールド アクセス デフォルト 説明

31:16 Reserved R 0x0 予約済みフィールド

15:0 Poll_Freq R/W 0x0 記述子のポーリング操作
の頻度を指定します。ポー
リング頻度は、クロックサ
イクル単位で表されます。
ポーリング期間は、読み出
しデータが Prefetcher コ
アで受信された時点からカ
ウントされます。

30.7.1.4.4. Status

表 301. Status

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:1 Reserved R 0x0 予約済みフィールド

0 IRQ R/W1C (34) 0x0 割り込み条件が発生する
と、ハードウェアによって設
定されます。このフィール
ドをクリアするには、ソフト
ウェアでこのフィールドへ
の 1 の書き込みを行う必
要があります。
ディスパッチャー・コアの
CSR には、同等の IRQ ス
テータスビットがあります。
Prefetcher が有効になっ
ている場合、ソフトウェア
はこのビットを IRQ のス
テータス表示として使用し
ます。Prefetcher が無効
になっている場合は、ソフ
トウェアはディスパッチャ
ー・コアの CSR にある同
等の IRQ ステータスビッ
トを使用します。

30.7.1.5. インターフェイス

30.7.1.5.1.  Avalon-MM 読み出し記述子

このインターフェイスを使用し、メモリー内の記述子をフェッチします。このインターフェイスは、非バー
ストモードまたはバーストモードをサポートします。これは、生成時にコンフィグレーション可能です。

(34) W1C のレジスター属性は、ソフトウェアで 1 を書き込みフィールドをクリアすることを意味します。ソフトウェア
によるこのフィールドへの 0 の書き込みは無効です。
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表 302. Avalon-MM 読み出し記述子

信号の役割 幅 説明

アドレス 32 ビットから 64 ビット Avalon-MM 読み出しアドレス。
拡張機能が無効になっている場合は 32 ビッ
ト。
拡張機能が有効になっている場合は 32 から
64 ビット。

読み出し 1 Avalon-MM 読み出し制御。

読み出しデータ 32、64、128、256、512 Avalon-MM 読み出しデータバス。データ幅
は、IP の生成時にコンフィグレーション可能で
す。

待機要求 1 バックプレッシャー制御のための Avalon-MM
待機要求。

読み出しデータの Valid 1 Avalon-MM 読み出しデータの有効表示。

バーストカウント 1/2/3/4/5 Avalon-MM バーストカウント。 大バースト
カウントは、IP の生成時にコンフィグレーショ
ン可能です。
この信号の役割は、記述子読み出しマスターの
Enable Bursting がオンになっている場合に
のみ適用されます。

30.7.1.5.2.  Avalon-MM 書き込み記述子

このインターフェイスを使用し、Prefetcher の CSR レジスターにアクセスします。書き込みと読み出し
の待機時間は 0 サイクル、読み出しレイテンシーは 1 サイクルに固定されています。

表 303. Avalon-MM 書き込み記述子

信号の役割 幅 説明

アドレス 32 から 64 Avalon-MM 書き込みアドレス。

書き込み 1 Avalon-MM 読み出し制御。

待機要求 1 バックプレッシャー制御のための Avalon-MM
待機要求。

書き込みデータ 32、64、128、256、512 Avalon-MM 書き込みデータバス。

バイト・イネーブル 4、8、16、32、64 Avalon-MM 書き込みバイト・イネーブル制御。
幅は、選択されているデータ幅から自動的に導
出されます。

30.7.1.5.3.  Avalon-MM の CSR

このインターフェイスを使用し、Prefetcher の CSR レジスターにアクセスします。書き込みと読み出し
の待機時間は 0 サイクル、読み出しレイテンシーは 1 サイクルに固定されています。

表 304. Avalon-MM の CSR

信号の役割 幅 説明

アドレス 3 Avalon-MM 書き込みアドレス。

書き込み 1 Avalon-MM 読み出し制御。
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信号の役割 幅 説明

読み出し 1 Avalon-MM 書き込み制御。

書き込みデータ 32 Avalon-MM 書き込みデータバス。

読み出しデータ 32 Avalon-MM 読み出しデータバス。

30.7.1.5.4.  Avalon-ST 記述子ソース

このインターフェイスを使用し、Prefetcher は記述子情報をディスパッチャー・コアに書き込みます。

表 305. Avalon-ST 記述子ソース

信号の役割 幅 説明

Valid 1 Avalon-ST の有効制御

Ready 1 Avalon-ST のレディー制御。レディー・レイテン
シーは 0 です。書き込みデータの定義について
は、ディスパッチャーの記述子の形式を参照し
てください。

Data 128/256 Avalon-ST データバス

30.7.1.5.5.  Avalon-ST 応答

このインターフェイスを使用し、Prefetcher コアは、転送が完了するたびにディスパッチャーのコアから
応答情報を取得します。

表 306. Avalon-ST 応答

信号の役割 幅 説明

Valid 1 Avalon-ST の有効制御
Prefetcher コアでは、バスにバックプレッシャ
ーが行われている間、Valid 信号が High に維
持されることを想定しています。

Ready 1 Avalon-ST のレディー制御。Prefetcher コア
で使用し、外部 ST 応答ソースにバックプレッ
シャーを行います。

Data 256 Avalon-ST データバス。 ST データの定義に
ついては、ディスパッチャーの応答ソース形式
を参照してください。
Prefetcher コアでは、バスにバックプレッシャ
ーが行われている間、データ信号が一定に保た
れることを想定しています。

ストリーミング・インターフェイス (ST) のデータバスの形式と定義は、ディスパッチャーの応答ソース形
式に類似しています。

表 307. Avalon-ST 応答データの形式と定義

ビット 信号情報

[31:0] Actual bytes transferred [31:0]

[39:32] Error [7:0]

40 Early termination
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ビット 信号情報

41 Transfer complete IRQ mask

[49:42] Error IRQ mask

50 Early termination IRQ mask

51 Descriptor buffer full

[255:52] Reserved

30.7.1.5.6. IRQ インターフェイス

Prefetcher が有効になっている場合、IRQ の生成はディスパッチャーのコアから出力されなくなり、
Prefetcher コアから出力されます。割り込みソースは変わらず、転送の完了、早期終了、エラー検出で
す。各割り込みソースのマスクビットは記述子にプログラムされます。この情報は、ST 応答インターフェ
イスを介して Prefetcher コアに渡されます。ディスパッチャー・コアで定義されているグローバル割り込
みイネーブルマスクと IRQ ステータスビットと同等のものが、Prefetcher コアでも定義されるようにな
ります。実際の IRQ レジスターは現在 Prefetcher コアにあるため、これらの 2 つのビットを
Prefetcher コアで定義する必要があります。

30.7.1.6. ソフトウェアのプログラミング・モデル

30.7.1.6.1. 記述子の設定と mSGDMA のコンフィグレーション・フロー

次の内容は、記述子を設定し、mSGDMA をコンフィグレーションする際に推奨されるソフトウェア・フ
ローです。

1. 記述子リストを作成し、ハードウェア所有ではない記述子 (Owned By Hardware = 0) でリスト
を終了します。

2. ディスパッチャー・コアの Control レジスターにアクセスし、mSGDMA をコンフィグレーションしま
す。(例えば、Stop on Error、Stop on Early Termination などをコンフィグレーションします。)

3. Prefetcher コアのコンフィグレーション・レジスターにアクセスし、mSGDMA をコンフィグレーシ
ョンします。(例えば、 初のリストの 初の記述子のアドレスを Next Descriptor Pointer レジス
ターに書き込み、Run ビットを 1 に設定して転送を開始します。)

4. コアが 初のリストを処理している間に、ソフトウェアでは記述子の 2 番目のリストを作成するこ
とができます。

5. 記述子の転送が完了するたびに、IRQ を生成することができます (Transfer Complete IRQ
Mask がその特定の記述子に設定されているかいないかによって異なります)。mSGDMA で 初
のリストの処理を終了した際にのみ IRQ の生成が必要な場合は、単に、 初のリストの 後の記述
子に Transfer Complete IRQ Mask を設定します。

6. 初のリンクリストの 後の記述子が処理されると、記述子のポーリングが無効になっている場合
は、IRQ が生成されます。これに続いて、ソフトウェアで Next Descriptor Pointer レジスターを
2 番目のリンクリストの 初の記述子のアドレスで更新し、Run ビットを 1 に戻して転送を再開す
る必要があります。記述子のポーリングが有効になっている場合は、ソフトウェアで (2 番目の記述
子のリンクリスト以降の) Next Descriptor Pointer レジスターを更新し、Run ビットを 1 に戻す
必要はありません。これらの 2 つのステップはハードウェアによって自動的に実行されます。新しい
リストのアドレスは、前のリストの Next Descriptor Pointer フィールドで示されます。転送を再開
するには、Prefetcher コアで Owned by Hardware が 1 になっているかをポーリングします。ソ
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フトウェアでは単に、2 番目のリンクリストの 初の記述子の Owned by Hardware ビットを 1
に反転し、2 番目のリンクリストの準備ができていることを Prefetcher コアに示す必要がありま
す。

7. 追加する新しい記述子がある場合はかならず、コアが処理を行っていないリスト (Owned By
Hardware = 0 で示される) に追加します。例えば、コアが 初のリストを処理している場合は、新
しい記述子を 2 番目のリスト (またはその他) に追加します。この方法により、コアが記述子を処理
している際に記述子が更新されないようにします。ソフトウェアでは、メモリー内の記述子を読み出
し、転送のステータスを特定することができます (転送されている実際のバイト数、転送のエラーの
有無など)。

30.7.1.6.2. Prefetcher コアのリセットフロー

以下は、動作中にソフトウェアで mSGDMA を停止する際の推奨フローです。

1. Prefetcher のコントロール・レジスターのビット 2 に 1 を書き込みます (Reset_Prefetcher ビッ
トを 1 に設定)。

2. コントロール・レジスターのビット 2 が 0 になっているかをポーリングします (ハードウェアによっ
て Reset_Prefetcher ビットがクリアされている)。

3. ディスパッチャー・コアでソフトウェア・リセット条件をトリガーします。

4. ディスパッチャー・コアのステータスレジスターを読み出すことにより、ディスパッチャー・コアのソフ
トウェア・リセット状態が完了しているかをポーリングします。

5. リセットフローがすべて完了すると、ソフトウェアで mSGDMA を再コンフィグレーションできま
す。

30.7.1.7. パラメーター

表 308. プリフェッチャーのパラメーター

名称 選択可能な値 説明

Enable Pre-fetching Module 1 または 0 1: プリフェッチは有効です。
0: プリフェッチは無効です。

Enable bursting on descriptor read
master

1 または 0 1: 記述子をフェッチする際に、プリフェッチを
行うモジュールで Avalon-MM バーストを使
用します。

Data Width (Avalon-MM Read/Write
Descriptor)

32、64、128、256、512 Avalon-MM 読み出しおよび書き込みの記述
子マスターの読み出しおよび書き込みデータ
幅を指定します。

Maximum Burst Count (Avalon-MM
Read Descriptor)

1、2、4、8、16 Avalon-MM 読み出し記述子マスターの 大
読み出しバーストカウントを指定します。

Enable Extended Feature Support 1 または 0 これは、構成された mSGDMA のトップレベル
から派生するパラメーターです。これは、このコ
アで記述子の長さ (標準/拡張記述子で異なる
長さ) を決定するために必要です。

FIFO Depth 8、16、32、64、128、256、512、1024 これは、構成された mSGDMA のトップレベル
から派生するパラメーターです。これは、このコ
アでバッファーの深さを決定するために必要で
す。それにより、次の記述子ポインターの情報を
記述子のライトバックに向けて格納します。
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30.8. ドライバーの実装

次のセクションには、mSGDMA HAL ドライバーの API が含まれます。オープン mSGDMA API は、オ
プションのレジスター割り込みサービスルーチン (ISR) とともに mSGDMA デバイスをインスタンス
化します。ISR を使用する場合は、独自の特定の処理メカニズムをコールバック関数で定義する必要が
あります。コールバック関数は、エラー、早期終了、および転送完了時に ISR によって呼び出されます。

30.8.1. alt_msgdma_standard_descriptor_async_transfer

表 309. alt_msgdma_standard_descriptor_async_transfer

プロトタイプ int alt_msgdma_standard_descriptor_async_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — msgdma インスタンスへのポインター
*desc — 標準記述子構造へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、-ENOSPC は FIFO バッファーがフルであることを示し、-EPERM は記述子タイプの競合のた
めに操作が許可されないことを示します。-ETIME は、5 ミリ秒後のタイムアウトおよびループのスキップを示しま
す。

説明 この関数を呼び出す際は、記述子を作成し、*desc へのパラメーター・ポインターとして渡す必要があります。この
関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_descriptor_async_transfer」を呼び出し、一度に 1 つの標準記述子の
ノンブロッキング転送を開始します。この呼び出しの時点で読み出し/書き込みの FIFO バッファーがフルの状態
になっている場合、ルーチンではすぐに–ENOSPC が返されます。アプリケーションでは次に、ブロックされずに続
行する方法を決定することができます。-ETIME は、ディスパッチャーへの記述子の書き込みに 5 ミリ秒を超える
時間を費やしている場合に返されます。詳細に関しては、ヘルパー関数を参照することが推奨されます。コールバッ
ク・ルーチンがこの特定の mSGDMA コントローラーに事前に登録されている場合、転送は割り込み生成を有効
にするように設定されます。
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30.8.2. alt_msgdma_extended_descriptor_async_transfer

表 310. alt_msgdma_extended_descriptor_async_transfer

プロトタイプ int alt_msgdma_extended_descriptor_async_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — mSGDMA インスタンスへのポインター
*desc — 拡張記述子構造へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、-ENOSPC は FIFO バッファーがフルであることを示し、-EPERM は記述子タイプの競合のた
めに操作が許可されないことを示します。-ETIME は、5 ミリ秒後のタイムアウトおよびループのスキップを示しま
す。

説明 この関数を呼び出す際は、記述子を作成し、*desc へのパラメーター・ポインターとして渡す必要があります。この
関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_descriptor_async_transfer」を呼び出し、一度に 1 つの標準記述子の
ノンブロッキング転送を開始します。この呼び出しの時点で読み出し/書き込みの FIFO バッファーがフルの状態
になっている場合、ルーチンではすぐに–ENOSPC が返されます。アプリケーションでは次に、ブロックされずに続
行する方法を決定することができます。-ETIME は、ディスパッチャーへの記述子の書き込みに 5 ミリ秒を超える
時間を費やしている場合に返されます。詳細に関しては、ヘルパー関数を参照することが推奨されます。コールバッ
ク・ルーチンがこの特定の mSGDMA コントローラーに事前に登録されている場合、転送は割り込み生成を有効
にするように設定されます。
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30.8.3. alt_msgdma_descriptor_async_transfer

表 311. alt_msgdma_descriptor_async_transfer

プロトタイプ static int alt_msgdma_descriptor_async_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *standard_desc, alt_msgdma_extended_descriptor
*extended_desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — mSGDMA インスタンスへのポインター
*standard_desc — 単一の標準記述子へのポインター
*extended_desc — 単一の拡張記述子へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、-ENOSPC は FIFO バッファーがフルであることを示し、-EPERM は記述子タイプの競合のた
めに操作が許可されないことを示します。-ETIME は、5 ミリ秒後のタイムアウトおよびループのスキップを示しま
す。

説明 「alt_msgdma_standard_descriptor_async_transfer」と
「alt_msgdma_extended_descriptor_async_transfer」のヘルパー関数。

注意: *standard_desc と*extended_desc のどちらか一方に NULL を割り当て、もう一方には適切なポイン
ター値を割り当てる必要があります。これに従わない場合は、関数に「-EPERM」が返される可能性があり
ます。

コールバック・ルーチンがこの特定の mSGDMA コントローラーに事前に登録されている場合、転送は割り込み生
成を有効にするように設定されます。ソースの割り込み、ステータスの完了を確認し、適切な割り込み処理を作成す
るのは、アプリケーション開発者の責任です。
注
意: 

この関数では、CSR コントロール・レジスターの「Stop on Error」が常にマスクされます。CSR のコントロ
ールは、「alt_register_callback」を呼び出すことにより、ユーザー定義のコントロール設定でユーザーに
よって設定することができます。
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30.8.4. alt_msgdma_standard_descriptor_sync_transfer

表 312. alt_msgdma_standard_descriptor_sync_transfer

プロトタイプ int alt_msgdma_standard_descriptor_sync_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — mSGDMA インスタンスへのポインター
*desc — 標準記述子構造へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、「error」は、エラーまたは条件により msgdma がマスターへのコマンドの発行を停止している
ことを示しています。CSR のステータスレジスターでエラーに設定されているビットを確認することが推奨されま
す。「-EPERM」は記述子タイプの競合のために操作が許可されないことを示します。「-ETIME」は、5 ミリ秒後のタ
イムアウトおよびループのスキップを示します。

説明 この関数を呼び出す際は、標準記述子を作成し、*desc へのパラメーター・ポインターとして渡す必要があります。
この関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_descriptor_sync_transfer」を呼び出し、一度に 1 つの標準記述子
のブロッキング転送を開始します。この呼び出しの時点で読み出しまたは書き込みの FIFO バッファーがフルの状
態になっている場合、ルーチンでは FIFO バッファーに空きができるまで待機してプロセスを続行する、もしくは 5
ミリ秒のタイムアウトを待機します。読み出しと書き込みのコマンドバッファーが空になる前にエラーまたは条件
によってディスパッチャーが読み出しと書き込みのマスターに対するコマンドの発行を停止した場合、関数は
「error」を返します。エラーおよび完了ステータスを確認するのはアプリケーション開発者の責任です。

30. Modular Scatter-Gather DMA コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

362

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


30.8.5. alt_msgdma_extended_descriptor_sync_transfer

表 313. alt_msgdma_extended_descriptor_sync_transfer

プロトタイプ int alt_msgdma_extended_descriptor_sync_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — msgdma インスタンスへのポインター
*desc — 拡張記述子構造へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、「error」は、エラーまたは条件により msgdma がマスターへのコマンドの発行を停止している
ことを示しています。CSR のステータスレジスターでエラーに設定されているビットを確認することが推奨されま
す。「-EPERM」は記述子タイプの競合のために操作が許可されないことを示します。「-ETIME」は、5 ミリ秒後のタ
イムアウトおよびループのスキップを示します。

説明 この関数を呼び出す際は、拡張記述子を作成し、*desc へのパラメーター・ポインターとして渡す必要があります。
この関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_descriptor_sync_transfer」を呼び出し、一度に 1 つの拡張記述子
のブロッキング転送を開始します。この呼び出しの時点で読み出しまたは書き込み FIFO バッファーのいずれかが
フルの状態になっている場合、ルーチンでは FIFO バッファーに空きができるまで待機してプロセスを続行する、も
しくは 5 ミリ秒のタイムアウトを待機します。読み出しと書き込みのコマンドバッファーが空になる前にエラーまた
は条件によってディスパッチャーが読み出しと書き込みのマスターに対するコマンドの発行を停止した場合、関数
は「error」を返します。エラーおよび完了ステータスを確認するのはアプリケーション開発者の責任です。FIFO バ
ッファーの待機、ディスパッチャーへの記述子の書き込み、保留中の転送の完了が 5 ミリ秒を超える場合は、-
ETIME が返されます。
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30.8.6. alt_msgdma_descriptor_sync_transfer

表 314. alt_msgdma_descriptor_sync_transfer

プロトタイプ int alt_msgdma_descriptor_sync_transfer(alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *standard_desc, alt_msgdma_extended_descriptor
*extended_desc)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>、
<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、<sys/alt_errno.h>、<sys/alt_irq.h>、<io.h>

パラメーター *dev — msgdma インスタンスへのポインター
*standard_desc — 単一の標準記述子へのポインター
*extended_desc — 単一の拡張記述子へのポインター

戻り値 「0」の場合は成功、「error」は、エラーまたは条件により msgdma がマスターへのコマンドの発行を停止している
ことを示しています。CSR のステータスレジスターでエラーに設定されているビットを確認することが推奨されま
す。「-EPERM」は記述子タイプの競合のために操作が許可されないことを示します。「-ETIME」は、5 ミリ秒後のタ
イムアウトおよびループのスキップを示します。

説明 「alt_msgdma_standard_descriptor_sync_transfer」と
「alt_msgdma_extended_descriptor_sync_transfer」のヘルパー関数。

注意: *standard_desc と*extended_desc のどちらか一方に NULL を割り当て、もう一方には適切なポイン
ター値を割り当てる必要があります。これに従わない場合は、関数に「-EPERM」が返される可能性があり
ます。

注
意: 

この関数では、CSR コントロール・レジスターの「Stop on Error」が常にマスクされ、割り込みが常に無効
になっています。CSR のコントロールは、「alt_register_callback」を呼び出すことにより、ユーザー定義の
コントロール設定でユーザーによって設定することができます。
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30.8.7. alt_msgdma_construct_standard_st_to_mm_descriptor

表 315. alt_msgdma_construct_standard_st_to_mm_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_standard_st_to_mm_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *descriptor, alt_u32 *write_address, alt_u32 length, alt_u32
control)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 標準記述子構造へのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length - 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。

control – コントロール・フィールド

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_standard_descriptor」を呼び出し、st_to_mm の標準記述
子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.8. alt_msgdma_construct_standard_mm_to_st_descriptor

表 316. alt_msgdma_construct_standard_mm_to_st_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_standard_mm_to_st_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 length, alt_u32
control)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 標準記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_standard_descriptor」を呼び出し、mm_to_st の標準記述
子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.9. alt_msgdma_construct_standard_mm_to_mm_descriptor

表 317. alt_msgdma_construct_standard_mm_to_mm_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_standard_mm_to_mm_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 *write_address,
alt_u32 length, alt_u32 control)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 標準記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_standard_descriptor」を呼び出し、mm_to_mm の標準記
述子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.10. alt_msgdma_construct_standard_descriptor

表 318. alt_msgdma_construct_standard_descriptor

プロトタイプ static int alt_msgdma_construct_standard_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_standard_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 *write_address,
alt_u32 length, alt_u32 control)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 標準記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length - 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 ヘルパー関数で、mm_to_st、st_to_mm、mm_to_mm の標準記述子を構築します。不要な要素は 0 に設定さ
れて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.11. alt_msgdma_construct_extended_st_to_mm_descriptor

表 319. alt_msgdma_construct_extended_st_to_mm_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_extended_st_to_mm_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *descriptor, alt_u32 *write_address, alt_u32 length, alt_u32
control, alt_u16 sequence_number, alt_u8 write_burst_count, alt_u16 write_stride)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 拡張記述子構造へのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド
sequence number – プログラミング可能なシーケンス番号で、マスターブロックに送信されている記述子を識
別します。
write_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
write_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (2 の累乗で他も同様)。0 に設定すると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
write_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_extended_descriptor」を呼び出し、st_to_mm の拡張記
述子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.12. alt_msgdma_construct_extended_mm_to_st_descriptor

表 320. alt_msgdma_construct_extended_mm_to_st_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_extended_mm_to_st_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 length, alt_u32
control, alt_u16 sequence_number, alt_u8 read_burst_count, alt_u16 read_stride)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 拡張記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド
sequence_number – プログラミング可能なシーケンス番号で、マスターブロックに送信されている記述子を
識別します。
read_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
read_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_extended_descriptor」を呼び出し、mm_to_st の拡張記
述子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.13. alt_msgdma_construct_extended_mm_to_mm_descriptor

表 321. alt_msgdma_construct_extended_mm_to_mm_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_construct_extended_mm_to_mm_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 *write_address,
alt_u32 length, alt_u32 control, alt_u16 sequence_number, alt_u8 read_burst_count, alt_u8
write_burst_count, alt_u16 read_stride, alt_u16 write_stride)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 拡張記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド
sequence_number – プログラミング可能なシーケンス番号で、マスターブロックに送信されている記述子を
識別します。
read_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
write_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
read_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。
write_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 関数は、ヘルパー関数「alt_msgdma_construct_extended_descriptor」を呼び出し、mm_to_mm の拡張
記述子を構築します。不要な要素は 0 に設定されて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.14. alt_msgdma_construct_extended_descriptor

表 322. alt_msgdma_construct_extended_descriptor

プロトタイプ static int alt_msgdma_construct_descriptor (alt_msgdma_dev *dev,
alt_msgdma_extended_descriptor *descriptor, alt_u32 *read_address, alt_u32 *write_address,
alt_u32 length, alt_u32 control, alt_u16 sequence_number, alt_u8 read_burst_count, alt_u8
write_burst_count,
alt_u16 read_stride, alt_u16 write_stride)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
*descriptor – 拡張記述子構造へのポインター
*read_address – 送信元メモリーのベースアドレスへのポインター
*write_address – 送信先メモリーのベースアドレスへのポインター
length – 各記述子で転送するバイト数の指定に使用します。入力可能な 大値は「0Xffffffff」です。
control – コントロール・フィールド
sequence_number – プログラミング可能なシーケンス番号で、マスターブロックに送信されている記述子を
識別します。
read_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
write_burst_count – プログラミング可能なバーストカウントで、1 から 128 の間の 2 の累乗です。0 に設定す
ると、マスターは代わりに 大バーストカウントを使用します。
read_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。
write_stride – プログラミング可能な転送ストライド。ストライド値は、マスターがアドレスをインクリメントする
ワード数を決定します。固定アドレスの場合のストライド値は 0、シーケンシャルの場合は 1、1 ワードおきの場合
は 2 になります (他も同様)。

戻り値 「0」の場合は成功。-EINVAL は無効な引数で、引数の値がハードウェアの設定値よりも大きい可能性があります。

説明 ヘルパー関数で、mm_to_st、st_to_mm、mm_to_mm の拡張記述子を構築します。不要な要素は 0 に設定さ
れて完全な形になり、ハードウェアでは無視されます。
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30.8.15. alt_msgdma_register_callback

表 323. alt_msgdma_register_callback

プロトタイプ void alt_msgdma_register_callback(alt_msgdma_dev *dev, alt_msgdma_callback callback,
alt_u32 control, void *context)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *dev - msgdma インスタンスへのポインター
callback - コールバック・ルーチンへのポインターで、割り込みレベルで実行されます。
control - コントロール・レジスターおよび、non_blocking と blocking 転送機能の他のコントロール・ビットと
の OR を設定します。
*context - ユーザーが定義するコンテキストへのポインター

戻り値 該当なし

説明 ユーザー固有のルーチンを mSGDMA 割り込みハンドラーに関連付けます。コールバックが登録されている場合、
すべてのノンブロッキング mSGDMA 転送で割り込みが有効になり、コールバックが実行されます。コールバック
は割り込みサービスルーチンの一部として実行されます。また、許容される割り込みサービスルーチン動作につい
てのガイドラインに注意深く従う必要があります。このガイドラインは、Nios II Software Developer's
Handbook で説明されています。ただし、ユーザーはこの関数を呼び出し、ブロッキング転送の CSR のコントロー
ル設定の一部を変更することができます。
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30.8.16. alt_msgdma_open

表 324. alt_msgdma_open

プロトタイプ alt_msgdma_dev* alt_msgdma_open (const char* name)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>

パラメーター *name — HAL で登録されている msgdma ペリフェラルの名前への文字ポインター。例えば、プラットフォーム・
デザイナーの mSGDMA は、「MSGDMA_0_DISPATCHER_INTERNAL」を要求することで開きます。

戻り値 msgdma デバイス・インスタンス構造へのポインター。もしくは、デバイス*を開けなかった場合は null。

説明 mSGDMA インスタンスへのポインターを取得します。
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30.8.17. alt_msgdma_write_standard_descriptor

表 325. alt_msgdma_write_standard_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_write_standard_descriptor (alt_u32 csr_base, alt_u32 descriptor_base,
alt_msgdma_standard_descriptor *descriptor)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_descriptor_regs.h>

パラメーター csr_base – ディスパッチャーの CSR スレーブポートのベースアドレス
descriptor_base – ディスパッチャーの記述子スレーブポートのベースアドレス
*descriptor – 標準記述子構造へのポインター

戻り値 成功すると 0 を返します。他のリターンコードは「alt_errno.h」で定義されます。

説明 完全に形成されている標準記述子をディスパッチャー・モジュールに送信します。ディスパッチャーの記述子バッフ
ァーがフルの場合は、「-ENOSPC」が返されます。この関数は、ディスパッチャー・モジュールへの記述子全体の書
き込みを完了する必要があり、プリエンプトできないため、再入可能ではありません。
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30.8.18. alt_msgdma_write_extended_descriptor

表 326. alt_msgdma_write_extended_descriptor

プロトタイプ int alt_msgdma_write_extended_descriptor (alt_u32 csr_base, alt_u32 descriptor_base,
alt_msgdma_extended_descriptor *descriptor)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_descriptor_regs.h>

パラメーター csr_base – ディスパッチャーの CSR スレーブポートのベースアドレス
descriptor_base – ディスパッチャーの記述子スレーブポートのベースアドレス
*descriptor – 拡張記述子構造へのポインター

戻り値 成功すると 0 を返します。他のリターンコードは「alt_errno.h」で定義されます。

説明 完全に形成されている拡張記述子をディスパッチャー・モジュールに送信します。ディスパッチャーの記述子バッフ
ァーがフルの場合は、エラーが返されます。この関数では、ディスパッチャー・モジュールへの記述子全体の書き込
みを完了させる必要があり、プリエンプトできません。よって、再入可能ではありません。
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30.8.19. alt_msgdma_init

表 327. alt_msgdma_init

プロトタイプ void alt_msgdma_init (alt_msgdma_dev *dev, alt_u32 ic_id, alt_u32 irq)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<altera_msgdma_descriptor_regs.h>、
<altera_msgdma_csr_regs.h>

パラメーター *dev – mSGDMA インスタンスへのポインター
ic_id – IRQ 割り込みコントローラーの ID
irq – mSGDMA インスタンスに属している IRQ 番号

戻り値 該当なし

説明 mSGDMA コントローラーを初期化します。このルーチンは、ALTERA_AVALON_MSGDMA_INIT マクロから
呼び出されます。また、「alt_sys_init.c」によって自動的に呼び出されます。

30.8.20. alt_msgdma_irq

表 328. alt_msgdma_irq

プロトタイプ void alt_msgdma_irq(void *context)

インクルード <modular_sgdma_dispatcher.h>、<sys/alt_irq.h>、<altera_msgdma_csr_regs.h>

パラメーター *context – mSGDMA インスタンスへのポインター

戻り値 該当なし

説明 mSGDMA の割り込みハンドラー。ユーザーが「alt_register_callback」を呼び出し独自の割り込みハンドラーを
登録している場合、この関数はユーザー定義の割り込みハンドラーを呼び出します。

30.9. mSGDMA コアを使用するコード例

mSGDMA design example を参照してください。この例では、mSGDMA コアを使用してメモリーコ
ンテンツを 1 つの位置から別の位置に転送する方法が示されています。
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30.10. Modular Scatter-Gather DMA コアの改訂履歴

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

2020.09.21 20.2 mSGDMA design example へのリンクを訂正しました。

2019.04.01 19.1 • mSGDMA コアを使用するコード例のセクションで、デザイン例の情報を更新しまし
た。

• 書き込み応答のサポートを追加しました。
— パラメーターの Enable Write Response を追加しました。
— 記述子ビットの Wait for write responsesを追加しました。

2018.09.24 18.1 mSGDMA コアを使用するコード例のセクションを新しく追加しました。

2018.05.07 18.0 • コンポーネントのパラメーターの表に新しいパラメーターの No Byteenables
During Writes を追加しました。

• mSGDMA のレジスターマップの章で情報を訂正しました。
• 次のレジスターの詳細を追加しました。

— Write Fill Level
— Read Fill Level
— Response Fill Level
— Write Sequence Number
— Read Sequence Number
— Component Configuration 1
— Component Configuration 2
— Component Version Register
— Component Type Register

日付 バージョン 変更内容

2017 年 5 月 2017.05.08 Status レジスター (340 ページ) で、ビット 9 の説明を更新しました。

2016 年 5 月 2016.05.03 次の表を更新しました。
• コンポーネントのパラメーター

2015 年 12 月 2015.12.16 「alt_msgdma_irq」のセクションを追加しました。

2015 年 11 月 2015.11.06 次のセクションを更新しました。
• 応答ポート
• コンポーネントのパラメーター
次のセクションを追加しました。
• プログラミング・モデル

— Stop DMA の操作
— Stop Descriptor の操作
— エラーでの停止および早期終了での停止からの回復

• Modular Scatter-Gather DMA Prefetcherコア
• ドライバーの実装
次のセクションを削除しました。
• Unsupported Feature

2014 年 7 月 2014.07.24 初版
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31. Scatter-Gather DMA コントローラー・コア

インテルでは、新しいデザインに Modular Scatter-Gather DMA コアを使用することを推奨していま
す。

31.1. コアの概要

Scatter-Gather ダイレクト・メモリー・アクセス (SG-DMA) コントローラー・コアは、2 つのコンポー
ネント間に高速データ転送を実装します。SG-DMA コントローラー・コアを使用し、次のデータ転送を行
うことができます。

• メモリーからメモリー

• データストリームからメモリー

• メモリーからデータストリーム

SG-DMA コントローラー・コアは、非連続メモリーを連続アドレス空間に転送およびマージします (逆
も同様)。コアでは、転送するデータを指定する一連の記述子を読み出します。

複数の DMA チャネルを必要とするアプリケーションでは、コアの複数のインスタンス化によって必要な
スループットを提供することができます。各 SG-DMA コントローラーには独自の一連の記述子があり、
それによってデータ転送を指定します。単一のソフトウェア・モジュールがすべての DMA チャネルを制御
します。

Nios II プロセッサーの場合、デバイスドライバーが HAL (Hardware Abstraction Layer) システ
ム・ライブラリーで提供されています。そのため、提供されているドライバーを使用してソフトウェアでコ
アにアクセスすることが可能です。

31.1.1. システム例

次のブロック図は、プリント基板の DMA サブシステムに向けた SG-DMA コントローラー・コアを示し
ています。FPGA の SG-DMA コアは、内部ストリーミング・コンポーネントからストリーミング・データを
読み出し、データを外部メモリーに書き込みます。Nios II プロセッサーは、全体的なシステム制御を提
供します。
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図 -91: ストリーミング・ペリフェラルと外部メモリーを備える SG-DMA コントローラー・コア
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次の図は、SG-DMA コントローラー・コアの別の使用法を示しています。この使用法では、コアは内部メ
モリーと外部メモリーの間でデータを転送します。ホスト・プロセッサーとメモリーは、システムバスに接
続されます。これは通常、PCI Express または Serial RapidIO™のいずれかになります。

図 -92: 内部メモリーと外部メモリーを備える SG-DMA コントローラー・コア

Process or
Bus

 
    

S

Host  Process or

Internal
Memo ry

M M

Sys tem  Interconnec t Fa bric

S

Rd

M

Des criptor
Proces sor

Block

Rd

M

DMA Read/
Write
Block

Wr

M

Wr

M

Con trol 
&

Stat us   
Reg iste rs

Scatter Gather DMA Controlle r Core

Avalon-MM Bridge

M S

IOB

Main Memo ry

Desc riptor
Table

S Avalon-MM Slave  Por t

M Avalon-MM Master Port

IOB IO Breakout

Intel FPGA

Platform Designer

31. Scatter-Gather DMA コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

380

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


31.1.2. SG-DMA コントローラー・コアと DMA コントローラー・コアの比較

SG-DMA コントローラー・コアは、一度に 1 つの転送しかキューに入れることができない以前から利用
可能な DMA コントローラー・コアよりもパフォーマンスが大幅に向上しています。DMA コントローラ
ー・コアを使用している場合、CPU は転送が完了するまで待機してから新しい記述子を DMA スレーブ
ポートに書き込む必要がありました。非連続メモリーへの転送はリンクできず、その結果、小さな転送で
は CPU のオーバーヘッドが大きくなり、システム全体のパフォーマンスが低下していました。一方、SG-
DMA コントローラー・コアは、必要なトランザクションを記述する一連の記述子をメモリーから読み出
し、CPU からの追加介入なしにすべての転送を実行します。

31.2. リソース使用率とパフォーマンス

データパスの幅、コアのパラメーター化、デバイスファミリー、およびデータ転送のタイプに応じて、コア
のリソース使用率は 600 から 1400 ロジックエレメントです。次の表は、メモリーからメモリーへの転
送に使用される SG-DMA コントローラー・コアの推定リソース使用率を示しています。コアはコンフィ
グレーションが可能で、リソースの使用率は指定されているコンフィグレーションによって異なります。

表 329. SG-DMA の推定リソース使用率

データパス Cyclone II Stratix> (LE) Stratix II
(ALUT)

8 ビット・データパス 850 650 600

32 ビット・データパス 1100 850 700

64 ビット・データパス 1250 1250 800

コアの動作周波数は、デバイスとデータパスのサイズによって異なります。次の表は、いくつかの異なるデ
バイスファミリーでインスタンス化されている SG-DMA コアに想定されるパフォーマンスの例を示して
います。

表 330. SG-DMA のピーク・パフォーマンス

デバイス データパス fMAX スループット

Cyclone II 64 ビット 150MHz 9.6Gbps

Cyclone III 64 ビット 160MHz 10.2Gbps

Stratix II/Stratix II GX 64 ビット 250MHz 16.0Gbps

Stratix III 64 ビット 300MHz 19.2Gbps

31.3. 機能の説明

SG-DMA コントローラー・コアは、記述子プロセッサー、DMA 読み出し、DMA 書き込みの 3 つの主要
なブロックで構成されます。これらのブロックを組み合わせることで、3 つの異なるコンフィグレーション
を作成します。
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• メモリーからメモリー

• メモリーからストリーム

• ストリームからメモリー

データを転送する送信元と送信先のデバイスのタイプによって、実装するコンフィグレーションが決
まります。メモリーマップド・デバイスの例には、PCI、PCIe、およびほとんどのメモリーデバイスなど
が含まれます。Triple Speed Ethernet MAC、DSP IP コア、および多くのビデオ IP はストリーミ
ング・デバイスの例になります。SG-DMA コントローラー・コアのコンフィグレーションを変更するた
びに再コンパイルが必要です。

31.3.1. 機能ブロックとコンフィグレーション

以降のセクションでは、各機能ブロックとコンフィグレーションについて説明します。

記述子プロセッサー

記述子プロセッサーは、Avalon Memory-Mapped (MM) 読み出しマスターポートを介して記述子リ
ストから記述子を読み出し、DMA 読み出しブロックおよび DMA 書き込みブロックのコマンド FIFO に
コマンドをプッシュします。各コマンドには次のフィールドが含まれ、転送を指定します。

• 送信元アドレス

• 送信先アドレス

• 転送するバイト数

• それぞれの転送後の読み出しアドレスのインクリメント

• それぞれの転送後の書き込みアドレスのインクリメント

• Start of Packet (SOP) および End of Packet (EOP) の生成

DMA 読み出しブロックまたは書き込みブロックで各コマンドが処理されると、転送の情報 (実際
に書き込まれたバイト数など) を含むステータストークンが記述子プロセッサーに返され、記述子
の各フィールドに書き込まれます。

DMA 読み出しブロック

DMA 読み出しブロックは、Memory-to-Memory および Memory-to-Stream のコンフィグレーショ
ンで使用されます。このブロックは、次の操作を実行します。

• 入力コマンド FIFO からコマンドを読み出します。

• それぞれのコマンドに対して、Avalon-MM 読み出しマスターポートを介してメモリーブロックを読
み出します。

• データをデータ FIFO にプッシュします。

バースト転送が有効になっている場合は、 大読み出しバーストサイズの 2 倍の深さを備える内部
読み出し FIFO がインスタンス化されます。DMA 読み出しブロックは、読み出し FIFO に完全なバ
ーストをバッファーする十分なスペースがある場合にのみバースト読み出しを開始します。

DMA 書き込みブロック

DMA 書き込みブロックは、Memory-to-Memory および Stream-to-Memory のコンフィグレーショ
ンで使用されます。ブロックは、入力コマンド FIFO からコマンドを読み出します。それぞれのコマンドに
対して、DMA 書き込みブロックは Avalon-ST シンクポートからデータを読み出し、それを Avalon-
MM マスターポートに書き込みます。
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バースト転送が有効になっている場合は、 大書き込みバーストサイズの 2 倍の深さを備える内部書き
込み FIFO がインスタンス化されます。各バースト書き込みでは、 後のバーストを除いて、書き込みバ
ーストサイズに等しい固定量のデータが転送されます。 後のバーストでは、データ量が書き込みバース
トサイズに満たない場合でも、残りのデータが転送されます。

Memory-to-Memory のコンフィグレーション

Memory-to-Memory のコンフィグレーションには、記述子プロセッサー、DMA 読み出し、DMA 書き
込みの 3 つのブロックがすべて含まれます。内部 FIFO も含まれているため、DMA 読み出しブロックと
書き込みブロックの間で転送されるデータのバッファーとフロー制御が提供されます。

次の図は、内部 Nios II プロセッサーと記述子リストを備える Memory-to-Memory コンフィグレー
ションの 1 例を示しています。

図 -93: Memory-to-Memory のコンフィグレーション例
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Memory-to-Stream のコンフィグレーション

Memory-to-Stream のコンフィグレーションには、記述子プロセッサー・ブロックと DMA 読み出しブ
ロックが含まれます。

この例では、Nios II プロセッサーと記述子テーブルは FPGA にあります。外部 DDR2 SDRAM からの
データは SG-DMA コントローラーによって読み出され、オンチップ・ストリーミング・ペリフェラルに書
き込まれます。

31. Scatter-Gather DMA コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

383

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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 -94: Memory-to-Stream のコンフィグレーション例
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Stream-to-Memory のコンフィグレーション

Stream-to-Memory のコンフィグレーションには、記述子プロセッサー・ブロックと DMA 書き込みブ
ロックが含まれます。次の図で表されているとおり、このコンフィグレーションは Memory-to-Stream
のコンフィグレーションに類似しています。

図 -95: Stream-to-Memory のコンフィグレーション例
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31.3.2. DMA の記述子

DMA の記述子は、実行するデータ転送を指定します。SG-DMA コアは専用インターフェイスを使用して
記述子を読み書きします。リンクリストとして保存されるこれらの記述子は、オンチップまたはオフチッ
プのメモリーに保存でき、任意の長さにすることができます。

記述子リストを外部メモリーに保存すると、FPGA のリソースに空きができます。ただし、外部の記述子
リストを使用すると、記述子プロセッサーがリストの読み出しと更新を行う際のオーバーヘッドが増加し
ます。SG-DMA コアには内部 FIFO があり、メモリーから読み出された記述子を格納します。これによ
り、コアでは記述子の読み出し、実行、およびライトバックの操作を並行して実行できるため、記述子への
アクセスと処理のオーバーヘッドを隠すことができます。

記述子は初期化し、32 ビット境界にアライメントする必要があります。リストの 後の記述子では、
OWNED_BY_HWビットを 0 に設定する必要があります。コアはクリアされている OWNED_BY_HWビ
ットに依存し処理を停止します。

DMA 記述子の構造に関しては、DMA の記述子のセクションを参照してください。
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記述子の処理

次の手順は、DMA 記述子を処理する方法を説明しています。

1. ソフトウェアで記述子のリンクリストを構築します。記述子のリンクリストを構築して更新する方法
に関しては、記述子リストの構築と更新のセクションを参照してください。

2. ソフトウェアで 初の記述子のアドレスを next_descriptor_pointerレジスターに書き
込み、controlレジスターの RUNビットを 1 に設定して転送を開始します。レジスターの詳細に
関しては、ソフトウェアのプログラミング・モデルのセクションを参照してください。

RUNビットのアサートに続く次のクロックサイクルで、コアは statusレジスターの BUSYビット
を 1 に設定し、記述子の処理が実行中であることを示します。

3. 記述子プロセッサー・ブロックは、 初の記述子のアドレスを next_descriptor_pointer
レジスターから読み出し、取得した記述子をコマンド FIFO にプッシュします。コマンド FIFO は、コ
マンドを DMA の読み出しブロックと書き込みブロックの両方に供給します。 初の記述子が読み
出されるとすぐに、ブロックは次の記述子を読み出し、それをコマンド FIFO にプッシュします。1 つ
の記述子が常に事前に読み出されるため、スループットが 大化します。

4. コアはデータ転送を実行します。

• Memory-to-Memory のコンフィグレーションでは、DMA 読み出しブロックでコマンド
FIFO から送信元のアドレスを受信し、データの読み出しを開始します。その際は、指定されて
いるバイト数が転送されるまでストリームポートの FIFO を埋めていきます。FIFO がフルにな
ると、FIFO にデータを受け入れる十分なスペースができるまで、DMA 読み出しブロックは停
止します。

DMA 書き込みブロックは、コマンド FIFO から送信先のアドレスを取得し、書き込みを開始し
て指定されているバイト数を転送します。データ FIFO が空になると、書き込むデータが FIFO
に含まれるまで書き込みブロックは停止します。

• Memory-to-Stream のコンフィグレーションでは、DMA 読み出しブロックで送信元のアドレ
スから読み出し、指定されているバイト数が転送されるまで、もしくは End of Packet に到達
するまでデータをコアのストリーミング・ポートに転送します。このブロックは、転送サイズが不
明な転送には End of Packet インジケーターを使用します。End of Packet インジケーター
を使用しないデータ転送の場合は、転送サイズをデータ幅の倍数にする必要があります。これ
に従わない場合、ブロックに追加のロジックが必要になり、システムのパフォーマンスに影響
をおよぼす可能性があります。

• Stream-to-Memory のコンフィグレーションでは、DMA 書き込みブロックでコアのストリー
ミング・ポートから読み出し、送信先のアドレスに書き込みます。このブロックは、指定されてい
るバイト数が転送されるまで読み出しを続けます。

5. 記述子プロセッサー・ブロックは、DMA の読み出しまたは書き込みブロックからステータスを受信
し、記述子の DESC_CONTROL、DESC_STATUS、ACTUAL_BYTES_TRANSFERREDフィール
ドを更新します。DESC_CONTROLフィールドの OWNED_BY_HWビットは、PARKビットが 1 に
設定されていない限りクリアされます。

コアで記述子の処理を開始している場合は、OWNED_BY_HWビットが 1 に設定されている記述子
をソフトウェアで更新しないでください。ソフトウェアでの記述子の更新は、OWNED_BY_HWビッ
トがクリアされている場合にのみ安全です。

SG-DMA コアは、エラー条件が発生して STOP_DMA_ERビットが 1 に設定されるまで、もしくは
OWNED_BY_HWビットがクリアされている記述子が発生するまで記述子の処理を続けます。
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記述子リストの構築と更新

インテルでは、記述子リストを構築および更新する次の方法を推奨しています。

1. 記述子リストを構築し、ハードウェア所有でない記述子 (OWNED_BY_HW = 0) でリストを終了し
ます。リストは任意の長さにすることができます。

2. 割り込みの IE_CHAIN_COMPLETEDを設定します。

3. 初のリストの 初の記述子のアドレスを next_descriptor_pointerレジスターに書き
込み、RUNビットを 1 に設定して転送を開始します。

4. コアが 初のリストを処理している間に、記述子の 2 番目のリストを構築します。

5. SGDMA コントローラー・コアが 初のリストの処理を完了すると、割り込みが生成されます。
next_descriptor_pointerレジスターを 2 番目のリストの 初の記述子のアドレスで更
新します。RUNビットと statusレジスターをクリアします。RUNビットを 1 に戻して転送を再開
します。

6. 新しい記述子を追加する場合はかならず、コアが処理していないリストにそれらを追加します。例え
ば、コアが 初のリストを処理している場合は、新しい記述子を 2 番目のリストやその他のリストに
追加します。

この方法により、コアが記述子を処理している際に記述子が更新されないことを保証します。この方
法では割り込みへの応答が必要なため、データ移動の停止が不可能なシステムでは、レイテンシー
が大きい割り込みによって問題が発生する可能性があります。

31.3.3. エラー条件

SG-DMA コアにはコンフィグレーション可能なエラー幅があります。エラー信号は、SG-DMA コアが
接続している Avalon-ST またはシンクに直接接続されます。
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次のリストは、SG-DMA コアのエラー信号が次のコンフィグレーションでどのように実装されるかを示
しています。

• Memory-to-Memory のコンフィグレーション

エラー信号は生成されません。レジスターと記述子のエラーフィールドは 0 にハードコードされま
す。

• Memory-to-Stream のコンフィグレーション

コアでエラービットの使用を指定している場合、エラービットが Avalon-ST ソース・インターフェイ
スで生成されます。これらのエラービットは 0 にハードコードされ、Avalon-ST のスレーブ・インタ
ーフェイスに従い生成されます。

• Stream-to-Memory のコンフィグレーション

コアでエラービットの使用を指定している場合、エラービットが Avalon-ST シンク・インターフェイ
スで生成されます。これらのエラービットは、Avalon-ST シンク・インターフェイスから渡され、レジ
スターおよび記述子に格納されます。

次の表は、コアが Memory-to-Stream のコンフィグレーションで動作し、インテル FPGA Triple-
Speed Ethernet IP コアの送信 FIFO インターフェイスに接続されている場合のエラー信号を示
しています。

表 331. Avalon-ST の送信エラーのタイプ

信号の種類 説明

TSE_transmit_error[0] Transmit Frame Error。アサートされると、送信されたフレームがイー
サネット MAC で無効とみなされる必要があることを示します。フレーム
はその後、フレーム転送時にエラーコードとともに GMII インターフェイ
スに転送されます。

次の表は、コアが Stream-to-Memory のコンフィグレーションで動作し、Triple-Speed
Ethernet IP コアの送信 FIFO インターフェイスに接続されている場合のエラー信号を示していま
す。

表 332. Avalon-ST の受信エラーのタイプ

信号の種類 説明

TSE_receive_error[0] Receive Frame Error。この信号は、エラーが発生したことを示します。
これは、受信エラー 1 から 5 の論理 ORです。

TSE_receive_error[1] Invalid Length Error。受信したフレームが IEEE 802.3 標準で定義
されている無効な長さである場合にアサートされます。

TSE_receive_error[2] CRC Error。フレームを CRC-32 エラーで受信した場合にアサートされ
ます。

TSE_receive_error[3] Receive Frame Truncated。受信 FIFO のオーバーフローのために受
信フレームが切り捨てられた場合にアサートされます。

TSE_receive_error[4] PHY エラーにより受信フレームが破損しています。(PHY は受信 GMII
インターフェイスでエラーをアサートしています。)

TSE_receive_error[5] Collision Error。衝突しているフレームを受信した場合にアサートされ
ます。

各ストリーミング・コアには異なるエラーコードのセットがあります。コードに関しては、それぞれの
ユーザーガイドを参照してください。
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31.4. パラメーター

表 333. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 説明

Transfer mode Memory To Memory
Memory To Stream
Stream To Memory

使用するコンフィグレーション。これらのコンフィグレーションの詳細は、
Memory-to-Memory のコンフィグレーションのセクションを参照してくださ
い。

Enable bursting on
descriptor read master

On/Off このオプションがオンになっている場合、記述子プロセッサー・ブロックでは、記述
子をフェッチしメモリーにライトバックする際に Avalon-MM バーストを使用しま
す。32 ビットの読み出しおよび書き込みポートを使用すると、記述子プロセッサー・
ブロックは、8 つの個別のシングルワード・トランザクションではなく、8 ワードのバ
ーストを実行することにより、256 ビットの記述子をフェッチすることができます。

Allow unaligned
transfers

On/Off このオプションがオンになっている場合、コアはワードにアライメントされていない
アドレスへのアクセスを許可します。このオプションはバースト転送には適用されま
せん。
アライメントされていない転送には追加のロジックが必要ですが、システムのパフ
ォーマンスに悪影響をおよぼす可能性があります。

Enable burst transfers On/Off このオプションをオンにすると、バースト読み出しおよびバースト書き込みが有効
になります。

Read burstcount signal
width

1-16 読み出し burstcount信号の幅。この値は、 大バースト読み出しサイズを決定
します。

Write burstcount signal
width

1-16 書き込み burstcount信号の幅。この値は、 大バースト書き込みサイズを決
定します。

Data width 8、16、32、64 Avalon-MM 読み出しおよび書き込みポートのビット単位のデータ幅。

Source error width 0-7 Avalon-ST ソースポートの error信号の幅。

Sink error width 0–7 Avalon-ST シンクポートの error信号の幅。

Data transfer FIFO
depth

2、4、8、16、32、64 Memory-to-Memory のコンフィグレーションで、バースト転送が無効になってい
る場合の内部データ FIFO の深さ。

SG-DMA コントローラー・コアにはシステム内のほとんどのコンポーネントよりも高い優先順位 (より
小さい IRQ 値) を指定し、高いスループットを確保する必要があります。

31.5. シミュレーションに関する考慮事項

ハードウェア・シミュレーションの信号は、Nios II IDE で利用可能な Nios II シミュレーション・プロセ
スの一部として自動的に生成されます。

31.6. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、SG-DMA コントローラー・コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて
説明します。

31.6.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

インテルが提供しているドライバーには HAL デバイスドライバーが実装されています。これは、Nios II
システムの HAL システム・ライブラリーに統合されます。HAL ユーザーは、広く利用されている HAL
API および ANSI C 標準ライブラリーを介して SG-DMA コントローラー・コアにアクセスします。
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31.6.2. ソフトウェア・ファイル

SG-DMA コントローラー・コアは、次のソフトウェア・ファイルを提供します。これらのファイルは、ハード
ウェアへの低レベルアクセス、および Nios II HAL システム・ライブラリーに統合されるドライバーを提
供します。アプリケーション開発者がこれらのファイルを変更することは推奨されません。

• altera_avalon_sgdma_regs.h - コアのレジスターマップを定義し、下位のハードウェア
にアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_avalon_sgdma.h - インテル FPGA Avalon SG-DMA のバッファー・コントロー
ル・フラグとバッファー・ステータス・フラグの定義を提供します。

• altera_avalon_sgdma.c - SG-DMA コントローラー・コアを実装するコードの関数の定義
を提供します。

• altera_avalon_sgdma_descriptor.h - コアの記述子を定義し、下位のハードウェア
にアクセスするための記号定数を提供します。

31.6.3. レジスターマップ

SG-DMA コントローラー・コアには、Avalon-MM インターフェイスからアクセス可能な 3 つのレジスタ
ー (status、control、next_descriptor_pointer) があります。ソフトウェアでは、レジス
ターにアクセスすることにより、コアをコンフィグレーションし、コアの現在のステータスを特定すること
ができます。

control/statusレジスターは、バイト・イネーブル・ロジックのない 32 ビット・インターフェイスを
備えます。そのため、それよりもデータ幅が狭いマスターからは正しくアクセスできません。コアの正しい
動作を保証するにはかならず、少なくとも 32 ビット幅のマスターでレジスターにアクセスします。

表 334. レジスターマップ

32 ビット・ワー
ド・オフセット

(バイトオフセッ
ト)

レジスター名 リセット値 説明

ベース + 0
(0x0)

status 0 このレジスターは、 後の割り込みの原因やコアが現在記述子を処理して
いるかなどの、コアの現在のステータスを示します。statusレジスターの
マップに関しては、ステータス・レジスター・ビットのマップの表を参照してく
ださい。

ベース + 1
(0x4)

version 1 ハードウェアのバージョン番号を示します。ソフトウェアの後方互換の目的
でソフトウェア・ドライバーによってのみ使用されます。

ベース + 4
(0x10)

control 0 このレジスターは、割り込みをトリガーする要因、コアが開始および停止す
る条件などの、コアの動作を指定します。ホスト・プロセッサーでは、必要に
応じてレジスタービットを設定することにより、コアをコンフィグレーション
することができます。controlレジスターのマップに関しては、コントロー
ル・レジスター・ビットのマップの表を参照してください。

ベース + 8
(0x20)

next_descriptor_pointer 0 このレジスターには、処理を行う次の記述子のアドレスが含まれます。シス
テムの初期化シーケンスの一部として、このレジスターを 初の記述子のア
ドレスに設定します。
インテルでは、ユーザー・アプリケーションで controlレジスターの RUN
ビットをクリアし、statusレジスターの BUSYビットが 0 に設定されるま
で待機してからこのレジスターを読み出すことを推奨しています。
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表 335. コントロール・レジスター・ビットのマップ

ビット ビット名 アクセス 説明

0 IE_ERROR R/W このビットが 1 に設定されている場合、記述子の処理中に Avalon-ST エラーが
発生すると、コアは割り込みを生成します。(1)

1 IE_EOP_ENCOUNTERED R/W このビットが 1 に設定されている場合、記述子の処理中に EOP を検出すると、コ
アは割り込みを生成します。(1)

2 IE_DESCRIPTOR_COMPLETED R/W このビットが 1 に設定されている場合、それぞれの記述子が処理された後にコア
は割り込みを生成します。(1)

3 IE_CHAIN_COMPLETED R/W このビットが 1 に設定されている場合、リスト内の 後の記述子が処理される、つ
まり、クリアされた OWNED_BY_HWビットをもつ記述子をコアが検出すると、コ
アは割り込みを生成します。(1)

4 IE_GLOBAL R/W このビットが 1 に設定されている場合、コアでは割り込みの生成ができるように
なります。

5 RUN R/W このビットを 1 に設定し、記述子プロセッサー・ブロックを開始します。これに続い
て、DMA トランザクションが開始されます。このビットを 1 に設定する前に、処理
する 初の記述子のアドレスで next_descriptor_pointerレジスター
が更新されていることを確認します。このビットが 1 である限り、コアはキュー内
の記述子の処理を続けます。
このビットをクリアすることで、コアはキューの次の記述子の処理を停止します。記
述子の処理中にこのビットがクリアされると、コアは処理を完了してから停止しま
す。その後、ホスト・プロセッサーは残りの記述子を変更し、コアを再起動すること
ができます。

6 STOP_DMA_ER R/W このビットを 1 に設定し、DMA トランザクション中に Avalon-ST エラーが発生
した場合にコアを停止します。このビットは、Stream-to-Memory のコンフィグ
レーションにのみ適用されます。

7 IE_MAX_DESC_PROCESSED R/W このビットを 1 に設定し、MAX_DESC_PROCESSEDで指定されている記述子の
数が処理された後に割り込みを生成します。

8 .. 15 MAX_DESC_PROCESSED R/W コアが割り込みを生成する前に処理する記述子の数を指定します。

16 SW_RESET R/W ソフトウェアでは、このビットに 2 回書き込みを行うことでコアをリセットすること
ができます。2 回目の書き込み時にコアはリセットされます。ソフトウェアのリセッ
トプロセスをシーケンス化するロジックはその後、自動的にリセットされます。
DMA 転送がアクティブな際にソフトウェア・リセットを実行すると、次のシステム
リセットまで永続的なバスのロックアップが発生する可能性があります。したがっ
て、インテルでは、 後の手段としてソフトウェア・リセットを使用することを推奨し
ています。

17 PARK R/W このビットを 0 に設定すると、SG-DMA コントローラー・コアは、各記述子が処理
された後に記述子の OWNED_BY_HWビットをクリアします。PARKビットが 1 に
設定されている場合、コアは OWNED_BY_HWビットをクリアしません。そのため、
ソフトウェアの介入なしに同じ記述子を繰り返し処理することができます。また、リ
ストの 後の記述子が 初の記述子を指すように設定する必要があります。

18 DESC_POLL_EN R/W このビットを 1 に設定してポーリングモードを有効にします。このビットを 1 に設
定すると、コアは OWNED_BY_HWビットが設定されるまで次の記述子のポーリン
グを継続します。また、コアは記述子ポインターを更新して現在の記述子を指しま
す。

19 予約済み

RCLK[2
0..30]

TIMEOUT_COUNTER RW 再度ポーリングを行う前に待機するクロック数を指定します。有効な範囲は 1 か
ら 255 です。また、コアは next_desc_ptrフィールドを更新することで、読み
出す次の記述子を指します。

31 CLEAR_INTERRUPT R/W このビットを 1 に設定し、保留中の割り込みをクリアします。

注意
1. 割り込みはすべて、記述子が更新された後にのみ生成されます。
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インテルでは、controlレジスターの RUNビットがクリアされた後にのみ、ステータスレジスターを読
み出すことを推奨しています。

表 336. ステータス・レジスター・ビットのマップ

ビット ビット名 アクセス 説明

0 ERROR R/C (1) (2) 値 1 は、転送中に Avalon-ST エラーが発生したことを示します。

1 EOP_ENCOUNTERED R/C 値 1 は、Avalon-ST ソース・インターフェイスで生成された End-of-Packet
(EOP) 信号によって転送が終了したことを示します。この条件は、Stream-
to-Memory のコンフィグレーションでのみ可能です。

2 DESCRIPTOR_COMPLETED R/C (1) (2) 値 1 は、記述子の処理が完了したことを示します。

3 CHAIN_COMPLETED R/C (1) (2) 値 1 は、コアが記述子チェーンの処理を完了したことを示します。

4 BUSY R (3) 値 1 は、記述子の処理が進行中であることを示します。
このビットは、RUNビットがアサートされた次のクロックサイクルで 1 に設
定されます。また、次のイベントのいずれかが発生するまでクリアされません。
• 記述子の処理が完了し、RUNビットがクリアされている。
• エラー条件が発生して STOP_DMA_ERビットが 1 に設定され、現在の

記述子の処理が完了している。

5 .. 31 予約済み

注意
1. このビットは、読み出しの実行後にクリアする必要があります。1 を書き込み、このビットをクリアします。
2. このビットは、DMA 転送が完了するたびにハードウェアによって更新されます。ソフトウェアで 1 を書き込みクリアするまで、設定された状態で維持さ

れます。
3. このビットはハードウェアによって継続的に更新されます。

31.6.4. DMA の記述子

構造の定義に関しては、データ構造のセクションを参照してください。

表 337. DMA 記述子の構造

バイトオフセット フィールド名

31 24 23 16 15 8 7 0

ベース source

ベース + 4 予約済み

ベース + 8 destination

ベース + 12 予約済み

ベース + 16 next_desc_ptr

ベース + 20 予約済み

ベース + 24 予約済み bytes_to_transfer

ベース + 28 desc_control desc_status actual_bytes_transferred
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表 338. DMA 記述子のフィールドの説明

フィールド名 アクセス 説明

source R/W 読み出されるデータのアドレスを指定します。入力インターフェイスが Avalon-ST イン
ターフェイスの場合、このアドレスは 0 に設定されます。

destination R/W データを書き込むアドレスを指定します。出力インターフェイスが Avalon-ST インター
フェイスの場合、このアドレスは 0 に設定されます。

next_desc_ptr R/W リンクリストの次の記述子のアドレスを指定します。

bytes_to_transfer R/W 転送するバイト数を指定します。このフィールドが 0 の場合、SG-DMA コントローラー・
コアは、EOP を検出するまでデータの転送を続けます。

actual_bytes_transferred R コアによって正常に転送されたバイト数を指定します。このフィールドは、コアが記述子
を処理した後に更新されます。

desc_status R/W このフィールドは、コアが記述子を処理した後に更新されます。 このフィールドのビット
のマップに関しては、DESC_STATUS ビットのマップを参照してください。

desc_control R/W コアの動作を指定します。このフィールドは、コアが記述子を処理した後に更新されま
す。各ビットの説明に関しては、DESC_CONTROL ビットのマップを参照してくださ
い。

表 339. DESC_CONTROL のビットのマップ

ビット フィールド名 アクセス 説明

0 GENERATE_EOP W このビットが 1 に設定されている場合、DMA 読み出しブロックは 後のワードで
EOP 信号をアサートします。

1 READ_FIXED_ADDRESS R/W このビットは、Avalon-MM 読み出しマスターポートにのみ適用されます。このビッ
トが 1 に設定されている場合、DMA 読み出しブロックはメモリーアドレスをインク
リメントしません。このビットを 0 に設定すると、それぞれの読み出し後に読み出し
アドレスがインクリメントされます。

2 WRITE_FIXED_ADDRESS R/W このビットは、Avalon-MM 書き込みマスターポートにのみ適用されます。このビッ
トが 1 に設定されている場合、DMA 書き込みブロックはメモリーアドレスをインク
リメントしません。このビットを 0 に設定すると、それぞれの書き込み後に書き込み
アドレスがインクリメントされます。
Memory-to-Stream のコンフィグレーションでは、このビットが 1 に設定されて
いる場合、DMA 読み出しブロックは 初のワードで Start-of-Packet (SOP) を生
成します。

[6:3] 予約済み — —

3 .. 6 AVALON-ST_CHANNEL_NUMBER R/W DMA 読み出しブロックは、トランザクション内の各ワードに対して channel信号
をこの値に設定します。DMA 書き込みブロックは、この値をシンクポートのチャネル
番号に置き換えます。

7 OWNED_BY_HW R/W このビットは、現在のレジスターへの書き込みアクセスがハードウェアにあるかソフ
トウェアにあるかを決定します。
このビットが 1 に設定されている場合、コアで記述子を更新することができます。競
合状態が発生する可能性があるため、ソフトウェアで記述子にアクセスすることは
できません。それ以外の場合は、ソフトウェアで安全に記述子を更新することができ
ます。

DMA トランザクションが完了すると、記述子プロセッサー・ブロックは desc_statusフィールドを
更新し、トランザクションが処理された結果を示します。

表 340. DESC_STATUS のビットのマップ

ビット ビット名 アクセス 説明

[7:0] ERROR_0 .. ERROR_7 R 各ビットは、Avalon-ST インターフェイスで発生したエラーを表します。 各エラーの内容
は、Avalon-ST インターフェイスに接続しているコンポーネントによって定義されます。

31. Scatter-Gather DMA コントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

392

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


31.6.5. タイムアウト

SG-DMA コントローラーは、ストールを検出する内部カウンターを実装しません。この機能が必要な場
合は、ソフトウェアでタイマー・コンポーネントをインスタンス化することができます。

31.7. SG-DMA コントローラーでのプログラミング

このセクションでは、デバイスと記述子のデータ構造、および SG-DMA コントローラー・コアのアプリケ
ーション・プログラミング・インターフェイス (API) について説明します。

31.7.1. データ構造

表 341. デバイスのデータ構造

typedef struct alt_sgdma_dev
{
alt_llist llist; // Device linked-list entry
const char *name; // Name of SGDMA in SOPC System
void *base; // Base address of SGDMA
alt_u32 *descriptor_base; // reserved
alt_u32 next_index; // reserved
alt_u32 num_descriptors; // reserved
alt_sgdma_descriptor *current_descriptor; // reserved
alt_sgdma_descriptor *next_descriptor; // reserved
alt_avalon_sgdma_callback callback; // Callback routine pointer
void *callback_context; // Callback context pointer
alt_u32 chain_control; // Value OR'd into control reg
} alt_sgdma_dev;

表 342. 記述子のデータ構造

typedef struct {
alt_u32 *read_addr;
alt_u32 read_addr_pad;
alt_u32 *write_addr;
alt_u32 write_addr_pad;
alt_u32 *next;
alt_u32 next_pad;
alt_u16 bytes_to_transfer;
alt_u8 read_burst; /* Reserved field. Set to 0. */
alt_u8 write_burst;/* Reserved field. Set to 0. */
alt_u16 actual_bytes_transferred;
alt_u8 status;
alt_u8 control;
} alt_avalon_sgdma_packed alt_sgdma_descriptor;
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31.7.2. SG-DMA の API

表 343. 関数リスト

名称 説明

alt_avalon_sgdma_do_async_transfer() 記述子チェーンのノンブロッキング転送を開始します。

alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() 記述子チェーンのブロッキング転送を開始します。この関数は、コントロ
ーラーがビジーの場合は転送前から、要求された転送が完了するまでブ
ロックを行います。

alt_avalon_sgdma_construct_mem_to__mem_desc() Avalon-MM to Avalon-MM 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を
指定されているメモリーに構築します。

alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(
)

Avalon-ST to Avalon-MM 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を
指定されているメモリーに構築します。この関数は、記述子チェーンを
NULL 記述子で自動的に終了します。

alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc(
)

Avalon-MM to Avalon-ST 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を
指定されているメモリーに構築します。

alt_avalon_sgdma_enable_desc_poll() 記述子のポーリングモードを有効にします。この機能を使用するには、ハ
ードウェアがポーリングをサポートしていることを確認する必要があり
ます。

alt_avalon_sgdma_disable_desc_poll() 記述子のポーリングモードを無効にします。

alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status() 特定の記述子のステータスを読み出します。

alt_avalon_sgdma_register_callback() ユーザー固有のコールバック・ルーチンを SG-DMA 割り込みハンドラ
ーに関連付けます。

alt_avalon_sgdma_start() DMA エンジンを開始します。これは、
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer() および
alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() を使用している
場合は必要ありません。

alt_avalon_sgdma_stop() DMA エンジンを停止します。これは、
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer() および
alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() を使用している
場合は必要ありません。

alt_avalon_sgdma_open() 特定の名前をもつ SG-DMA コントローラーへのポインターを返します。

31.7.3. alt_avalon_sgdma_do_async_transfer()

プロトタイプ int alt_avalon_do_async_transfer(alt_sgdma_dev *dev, alt_sgdma_descriptor *desc)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev — SG-DMA デバイス構造へのポインター。
*desc — 単一の構築された記述子へのポインター。記述子の「next」記述子フィールドは、準備ができていない記述子また
はチェーン内の次の記述子に初期化されている必要があります。

戻り値 成功の場合は 0 を返します。他のリターンコードは、errno.h で定義されます。

説明 1 つもしくは複数の記述子または記述子チェーンのノンブロッキング転送をセットアップして開始します。この呼び出しの時
点で SG-DMA コントローラーがビジー状態の場合、ルーチンではすぐに EBUSY が返されます。アプリケーションではその
後、ブロックされずに続行する方法を決定することができます。コールバック・ルーチンがこの特定の SG-DMA コントローラ
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ーに事前に登録されている場合、転送は、エラー、EOP、またはチェーンの完了時に割り込みを発行するように設定されます。
それ以外の場合は、割り込みは登録されません。アプリケーション開発者でエラーと完了を確認し、処理する必要があります。
RUN ビットは転送の開始前にクリアされ、その後 1 に設定されると、新しい記述子チェーンが再開します。

31.7.4. alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer()

プロトタイプ alt_u8 alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer(alt_sgdma_dev *dev, alt_sgdma_descriptor *desc)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 非推奨

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev — SG-DMA デバイス構造へのポインター。
*desc — 単一の構築された記述子へのポインター。記述子の「next」記述子フィールドは、準備ができていない記述子また
はチェーン内の次の記述子に初期化されている必要があります。

戻り値 status レジスターの内容を返します。

説明 転送に向け、完全に形成された記述子または記述子のリストを SG-DMA コントローラーに送信します。この関数は、SG-
DMA コントローラーがビジーの場合は転送前から、要求されている転送が完了するまでブロックを行います。転送中にエラ
ーが検出された場合、そのエラーは破棄され、コントローラーのステータスレジスターの内容が呼び出し元に返されます。そ
の他のエラー情報は、SG-DMA が処理した各記述子のステータスビットで確認することができます。ユーザー・アプリケーシ
ョンでは、記述子または記述子のリストを検索し、特定のエラー情報を収集します。RUN ビットは転送の開始前にクリアされ、
その後 1 に設定されると、新しい記述子チェーンが再開します。

31.7.5. alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_mem_desc()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_mem_desc(alt_sgdma_descriptor *desc,
alt_sgdma_descriptor *next, alt_u32 *read_addr, alt_u32 *write_addr, alt_u16 length, int read_fixed,
int write_fixed)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *desc — 構築されている記述子へのポインター。
*next — 「next」記述子へのポインター。これは、完全な、または機能的な記述子である必要はありませんが、適切に割り当
てられている必要があります。
*read_addr — SG-DMA 転送の 初の読み出しアドレス。
*write_addr — SG-DMA 転送の 初の書き込みアドレス。
length - 転送のバイト数。
read_fixed — 0 以外の場合、SG-DMA は固定のアドレスから読み出します。
write_fixed — 0 以外の場合、SG-DMA は固定のアドレスに書き込みます。

戻り値 void

説明 この関数は、Avalon-MM to Avalon-MM 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を
alt_avalon_sgdma_descriptor *descで指定されているメモリーに構築します。この関数は、記述子のコントロ
ール・フィールドで OWNED_BY_HW ビットを設定し、完成した記述子を実行可能としてマークします。記述子は、SG-DMA
コントローラーで記述子が受信され、RUN ビットが 1 になると処理されます。
構築中の記述子の next フィールドは、*next のアドレスに設定されます。*next の記述子の OWNED_BY_HW ビットは
明示的にクリアされます。SG-DMA は*desc の処理を完了すると、OWNED_BY_HW ビットが設定されるまで、*next の
記述子を処理しません。記述子チェーンを作成するには、*desc パラメーターで前の呼び出しの*next ポインターを使用し、
この関数を繰り返し呼び出すことができます。
構築中の記述子およびチェーン内の次の記述子の作成には、メモリーを適切に割り当てる必要があります。
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記述子は、SG-DMA コントローラーのチェーン読み出しおよびチェーン書き込みの Avalon マスターポートがマスターとな
るメモリーデバイス内にある必要があります。*desc と*next がどちらも、コントローラーがマスターとなるメモリー領域を
指していることに注意する必要があります。

31.7.6. alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(alt_sgdma_descriptor *desc,
alt_sgdma_descriptor *next, alt_u32 *write_addr, alt_u16 length_or_eop, int write_fixed)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *desc — 構築されている記述子へのポインター。
*next — 「next」記述子へのポインター。これは、完全な、または機能的な記述子である必要はありませんが、適切に割り当
てられている必要があります。
*write_addr — SG-DMA 転送の 初の書き込みアドレス。
length_or_eop — 転送のバイト数。0 (0x0) に設定されている場合、転送は EOP 信号を Avalon-ST インターフェイスか
ら受信するまで続きます。
write_fixed — 0 以外の場合、SG-DMA は固定のアドレスに書き込みます。

戻り値 void

説明 この関数は、Avalon-ST to Avalon-MM 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を
alt_avalon_sgdma_descriptor *descで指定されているメモリーに構築します。転送のソース (読み出し) デー
タは、SG-DMA コントローラーのストリーミング読み出しポートに接続されている Avalon-ST インターフェイスから送信さ
れます。
この関数は、記述子のコントロール・フィールドで OWNED_BY_HW ビットを設定し、完成した記述子を実行可能としてマー
クします。記述子は、SG-DMA コントローラーで記述子が受信され、RUN ビットが 1 になると処理されます。
構築中の記述子の next フィールドは、*next のアドレスに設定されます。*next の記述子の OWNED_BY_HW ビットは明
示的にクリアされます。SG-DMA は*desc の処理を完了すると、OWNED_BY_HW ビットが設定されるまで、*next の記述
子を処理しません。記述子チェーンを作成するには、*desc パラメーターで前の呼び出しの*next ポインターを使用し、この
関数を繰り返し呼び出すことができます。
構築中の記述子およびチェーン内の次の記述子の作成には、メモリーを適切に割り当てる必要があります。
記述子は、SG-DMA コントローラーのチェーン読み出しおよびチェーン書き込みの Avalon マスターポートがマスターとな
るメモリーデバイス内にある必要があります。*desc と*next がどちらも、コントローラーがマスターとなるメモリー領域を
指していることに注意する必要があります。

31.7.7. alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_construct_mem_to_stream_desc(alt_sgdma_descriptor *desc,
alt_sgdma_descriptor *next, alt_u32 *read_addr, alt_u16 length, int read_fixed, int generate_sop, int
generate_eop, alt_u8 atlantic_channel)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *desc — 構築されている記述子へのポインター。
*next — 「next」記述子へのポインター。これは、完全な、または機能的な記述子である必要はありませんが、適切に割り当て
られている必要があります。
*read_addr — SG-DMA 転送の 初の読み出しアドレス。
length - 転送のバイト数。
read_fixed — 0 以外の場合、SG-DMA は固定のアドレスから読み出します。
generate_sop — 0 以外の場合、SG-DMA は転送開始時に Avalon-ST インターフェイスで SOP を生成します。
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generate_eop — 0 以外の場合、SG-DMA は転送完了時に Avalon-ST インターフェイスで EOP を生成します。
atlantic_channel — 8 ビットの Avalon-ST チャネル番号。チャネルは現在サポートされていません。このパラメーターは 0
に設定します。

戻り値 void

説明 この関数は、Avalon-MM to Avalon-ST 転送に向けた単一の SG-DMA 記述子を alt_avalon_sgdma-
descriptor *descで指定されているメモリーに構築します。転送の送信先への (書き込み) データは、SG-DMA コン
トローラーのストリーミング書き込みポートに接続されている Avalon-ST インターフェイスに向かいます。この関数は、記述
子のコントロール・フィールドで OWNED_BY_HW ビットを設定し、完成した記述子を実行可能としてマークします。記述子
は、SG-DMA コントローラーで記述子が受信され、RUN ビットが 1 になると処理されます。
構築中の記述子の next フィールドは、*next のアドレスに設定されます。*next の記述子の OWNED_BY_HW ビットは明
示的にクリアされます。SG-DMA は*desc の処理を完了すると、OWNED_BY_HW ビットが設定されるまで、*next の記述
子を処理しません。記述子チェーンを作成するには、*desc パラメーターで前の呼び出しの*next ポインターを使用し、この
関数を繰り返し呼び出すことができます。
構築中の記述子およびチェーン内の次の記述子の作成には、メモリーを適切に割り当てる必要があります。記述子は、SG-
DMA コントローラーのチェーン読み出しおよびチェーン書き込みの Avalon マスターポートがマスターとなるメモリーデバ
イス内にある必要があります。*desc と*next がどちらも、コントローラーがマスターとなるメモリー領域を指していることに
注意する必要があります。

31.7.8. alt_avalon_sgdma_enable_desc_poll()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_enable_desc_poll(alt_sgdma_dev *dev, alt_u32 frequency)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev - SG-DMA デバイス構造へのポインター
frequency - 設定する周波数の値。周波数の下位 11 ビットの値のみがコントロール・レジスターに書き込まれます。

戻り値 void

説明 特定の周波数で記述子のポーリングモードを有効にします。ハードウェアでこのモードをサポートしていない場合は無効で
す。

31.7.9. alt_avalon_sgdma_disable_desc_poll()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_disable_desc_poll(alt_sgdma_dev *dev)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev - SG-DMA デバイス構造へのポインター。

戻り値 void

説明 記述子のポーリング・モードを無効にします。

31.7.10. alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status()

プロトタイプ int alt_avalon_sgdma_check_descriptor_status(alt_sgdma_descriptor *desc)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい
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インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *desc - 検査する構築済み記述子へのポインター。

戻り値 記述子にエラーがない場合、ハードウェアで記述子が所有されていない場合、または事前に要求されている転送が正常に完
了している場合は 0 を返します。他の戻りコードは errno.h で定義されます。

説明 前の転送で報告されているエラーに関して、ハードウェアで所有されていた記述子を確認します。ルーチンでは、SG-DMA コ
ントローラーによって報告されたエラー、使用されているバッファーが報告されます。

31.7.11. alt_avalon_sgdma_register_callback()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_register_callback(alt_sgdma_dev *dev, alt_avalon_sgdma_callback callback,
alt_u16 chain_control, void *context)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev — SG-DMA デバイス構造へのポインター。
callback — 割り込みレベルで実行するコールバック・ルーチンへのポインター。
chain_control — SG-DMA コントロール・レジスターの内容。
*context — このポインターを使用し、コンテキスト固有の情報を ISR に渡します。context では、任意の ISR 固有の情報
を指すことができます。

戻り値 void

説明 ユーザー固有のルーチンを SG-DMA 割り込みハンドラーに関連付けます。コールバックが登録されている場合、すべてのノ
ンブロッキング転送で割り込みが有効になり、コールバックが実行されます。コールバックは割り込みサービスルーチンの一
部として実行されます。許容される割り込みサービスルーチン動作についてのガイドラインに注意して従う必要があります。
このガイドラインは、Nios II Software Developer’s Handbook で説明されています。
登録後にコールバックを無効にするには、コールバック引数として 0x0 を使用し、このルーチンを呼び出します。

31.7.12. alt_avalon_sgdma_start()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_start(alt_sgdma_dev *dev)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev - SG-DMA デバイス構造へのポインター。

戻り値 void

説明 DMA エンジンを起動し、コントローラーの next 記述子ポインターで指定されている記述子と、チェーン内の後続のすべての
記述子を処理します。do_sync もしくは do_async が使用されている場合は、この関数を呼び出す必要はありません。

31.7.13. alt_avalon_sgdma_stop()

プロトタイプ void alt_avalon_sgdma_stop(alt_sgdma_dev *dev)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい
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インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター *dev — SG-DMA デバイス構造へのポインター。

戻り値 void

説明 現在のバッファー記述子の完了に続いて DMA エンジンを停止します。do_sync または do_async が使用されている場合
は、この関数を呼び出す必要はありません。

31.7.14. alt_avalon_sgdma_open()

プロトタイプ alt_sgdma_dev* alt_avalon_sgdma_open(const char* name)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_sgdma.h>、<altera_avalon_sgdma_descriptor.h>、
<altera_avalon_sgdma_regs.h>

パラメーター name - 開く SG-DMA デバイスの名前。

戻り値 供給されている名前に関連付けられている SG-DMA デバイス構造へのポインター、または対応する SG-DMA デバイス構造
が見つからない場合は NULL。

説明 ハードウェア SG-DMA デバイス構造へのポインターを取得します。

31.8. Scatter-Gather DMA コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2015 年 10 月 2015.10.30 次のセクションを更新しました。
• レジスターマップ: 「コントロール・レジスター・ビットのマップ」の表
• SG-DMA の API: 「関数リスト」の表
次のセクションを追加しました。
• alt_avalon_sgdma_enable_desc_poll()
• alt_avalon_sgdma_disable_desc_poll()

2014 年 7 月 2014.07.24 レジスターマップの表を更新し、version レジスターを含めました。

2010 年 12 月 v10.1.0 図 19-4 および図 19-5 を更新しました。
表 19-7 で、IE_GLOBALのビットの説明を改訂しました。
「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 レジスターのフィールドとビットの説明を改訂しました。
Memory-to-Stream のコンフィグレーションに説明を追加しました。
alt_avalon_sgdma_do_sync_transfer() および
alt_avalon_sgdma_do_async_transfer() の API に説明を追加しました。
エラー信号の実装に関するリストを追加しました。
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日付 バージョン 変更内容

2009 年 3 月 v9.0.0 Enable bursting on descriptor read master の説明を追加しました。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。
機能の説明に DMA の記述子のセクションを追加しました。
レジスターのフィールドとビットの説明を改訂しました。
ソフトウェアのプログラミング・モデルのセクションおよび SG-DMA コントローラー・コ
アでのプログラミングのセクションを再編成しました。

2008 年 5 月 v8.0.0 バースト転送に関するセクションを追加しました。
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32. SDRAM コントローラー・コア

32.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備える SDRAM コントローラー・コアは、オフチップ SDRAM への Avalon
Memory-Mapped (Avalon-MM) インターフェイスを提供します。SDRAM コントローラーにより、設
計者はカスタムシステムをインテル FPGA デバイスで作成し、それらを SDRAM チップに簡単に接続す
ることができます。SDRAM コントローラーは、PC100 仕様に記載されている標準 SDRAM をサポート
します。

SDRAM は、大量の揮発性メモリーを必要とするコスト重視のアプリケーションで広く使用されます。
SDRAM は比較的安価ですが、リフレッシュ操作、オープン行の管理、およびその他の遅延やコマンドシ
ーケンスの実行に制御ロジックを必要とします。SDRAM コントローラーは、1 つまたは複数の SDRAM
チップに接続し、SDRAM プロトコルのすべての要件を処理します。デバイスの内部では、コアはリニア
メモリー (フラットアドレス空間) として表示される Avalon-MM スレーブポートを Avalon-MM マス
ター・ペリフェラルに提供します。

コアは、さまざまなデータ幅 (8、16、32、または 64 ビット)、さまざまなメモリーサイズ、および複数のチ
ップセレクトで SDRAM サブシステムにアクセスすることができます。Avalon-MM インターフェイスは
レイテンシーを認識するため、読み出し転送をパイプライン化することができます。コアは、オプションで
アドレスおよびデータバスを他のオフチップ Avalon-MM トライステート・デバイスと共有することがで
きます。この機能は、I/O ピンに制限がある一方で、SDRAM に加えて複数のメモリーチップに接続する
必要があるシステムで役立ちます。

32.2. 機能の説明

次に、外部 SDRAM チップに接続されている SDRAM コントローラー・コアのブロック図を示します。
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図 -96: Avalon インターフェイスを備える SDRAM コントローラーのブロック図
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以降のセクションでは、SDRAM コントローラー・コアのコンポーネントについて詳細に説明します。オプ
ションはすべてシステム生成時に指定され、ランタイムに変更することはできません。

関連情報
SDRAM コントローラー・コア (401 ページ)

32.2.1.  Avalon-MM インターフェイス

Avalon-MM スレーブポートは、SDRAM コントローラー・コアのユーザーで認識することのできる部分
です。スレーブポートは、SDRAM チップと同じ大きさのフラットで連続したメモリー空間を提供します。
スレーブポートにアクセスする際に、PC100 SDRAM プロトコルの詳細は完全にトランスペアレントで
す。Avalon-MM インターフェイスは、単純なメモリー・インターフェイスとして動作します。メモリーマッ
ピングされるコンフィグレーション・レジスターはありません。

Avalon-Mm スレーブポートは、読み出しおよび書き込み転送においてペリフェラル制御の待機状態を
サポートします。スレーブポートは、有効なデータを提供できるようになるまで転送をストールします。ス
レーブポートはまた、可変レイテンシーの読み出し転送をサポートするため、高帯域幅のパイプライン化
された読み出し転送が可能になります。マスター・ペリフェラルがシーケンシャルなアドレスをスレーブ
ポートから読み出す際に、 初のデータは 初のレイテンシー後に返されます。後続の読み出しでは、ク
ロックサイクルごとに新しいデータを生成することができます。ただし、データはすべてのクロックサイク
ルで返されるとは限りません。SDRAM コントローラーは、SDRAM のリフレッシュに定期的に一時停止
する必要があります。

Avalon-MM の転送タイプに関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書 を参照してください。

32.2.2. オフチップ SDRAM インターフェイス

外部 SDRAM チップへのインターフェイスは、PC100 規格で定義されている信号を提供します。これら
の信号は、インテル FPGA デバイスの I/O ピンを介して SDRAM チップに外部接続する必要がありま
す。

32. SDRAM コントローラー・コア
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32.2.2.1. 信号のタイミングと電気的特性

信号のタイミングとシーケンスは、コアのコンフィグレーションによって異なります。ハードウェア設計者
は、システムに選択した SDRAM チップと一致するようにコアをコンフィグレーションします。詳細は、コ
ンフィグレーションのセクションを参照してください。デバイスピンの電気的特性は、ターゲットのデバイ
スファミリーと、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで作成される割り当てによって異なります。
一部のデバイスファミリーは、幅広い電気規格をサポートしているため、より多様な SDRAM チップとの
インターフェイス接続が可能です。詳細は、ターゲットのデバイスファミリーのデバイス・ハンドブックを
参照してください。

32.2.2.2. クロックとデータ信号の同期

SDRAM チップのクロック (SDRAM クロック) は、SDRAM コントローラー上の Avalon-MM インタ
ーフェイスのクロック (コントローラー・クロック) と同じ周波数で駆動する必要があります。すべての同
期デザインと同様に、クロックエッジが到着する際に、SDRAM ピンでアドレス、データ、および制御信号
が安定していることを保証する必要があります。上の Avalon インターフェイスを備える SDRAM コ
ントローラーのブロック図で示されているとおり、オンチップのフェーズロック・ループ (PLL) を使用し、
SDRAM コントローラー・コアと SDRAM チップ間のクロックスキューを軽減することができます。クロ
ックが低速であれば、場合によっては PLL は必要ありません。クロックレートが高い場合は PLL が必要
になり、ピンで信号が安定している際にのみ SDRAM クロックがトグルするようにします。PLL ブロック
は、SDRAM コントローラー・コアの一部ではありません。PLL が必要な場合は、手動でインスタンス化す
る必要があります。PLL コア・インターフェイスをインスタンス化する、もしくはプラットフォーム・デザイ
ナーのシステムモジュール外部の ALTPLL IP コアをインスタンス化することができます。

PLL を使用する場合は、PLL を調整してクロックの位相シフトを導入し、同期信号が安定した後に
SDRAM クロックのエッジが到着するようにします。詳細は、クロック、PLL、およびタイミングに関する
考慮事項のセクションを参照してください。

PLL のインスタンス化に関しては、PLL コアの章を参照してください。Nios II の開発ツールでは、ハー
ドウェアのデザイン例を提供しています。このデザイン例は PLL とともに SDRAM コントローラー・コア
を使用しており、カスタムデザインのリファレンスとして使用することができます。

Nios II 開発ツールは、インテル FPGA のウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。

32.2.2.3. クロック・ディスエーブル・モードのサポート

SDRAM コントローラーは、クロック・ディスエーブル・モードをサポートしていません。SDRAM コントロ
ーラーは、SDRAM で CKE 信号を永続的にアサートします。

32.2.2.4. 他の Avalon-MM トライステート・デバイスとのピンの共有

Avalon-MM トライステート・ブリッジが存在する場合、SDRAM コントローラー・コアは既存のトライス
テート・ブリッジとピンを共有することができます。その場合、コアの addr、dq (データ)、および dqm
(バイト・イネーブル) ピンは、Avalon-MM トライステート・ブリッジに接続している他のデバイスと共有
されます。この機能は I/O ピンの消費を低減するため、複数の外部メモリーチップ (フラッシュ、SRAM、
SDRAM など) を含む一方で、SDRAM チップ専用のピンが少ないシステムにおいて有益です。ピンの
共有がパフォーマンスに与える影響の詳細に関しては、パフォーマンスに関する考慮事項のセクション
を参照してください。

SDRAM のアドレスは、ワードのサイズに関係なくすべてのアドレスビットを接続する必要があります。こ
れにより、トライステート・ブリッジの下位のアドレスビットがメモリーデバイスの下位のアドレスビット
に揃うようになります。Avalon-MM トライステート・アドレス信号は、常にバイトアドレスを提供します。
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小アクセスサイズが 16 ビットの場合、メモリーに対するトライステート・ブリッジの A0 を省くことは
できません。 小アクセスサイズが 32 ビットの場合は、トライステート・ブリッジの A0 および A1 を省く
ことはできません。

32.2.3. ボードレイアウトおよびピン配置に関する考慮事項

ボードレイアウトとデバイスのピン配置を決定する際は、SDRAM 信号間のスキューを 小限に抑える
ようにします。例えば、デバイスのピン配置を割り当てる際は、SDRAM クロック出力を含む SDRAM 信
号を物理的に近くにまとめてグループ化します。また、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアの
Fast Input Register および Fast Output Register のロジックオプションを使用することがで
きます。これらのロジックオプションは、SDRAM 信号のレジスターを I/O セルに配置します。I/O セル
内のレジスターから駆動される信号には、tCO、tSU、tH などの類似したタイミング特性があります。

32.2.4. パフォーマンスに関する考慮事項

適な条件下では、SDRAM コントローラー・コアの帯域幅は、クロックサイクルあたり 1 ワードに対応
します。ただし、SDRAM のリフレッシュに関連するオーバーヘッドのため、クロックサイクルごとに 1 ワ
ードを達成することは不可能です。他の要因もまた、コアのパフォーマンスに影響を与えます。詳細は以
降のセクションで説明されています。

32.2.4.1. オープン行の管理

SDRAM チップはメモリーの複数のバンクとして配置されます。各バンクでは、独立したオープン行のア
ドレス管理が可能です。SDRAM コントローラー・コアは、単一のバンクのオープン行管理を利用します。
同じ行およびバンク内での連続的な読み出しまたは書き込みは、クロックあたり 1 ワードに対応するレ
ートで動作します。さまざまな宛先バンクに頻繁にアクセスするアプリケーションでは、行の開閉に追加
の管理サイクルが必要です。

32.2.4.2. データピンとアドレスピンの共有

コントローラーが他のトライステート・デバイスとピンを共有している場合、平均アクセス時間は通常増
加し、帯域幅は縮小します。トライステート・ブリッジへのアクセスが他のデバイスに許可されている場
合、SDRAM では行の開閉にオーバーヘッドが発生します。さらに、SDRAM コントローラーは、アクセス
が再度許可されるまでに数クロックサイクル待機する必要があります。

大の帯域幅を達成するため、SDRAM コントローラーは、同じ行およびバンク内で連続読み出しまた
は書き込みトランザクションが続く限り、自動的にトライステート・ブリッジの制御を維持します。

この動作により、Avalon-MM トライステート・ブリッジを共有している他のデバイスの平均アクセス時
間が悪化する可能性があります。

SDRAM コントローラーは、連続トランザクションが途切れた場合、またはリフレッシュ・トランザクショ
ンが必要な場合に、開いている行を閉じます。そのため、次の内容が適用されます。

• コントローラーは、トライステート・ブリッジを共有している他のデバイスへのアクセスを永続的に
ブロックすることはできません。

• コントローラーが SDRAM の行のオープン時間制限に違反しないことが保証されます。

32.2.4.3. ハードウェアのデザインとターゲットデバイス

ターゲットデバイスは、ハードウェア・デザインで達成可能な 大クロック周波数に影響します。特定のデ
バイスファミリーは、他のデバイスファミリーよりも高い fMAX のパフォーマンスを実現します。さらに、デ
バイスファミリー内では、スピードグレードが高いほどパフォーマンスが向上します。SDRAM コントロ
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ーラー・コアは、Stratix シリーズのようなインテル FPGA 高性能デバイスファミリーにおいて、
100MHz を達成することができます。ただし、すべてのインテル FPGA デバイスファミリーで 100MHz
のパフォーマンスを達成できるわけではありません。

fMAX のパフォーマンスは、システムのデザインにも依存します。SDRAM コントローラー・クロックでは、
システムモジュール内の他のロジックを駆動することもできますが、達成可能な 大周波数に影響がお
よぶ可能性があります。SDRAM コントローラー・コアで 100MHz の fMAX パフォーマンスを達成するに
は、同じクロックで駆動されるすべてのコンポーネントを 100MHz のクロックレートで設計する必要が
あります。また、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアにおけるタイミング解析で、ハードウェア・
デザイン全体が 100MHz で動作できることを確認する必要があります。

32.3. コンフィグレーション

SDRAM コントローラーの MegaWizard には、Memory Profile と Timing の 2 つのページがあ
ります。このセクションでは、各ページで利用できるオプションについて説明します。

Presets リストでは、いくつかの事前定義されている SDRAM のコンフィグレーションが提供されてい
ます。ターゲットボード上の SDRAM サブシステムがプリセット・コンフィグレーションのいずれかに一
致する場合、適切なプリセット値を選択することで、SDRAM コントローラー・コアを容易にコンフィグレ
ーションすることができます。次のプリセット・コンフィグレーションが定義されています。

• Micron MT8LSDT1664HG module

• Four SDR100 8 MByte × 16 chips

• Single Micron MT48LC2M32B2-7 chip

• Single Micron MT48LC4M32B2-7 chip

• Single NEC D4564163-A80 chip (64 MByte × 16)

• Single Alliance AS4LC1M16S1-10 chip

• Single Alliance AS4LC2M8S0-10 chip

プリセット・コンフィグレーションを選択すると、Memory Profile タブおよび Timing タブの値
が自動的に変更され、特定のコンフィグレーションに一致するようになります。いずれかのページの
コンフィグレーション設定を変更すると、Preset 値が custom になります。

32.3.1. Memory Profile ページ

Memory Profile ページでは、アドレスやデータバス幅、チップセレクト信号数、およびバンク数など
の SDRAM サブシステムの構造を指定することができます。

表 344. Memory Profile ページの設定

設定 選択可能な値 デフォルト値 説明

Data Width 8、16、32、64 32 SDRAM データバス幅。この値は、
dqバス (データ) および dqmバス
(バイト・イネーブル) の幅を決定し
ます。

Architecture
Settings

Chip Selects 1、2、4、8 1 SDRAM サブシステムの独立してい
るチップセレクト数。複数のチップ
セレクトを使用することで、SDRAM
コントローラーは複数の SDRAM
チップを 1 つのメモリー・サブシス
テムに結合することができます。
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設定 選択可能な値 デフォルト値 説明

Banks 2、4 4 SDRAM バンク数。この値は、
SDRAM に接続している baバス
(バンクアドレス) の幅を決定しま
す。正しい値は、対象の SDRAM の
データシートに記載されています。

Address Width
Settings

Row 11、12、13、14 12 行アドレスビット数。この値は、
addrバスの幅を決定します。Row
および Column の値は、選択してい
る SDRAM のジオメトリーによって
異なります。例えば、4096 (212) 行
x 512 列で構成される SDRAM の
Row の値は 12 になります。

Column 8 以上、Row の値未
満

8 列アドレスビット数。例えば、4096
行 × 512 (29) 列として構成され
る SDRAM の Column の値は 9 に
なります。

Share pins via tri-state bridge dq/dqm/addr
I/O pins

On、Off Off No に設定すると、すべてのピンが
SDRAM チップ専用になります。Yes
に設定すると、addr、dq、および
dqmピンをシステム内のトライステ
ート・ブリッジと共有することができ
ます。その場合は、プルダウンメニュ
ーから適切なトライステート・ブリッ
ジを選択します。

Include a functional memory model in the
system testbench

On、Off On オンになっている場合は、SDRAM
チップ向けのプラットフォーム・デザ
イナー機能シミュレーション・モデル
です。このデフォルトのメモリーモデ
ルは、SDRAM コントローラーを使
用しているシステムの作成と検証プ
ロセスを加速します。ハードウェア・
シミュレーションに関する考慮事項
のセクションを参照してください。

Memory Profile ページに入力されている設定に基づき、ウィザードは SDRAM サブシステムで予想
されるメモリー容量をメガバイト、メガビット、およびアドレス指定可能なワード数の単位で表示します。
これらの予想値を、選択している SDRAM の実際のサイズと比較し、設定が正しいことを確認します。

32.3.2. Timing ページ

Timing ページでは、設計者は使用する SDRAM チップのタイミング仕様を入力することができます。
正しい値は、対象の SDRAM のメーカーより提供されているデータシートに記載されています。

表 345. Timing Page の設定

設定 選択可能な値 デフォルト値 説明

CAS latency 1、2、3 3 読み出しコマンドからデータ出力までのレイテンシー (クロックサイク
ル単位)。

Initialization refresh cycles 1-8 2 この値は、リセット後の初期化シーケンスの一部として SDRAM コント
ローラーが実行するリフレッシュのサイクル数を指定します。

Issue one refresh
command every

— 15.625µs この値は、SDRAM コントローラーが SDRAM をリフレッシュする頻度
を指定します。標準的な SDRAM では、64ms ごとに 4,096 のリフレッ
シュ・コマンドが必要です。これは、64ms / 4,096 = 15.625μs ごと
に 1 つのリフレッシュ・コマンドを発行することで実現することができま
す。
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設定 選択可能な値 デフォルト値 説明

Delay after power up,
before initialization

— 100µs クロックおよび電源の安定から SDRAM 初期化までの遅延。

Duration of refresh
command (t_rfc)

— 70ns オート・リフレッシュ周期。

Duration of precharge
command (t_rp)

— 20ns プリチャージ・コマンド周期。

ACTIVE to READ or WRITE
delay (t_rcd)

— 20ns ACTIVE から READ または WRITE までの遅延。

Access time (t_ac) — 17ns クロックエッジからのアクセス時間。この値は、CAS レイテンシーによっ
て異なる場合があります。

Write recovery time (t_wr,
No auto precharge)

— 14ns 明示的なプリチャージ・コマンドが発行されている場合の書き込みの回
復。この SDRAM コントローラーは、常に明示的なプリチャージ・コマン
ドを発行します。

指定しているタイミング値に関係なく、各パラメーターで達成される実際のタイミングは、Avalon のク
ロック周期の整数倍です。Issue one refresh command every パラメーターの場合、実際のタ
イミングは、ターゲットの値を超えない 大のクロックサイクル数です。他のパラメーターではすべて、実
際のタイミングは、ターゲット値以上の値をもたらすクロックティックの 小数です。

32.4. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

このセクションでは、SDRAM を備えるシステムのシミュレーションに関する考慮事項について説明し
ます。シミュレーションには、3 つの主要なコンポーネントが必要です。

• SDRAM コントローラーのシミュレーション・モデル

• SDRAM チップのシミュレーション・モデル (メモリーモデルとも呼ばれます)

• メモリーモデルを SDRAM コントローラーのピンに配線するシミュレーション・テストベンチ

これらのコンポーネントの一部またはすべては、システム生成時にプラットフォーム・デザイナーで
生成されます。

32.4.1. SDRAM コントローラーのシミュレーション・モデル

プラットフォーム・デザイナーによって生成される SDRAM コントローラーのデザインファイルは、合成と
シミュレーションの両方に適しています。一部のシミュレーション機能は、「変換オン/オフ」合成ディレク
ティブを使用して HDL で実装されます。これにより、HDL コードの特定のセクションが合成ツールで認
識できなくなります。

シミュレーションの機能は主に、Nios および Nios II プロセッサー・システムのシミュレーションを
ModelSim*シミュレーターを使用して容易に行うために実装されています。SDRAM コントローラーの
シミュレーション・モデルは、ModelSim に固有のものではありません。ただし、モデルを他のシミュレー
ターで動作させるには、軽微な変更が必要になる場合があります。

シミュレーションのディレクティブを変更してカスタム・シミュレーション・フローを作成する場合は、プラ
ットフォーム・デザイナーがシステム生成時に既存のファイルを上書きすることに注意してください。変更
した内容が上書きされないように注意します。

NiosII エンベデッド・プロセッサー・システムのコンテキストにおける SDRAM コントローラーのシミュ
レーションの実行に関しては、AN 351: Simulating Nios II Processor Designs を参照してくださ
い。
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32.4.2. SDRAM のメモリーモデル

このセクションでは、SDRAM チップのメモリーモデルをシミュレーションする際の 2 つのオプションに
ついて説明します。

32.4.2.1. 汎用メモリーモデルを使用する場合

Include a functional memory model the system testbench オプションがシステム生
成時に有効になっている場合、プラットフォーム・デザイナーは、SDRAM メモリーに HDL シミュレーシ
ョン・モデルを生成します。自動生成されるシステム・テストベンチにおいて、プラットフォーム・デザイナ
ーは、このメモリーモデルを SDRAM コントローラーのピンに自動的に配線します。

自動生成されるメモリーモデルとテストベンチを使用すると、SDRAM コントローラーを使用しているシ
ステムの作成と検証プロセスが加速します。ただし、メモリーモデルは汎用の機能モデルであり、実際の
SDRAM チップの真のタイミングや機能を反映しません。汎用モデルは常に、単一のモノリシック・メモ
リー・ブロックとして構成されます。例えば、2 つの SDRAM チップを組み合わせているシステムの場合
でも、汎用メモリーモデルは単一のエンティティーとして実装されます。

32.4.2.2. SDRAM メーカーのメモリーモデルを使用する場合

Include a functional memory model the system testbench オプションが有効になって
いない場合は、SDRAM メーカーからメモリーモデルを入手し、システム・テストベンチでメモリーモデ
ルを SDRAM コントローラーのピンに手動で配線する必要があります。

32.5. コンフィグレーション例

次の例は、SDRAM コントローラーの出力を SDRAM チップに接続する方法を示しています。ctlと表
示されているバスは、cas_n、ras_n、cke、we_nなどの表示されていない信号の集合体です。

アドレス、データ、および制御信号は、コントローラーからチップに直接配線されます。そのため、128 メ
ガビット (16 メガバイト) のメモリー空間が得られます。

図 -97: 32 ビットのデータを備える単一の 128 メガビット SDRAM チップ
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アドレス信号と制御信号は、並列して両方のチップに接続されます。チップはチップセレクト (cs_n)
信号を共有します。それぞれのチップでは、32 ビット・データ・バスの半分が提供されます。そのため、論
理 128 メガビット (16 メガバイト) の 32 ビット・データ・メモリーが得られます。

図 -98: それぞれが 16 ビットのデータを備える 2 つの 64 メガビット SDRAM チップ
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16 data width d evice

data  

16

16

32

アドレス、データ、および制御信号は、並行して 2 つのチップに接続されます。チップセレクト・バス
(cs_n[1:0]) は、選択するチップを決定します。そのため、論理 256 メガビット 32 ビット幅のメモリ
ーが得られます。

図 -99: それぞれが 32 ビットのデータを備える 2 つの 128 メガビット SDRAM チップ
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32.6. ソフトウェアのプログラミング・モデル

SDRAM コントローラーは、Avalon-MM インターフェイスを介してアクセスすると、単純なメモリーの
ように動作します。ソフトウェアでコンフィグレーション可能な設定やメモリーマッピングされるレジス
ターはありません。プロセッサーには、SDRAM コントローラーにアクセスするためのソフトウェア・ドラ
イバー・ルーチンは必要ありません。
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32.7. クロック、PLL、およびタイミングに関する考慮事項

このセクションでは、SDRAM コントローラー・コアからの信号と SDRAM チップを駆動するクロックの
同期に関する問題について説明します。SDRAM トランザクション時に、アドレス、データ、および制御信
号は、SDRAM ピンで一定時間有効になります。その間に、SDRAM クロックをトグルして正しい値をキ
ャプチャーする必要があります。より低いクロック周波数では、クロックは有効ウィンドウ内に自然に収
まります。より高い周波数では、SDRAM クロックを補正して有効ウィンドウに合わせる必要があります。

有効ウィンドウが発生するタイミングは、計算によって、もしくはオシロスコープで SDRAM ピンを解析
することによって特定します。次に、PLL を使用して SDRAM クロックの位相を調整し、エッジが有効ウィ
ンドウの中央で発生するようにします。PLL の調整には、場合によっては試行錯誤を繰り返して位相シフ
トをターゲットボードのプロパティーに合わせる必要があります。

ターゲットデバイスの PLL 回路の詳細に関しては、該当するデバイスファミリーのハンドブックを参照し
てください。

インテルのデバイスにおける PLL のコンフィグレーションに関しては、ALTPLL IP Core User Guide
を参照してください。

32.7.1. SDRAM のタイミングに影響する要因

ウィンドウの位置と時間は、いくつかの要因によって決まります。

• デバイスおよび SDRAM の I/O ピンのタイミング・パラメーター - I/O のタイミング・パラメータ
ーは、デバイスファミリーとスピードグレードによって異なります。

• デバイスにおけるピンの位置 - 行の配線に接続している I/O ピンと列の配線に接続しているピン
では、タイミングが異なります。

• インテル Quartus Prime のコンパイル時に使用されるロジックオプション - Fast Input
Register や Fast Output Register などのロジックオプションは、デザインのフィットに影響
します。デバイス内のロジックとレジスターの位置は、I/O ピンへの信号の伝搬遅延に影響します。

• SDRAM の CAS レイテンシー

これらの要因により、有効なウィンドウのタイミングは、FPGA と SDRAM デバイスの組み合わせに
よって異なります。ウィンドウは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのフィット結果とピン
割り当てによって決まります。

32.7.2. 調整されていない PLL における現象

PLL が正しく調整されていないことを検出するのは難しい場合があります。SDRAM との間のデータ転
送は、普遍的に失敗しない場合があります。例えば、SDRAM コントローラーへの個々の転送が成功して
いる場合でも、バースト転送が失敗することがあります。プロセッサーベースのシステムにおいて、ソフ
トウェアで SDRAM に対するデータの読み出しまたは書き込みを実行できる一方で、コードが SDRAM
にある際に実行できない場合は、PLL が正しく調整されていない可能性があります。

32.7.3. 有効な信号ウィンドウの見積もり

このセクションでは、有効な信号ウィンドウの位置と期間を見積もる方法について説明します。この見積
もりには、SDRAM のデータシートに記載されているタイミング・パラメーターと、インテル Quartus
Prime 開発ソフトウェアのコンパイルレポートを使用します。ウィンドウが特定されたら、PLL を調整し、
SDRAM クロックエッジがウィンドウの中央で確実に発生するようにします。
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ウィンドウの計算は 2 段階のプロセスです。まず、SDRAM クロックがコントローラー・クロックから遅延
可能な時間量を特定します。次に、先行可能な時間量を特定します。 大の遅延値と先行値を特定後、そ
れらの中間点を計算します。

この計算では、単なる推定値がもたらされます。次に示されている遅延もまた、適切な PLL の調整に影
響する可能性がありますが、この計算では考慮されません。

• プリント回路基板上の遅延による信号スキュー — この計算では、0 スキューを想定しています。

• PLL クロック出力ノードから出力先までの遅延 — この計算では、PLL SDRAM クロック出力ノー
ドからピンまでの遅延が、PLL コントローラー・クロックの出力ノードから SDRAM コントローラー
のクロック入力までの遅延と同じであると想定しています。これらのクロック遅延が大幅に異なる場
合は、ウィンドウの計算でその位相シフトを考慮する必要があります。

遅延はコントローラー・クロックに対する負の時間シフトであり、先行は正の時間シフトです。
SDRAM クロックは、コントローラー・クロックに対して読み出しサイクルの 大遅延と書き込みサ
イクルの 大遅延の小さいほうの値分、遅延することが可能です。つまり、 大遅延 = 小 (読み
出し遅延、書き込み遅延) です。同様に、SDRAM クロックは、読み出しサイクルまたは書き込みサ
イクルの 大先行時間の小さいほうの値分、先行することが可能です。つまり、 大先行時間 = 
小 (読み出し先行時間、書き込み先行時間) です。

図 -100: SDRAM クロックの最大遅延の計算
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図 -101: SDRAM クロックの最大先行時間の計算
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32.7.4. 計算例

このセクションでは、Micron MT48LC4M32B2-7 SDRAM チップと、Stratix II EP2S60F672C5 デ
バイスをターゲットにしているデザインにおける信号ウィンドウの計算方法を示します。この例では、3
サイクルの CAS レイテンシー (CL)、および 50MHz のクロック周波数を使用しています。デバイス上の
すべての SDRAM 信号は I/O セルに登録され、Fast Input Register および Fast Output
Register のロジックオプションがインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアで有効にされていま
す。

表 346. Micron MT48LC4M32B2 SDRAM デバイスのタイミング・パラメーター

パラメーター 記号 -7 スピードグレードでの値 (ns)

Min. Max.

CLK からのアクセスタイム
(ポジティブエッジ)

CL = 3 tAC(3) — 5.5

CL = 2 tAC(2) — 8

CL = 1 tAC(1) — 17

アドレスのホールド時間 tAH 1 —

アドレスのセットアップ時間 tAS 2 —

CLK の High レベル幅 tCH 2.75 —

CLK の Low レベル幅 tCL 2.75 —

クロックサイクル時間 CL = 3 tCK(3) 7 —

CL = 2 tCK(2) 10 —

CL = 1 tCK(1) 20 —

continued...   
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パラメーター 記号 -7 スピードグレードでの値 (ns)

Min. Max.

CKE のホールド時間 tCKH 1 —

CKE のセットアップ時間 tCKS 2 —

CS#、RAS#、CAS#、WE#、DQM のホールド時間 tCMH 1 —

CS#、RAS#、CAS#、WE#、DQM のセットアップ時間 tCMS 2 —

データ入力のホールド時間 tDH 1

データ入力のセットアップ時間 tDS 2

データ出力のハイ・インピ
ーダンス時間

CL = 3 tHZ(3) 5.5

CL = 2 tHZ(2) — 8

CL = 1 tHZ(1) — 17

データ出力のロー・インピーダンス時間 tLZ 1 —

データ出力のホールド時間 tOH 2.5

次の FPGA I/O のタイミング・パラメーターの表は、関連するタイミング情報を示しています。この情報
は、インテル Quartus Prime コンパイルレポートの Timing Analyzer セクションから取得していま
す。表中の値は、SDRAM に関連するすべてのデバイスピンにおける 大値または 小値です。これらの
信号のレジスターは I/O セルに配置されているため、デバイス上の SDRAM ピンにおけるタイミングの
ばらつきは小さくなります (100ps 未満)。

表 347. FPGA I/O のタイミング・パラメーター

パラメーター 記号 値 (ns)

クロック周期 tCLK 20

クロックから出力の 小時間 tCO_MIN 2.399

クロックから出力の 大時間 tCO_MAX 2.477

クロック後の 大ホールド時間 tH_MAX -5.607

クロック前の 大セットアップ時間 tSU_MAX 5.936

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアでデザインをコンパイルし、デザインの I/O タイミングの
情報を取得する必要があります。インテル FPGA デバイスファミリーのデータシートには、各デバイスの
一般的な I/O タイミングの情報が含まれていますが、インテル Quartus Prime の Compilation
Report では、特定のデザインに対する も正確なタイミング情報が提供されます。

コンパイルレポートに表示されるタイミング値は、フィット、ピンの位置、およびほかのインテル
Quartus Prime のロジック設定などによって変わることがあります。インテル Quartus Prime 開発ソ
フトウェアでデザインを再コンパイルする際は、I/O タイミングが大幅に変化していないことを確認しま
す。

次の例は、SDRAM クロックの 大遅延時間と 大先行時間の図で表されている計算を示しています。
この例では、タイミング・パラメーターおよび FPGA I/O のタイミング・パラメーターの表で示されてい
る値を使用しています。

SDRAM クロックは、コントローラー・クロックに対して読み出し遅延または書き込み遅延の小さいほう
の値分、遅延することが可能です。
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読み出し遅延 = tOH(SDRAM) – tH_MAX(FPGA)

= 2.5 ns – (–5.607 ns) = 8.107 ns

もしくは

書き込み遅延 = tCLK – tCO_MAX(FPGA) – tDS(SDRAM)

= 20 ns – 2.477 ns – 2 ns = 15.523 ns

SDRAM クロックは、コントローラー・クロックに対して読み出し先行時間または書き込み先行時間の小
さいほうの値分、先行することが可能です。

読み出し先行時間 = tCO_MIN(FPGA) – tDH(SDRAM)

= 2.399 ns – 1.0 ns = 1.399 ns

もしくは

書き込み先行時間 = tCLK – tHZ(3)(SDRAM) – tSU_MAX(FPGA)

= 20 ns – 5.5 ns – 5.936 ns = 8.564 ns

したがって、この例では、コントローラー・クロックに対する SDRAM クロックの位相を–8.107ns から
1.399ns でシフトすることができます。このウィンドウの中央での位相シフトを選択すると、値 (–
8.107 + 1.399)/2 = –3.35ns になります。

32.8. SDRAM コントローラー・コアの改訂履歴

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

2019.12.16 19.4 次の図を訂正しました。
• SDRAM クロックの 大遅延の計算
• SDRAM クロックの 大先行時間の計算

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2016 年 5 月 2016.05.03 メンテナンス・リリース

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。

この章の以前のバージョンについては、Intel Quartus Prime Handbook Archive を参照してくださ
い。
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33. トライステート SDRAM コア

33.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるインテル SDRAM トライステート・コントローラー・コアは、オフチッ
プ SDRAM への Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) インターフェイスを提供します。SDRAM
コントローラーを使用すると、設計者はカスタムシステムをインテル FPGA デバイスで作成し、それらを
SDRAM チップに簡単に接続することができます。SDRAM コントローラーは、PC100 仕様で定義され
ている標準 SDRAM をサポートします。

SDRAM は、大量の揮発性メモリーを必要とするコスト重視のアプリケーションで広く使用されます。
SDRAM は比較的安価ですが、リフレッシュ操作、オープン行の管理、およびその他の遅延やコマンドシ
ーケンスの実行に制御ロジックを必要とします。SDRAM コントローラーは、1 つまたは複数の SDRAM
チップに接続し、SDRAM プロトコルのすべての要件を処理します。SDRAM コントローラー・コアは、リ
ニアメモリー (フラットアドレス空間) として表示される Avalon-MM スレーブポートを Avalon-MM
マスター・ペリフェラルに提供します。

Avalon-MM インターフェイスはレイテンシーを認識するため、読み出し転送をパイプライン化すること
ができます。コアは、オプションでアドレスおよびデータバスを他のオフチップ Avalon-MM トライステ
ート・デバイスと共有することができます。この機能は、I/O ピンに制限がある一方で、SDRAM に加えて
複数のメモリーチップに接続する必要があるシステムで役立ちます。

インテル SDRAM トライステート・コントローラーは、SDRAM コントローラー・コアと同じ機能を備えて
おり、そこにトライステートの機能が追加されています。

関連情報
Avalon インターフェイスの仕様書

33.2. 機能の説明

インテル SDRAM トライステート・コントローラー・コアには、次の機能があります。

• 大周波数は 100MHz

• シングル・クロック・ドメインのデザイン

• dq/dqm/addr Iの共有
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33.2.1. ブロック図

図 -102: トライステート SDRAM のブロック図

SDRAM
Interface

Tri-state
Conduit
Master Signals

altera_sdram_controller

Avalon-MM
Interface

Clock Reset

Request
Buffer

Init FSM

Main 
FSM

Sig
na

l G
en

er
at

ion

33.3. コンフィグレーション・パラメーター

次の表は、IP コアの生成時にユーザーがプログラミングできるコンフィグレーション・パラメーターを示
しています。

33.3.1. Memory Profile ページ

Memory Profile ページでは、アドレスやデータバス幅、チップセレクト信号数、およびバンク数などの
SDRAM サブシステムの構造を指定することができます。

表 348. コンフィグレーション・パラメーター

パラメーター GUI で選択可能な値 デフォルト値 単位

Data Width 8、16、32、64 32 ビット

Architecture Chip Selects 1、2、4、8 1 ビット

Banks 2、4 4 ビット

Address Widths Row 11:14 12 ビット

Column 8:14 8 ビット

33.3.2. Timing ページ

Timing ページでは、設計者は使用するトライステート SDRAM チップのタイミング仕様を入力するこ
とができます。正しい値は、対象の SDRAM のメーカーより提供されているデータシートに記載されて
います。

33. トライステート SDRAM コア
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表 349. コンフィグレーション・タイミング・パラメーター

パラメーター GUI で選択可能な値 デフォルト値 単位

CAS latency cycles 1、2、3 3 サイクル

Initialization refresh cycles 1:8 2 サイクル

Issue one refresh command every 0.0:156.25 15.625 us

Delay after power up, before
initialization

0.0:999.0 100.00 us

Duration of refresh command (t_rfc) 0.0:700.0 70.0 ns

Duration of precharge command (t_rp) 0.0:200.0 20.0 ns

ACTIVE to READ or WRITE delay
(t_rcd)

0.0:200.0 20.0 ns

Access time (t_ac) 0.0:999.0 5.5 ns

Write recovery time (t_wr, no auto
precharge)

0.0:140.0 14.0 ns

33.4. インターフェイス

コアからのトップレベル信号を次に示します。

表 350. クロック信号とリセット信号

信号 幅 方向 説明

clk 1 入力 システムクロック

rst_n 1 入力 システム非同期リセット。信号は非同期でアサートされますが、
ssi_clkの立ち上がりエッジ後に同期してデアサートされます。同期
は、このコンポーネントの外部で提供する必要があります。

表 351. Avalon-MM スレーブ・インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

avs_read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御。アサートされている場合は
読み出し転送を示します。存在する場合には、
readdataが必要です。

avs_write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御。アサートされている場合は
書き込み転送を示します。存在する場合には、
writedataが必要です。

avs_byteenable dqm_width 入力 転送時に特定のバイトレーンを有効にします。各ビット
は、avs_writedataおよび avs_readdataのバ
イトに対応します。

avs_address controller_addr_widt
h

入力 Avalon-MM アドレスバス

avs_writedata sdram_data_width 入力 Avalon-Mm 書き込みデータバス。書き込みサイクル時
にバスマスター (ブリッジユニット) によって駆動されま
す。

continued...   
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信号 幅 方向 説明

avs_readdata sdram_data_width 出力 Avalon-MM リードバック・データ。読み出しサイクル時
に altera_spiによって駆動されます。

avs_readdatavalid 1 出力 アサートされている場合は、avs_readdata信号に
前の読み出し要求に応答する有効なデータが含まれて
いることを示します。

avs_waitrequest 1 出力 読み出しまたは書き込み要求に応答できない場合にア
サートされます。

表 352. トライステート・コンジット・マスター信号/SDRAM インターフェイス信号

信号 幅 方向 説明

tcm_grant 1 入力 アサートされると、トライステート・
コンジット・マスターにトランザク
ションを実行するためのアクセス
権が付与されたことを示します。
tcm_grantは
tcm_request信号に応答して
アサートされ、要求がデアサートさ
れた後の 1 サイクルまでアサート
されます。
ピン共有モードが有効になってい
る場合にのみ有効です。

tcm_request 1 出力 tcm_requestの意味は、
tcm_grant信号の状態によっ
て変わります。次の規則が当ては
まります。
• tcm_requestがアサート

され、tcm_grantがデアサ
ートされている場合、
tcm_requestは現在のサ
イクルのアクセスを要求して
います。

• tcm_requestがアサート
され、tcm_grantがアサー
トされている場合、
tcm_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、
tcm_requestはアクセス
の 終サイクルでデアサート
する必要があります。

tcm_requestはバスアクセス
の 終サイクルでデアサートされ
るため、転送の 終サイクルの直
後に再度アサートすることができ
ます。そのため、他のマスターがア
クセスを要求していない場合は、
再調停と継続的なバスアクセスの
両方が可能になります。
アサートされると、
tcm_requestは許可されるま
でアサートされた状態で維持する
必要があります。したがって、 短
バスアクセスは 2 サイクルです。
ピン共有モードが有効になってい
る場合にのみ有効です。

sdram_dq_width sdram_data_width 出力 SDRAM データバス出力。
ピン共有モードが有効になってい
る場合にのみ有効です。

continued...   
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信号 幅 方向 説明

sdram_dq_in sdram_data_width 入力 SDRAM データバス入力。
ピン共有モードが有効になってい
る場合にのみ有効です。

sdram_dq_oen 1 出力 SDRAM データバス出力イネーブ
ル。
ピン共有モードが有効になってい
る場合にのみ有効です。

sdram_dq sdram_data_width 入力/出力 SDRAM データバス。
ピン共有モードが無効になってい
る場合にのみ有効です。

sdram_addr sdram_addr_width 出力 SDRAM アドレスバス。

sdram_ba sdram_bank_width 出力 SDRAM バンクアドレス。

sdram_dqm dqm_width 出力 SDRAM データマスク。アサートさ
れると、対応するデータ信号が抑
制されていることを SDRAM チッ
プに示します。8 ビットのデータラ
インごとに 1 つの DQM ラインが
あります。

sdram_ras_n 1 出力 行アドレス選択。LOW になってい
る場合、tcm_addr_outバスの
値を使用してバンクを選択し、必
要な行をアクティブにします。

sdram_cas_n 1 出力 列アドレス選択。LOW になってい
る場合、tcm_addr_outバスの
値を使用してバンクと必要な列を
選択します。その後、
tcm_we_outの状態に応じて、
そのメモリー位置から読み出しま
たは書き込み操作が実行されま
す。

sdram_we_n 1 出力 SDRAM 書き込みイネーブル。
tcm_addr_outでアドレス指
定されている位置に書き込みを行
うか読み出しを行うかを決定しま
す。
0 = 読み出し
1 = 書き込み

sdram_cs_n 出力 SDRAM チップセレクト。LOW に
なっている場合は SDRAM デバイ
スが有効になります。

sdram_cke 1 出力 SDRAM クロックイネーブル。
SDRAM コントローラーは、クロッ
ク・ディスエーブル・モードをサポ
ートしません。SDRAM コントロー
ラーは、SDRAM で
tcm_sdr_cke_out信号を永
続的にアサートします。

注意: SDRAM コントローラーには、コンフィグレーション可能なコントロールおよびステータスレジスター
(CSR) はありません。

33. トライステート SDRAM コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

419

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


33.5. リセット要件とクロック要件

SDRAM へのメインリセット入力信号は、SDRAM コアの観点からは非同期リセット入力として扱われ
ます。リセット・シンクロナイザー回路は、完全な SOC/ASIC システムの各リセットドメインに通常実装
されますが、SDRAM コア内には実装されません。代わりに、このリセット・シンクロナイザー回路を
SDRAM 外部の、完全なシステムデザイン内のより高い階層に実装する必要があります。これにより、
「非同期アサート、同期デアサート」の規則を満たします。

SDRAM コアは、clk入力で入力クロックを 大周波数 100MHz で受け入れます。 小周波数などの
クロックの他の要件は、SDRAM がインターフェイス接続している外部 SDRAM の要件と同様です。

33.6. アーキテクチャー

SDRAM コントローラーは、1 つまたは複数の SDRAM チップに接続し、SDRAM プロトコルのすべて
の要件を処理します。デバイスの内部で、コアはリニアメモリー (フラットアドレス空間) として表示され
る Avalon-MM スレーブポートを Avalon-MM マスターデバイスに提供します。

コアは、次の方法で SDRAM サブシステムにアクセスすることができます。

• さまざまなデータ幅 (8 ビット、16 ビット、32 ビット、または 64 ビット)

• さまざまなメモリーサイズ

• 複数のチップセレクト

Avalon-MM インターフェイスはレイテンシーを認識するため、読み出し転送をパイプライン化すること
ができます。コアは、オプションでアドレスおよびデータバスを他のオフチップ Avalon-MM トライステ
ート・デバイスと共有することができます。

注意: 制限事項: 現在、このモードの調停制御は、システム内のホスト/マスターによって処理し、デバイスが共
有バスを独占しないようにする必要があります。

SDRAM コア内の制御ロジックは主に、次の機能を担います。

• リフレッシュ操作

• オープン行の管理

• 遅延とコマンドの管理

データバスの使用は複雑であるため、複雑な DRAM コントローラー回路が必要です。これは、DRAM に
書き込まれるデータは書き込みコマンドと同じサイクルで提供される必要がありますが、読み出しでは、
読み出しコマンドの 2 から 3 サイクル後に出力が生成されるためです。SDRAM コントローラーでは、
データバスが読み出しと書き込みに同時に必要とされないことを保証する必要があります。

33.6.1.  Avalon-MM のスレーブ・インターフェイスと CSR

ホスト・プロセッサーは、外部 SDRAM デバイスに対するデータの読み出しおよび書き込み操作を、
SDRAM コアの Avalon-MM インターフェイスを介して行います。

Avalon-MM スレーブ・インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照
してください。

関連情報
Avalon インターフェイスの仕様書
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33.6.2. ブロックレベルの使用モデル

図 -103: 共有バスシステム
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33.7.  インテル SDRAM トライステート・コントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 • sdram_dq_inおよび sdram_dq_oen信号の説明を訂正しました。
• 共有バスシステムの図を更新しました。

2014.07.24 14.0 初版
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34. Video Sync Generator コアと Pixel Converter コア

34.1. コアの概要

Video Sync Generator コアは、RGB 形式のピクセルデータの連続ストリームを受け入れ、データを
適切なタイミングでオフチップ・ディスプレイ・コントローラーに出力します。Video Sync Generator コ
アをコンフィグレーションし、さまざまなディスプレイ解像度と同期タイミングをサポートすることができ
ます。

Pixel Converter コアは、ピクセルデータを Video Sync Generator が必要とする形式に変換しま
す。システム内の一般的な配置の図は、システム内の Video Sync Generator コアと Pixel
Converter コアの一般的な配置を表しています。

この例では、ビデオバッファーはピクセルデータを 32 ビットのパッキングされていない形式で保存しま
す。ピクセルデータの余分なバイトは、データがシリアル化されて Video Sync Generator コアに送信
される前に、Pixel Converter コアによって破棄されます。

図 -104: システム内の一般的な配置
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これらのコアは、Nios II エンベデッド・ソフトウェア評価キット (NEEK) に展開されています。このキッ
トには、HSMC コネクターを介して接続される LCD ディスプレイ・ドーターカード・アセンブリーが含ま
れます。

34.2. Video Sync Generator

このセクションでは、Video Sync Generator コアのハードウェア構造と機能について説明します。

34.2.1. 機能の説明

Video Sync Generator コアは、水平および垂直同期信号を、Avalon (Avalon-ST) 入力インターフ
ェイスを介して入力されるピクセルデータに追加し、データをオフチップ・ディスプレイ・コントローラーに
出力します。ピクセルデータの処理や検証は行われません。
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図 -105: Video Sync Generator のブロック図

clk
reset
data
ready
valid
sop
eop

rgb_out
hd
vd

den

Video Sync Generator

コアおよび Avalon-ST インターフェイスのさまざまな側面を要件に合わせてコンフィグレーションする
ことができます。データ幅、各ピクセルの転送に必要なビット数、および同期信号を指定することができ
ます。利用可能なオプションの詳細は、パラメーターのセクションを参照してください。

着信ピクセルデータを正しいタイミングでディスプレイ・コントローラーに送信するには、Video Sync
Generator コアがフレームの 初のピクセルに同期している必要があります。 初のアクティブピクセ
ルは、sopパルスで示されます。

Video Sync Generator コアは、入力インターフェイスでピクセルデータの連続ストリームを想定して
おり、各着信パケットに正しいピクセル数 (行数 * 列数) が含まれていることを前提としています。デー
タが不足すると同期が中断され、ディスプレイで予期しない出力が発生します。

34.2.2. パラメーター

表 353. Video Sync Generator のパラメーター

パラメーター名 説明

Horizontal Sync Pulse Pixels ピクセル数で表される h-sync パルスの幅。

Total Vertical Scan Lines 1 つのビデオフレームの合計ライン数。値は、Number of Rows、Vertical Blank Lines、および
Vertical Front Porch Lines パラメーターの合計です。

Number of Rows 各ビデオフレームのアクティブなスキャンラインの数。

Horizontal Sync Pulse
Polarity

h-sync パルスの極性。0 = アクティブ Low、1 = アクティブ High。

Horizontal Front Porch
Pixels

アクティブピクセルに続くブランキング・ピクセルの数。この期間中、Avalon-ST シンクポートから LCD 出
力データポートへのデータフローはありません。

Vertical Sync Pulse Polarity v-sync パルスの極性。0 = アクティブ Low、1 = アクティブ High。

Vertical Sync Pulse Lines ライン数で表される v-sync パルスの幅。

Vertical Front Porch Lines アクティブラインに続くブランキング・ラインの数。この期間中、Avalon-ST シンクポートから LCD 出力デ
ータポートへのデータフローはありません。

Number of Columns 各ラインのアクティブピクセル数。

Horizontal Blank Pixels アクティブピクセルに先行するブランキング・ピクセルの数。この期間中、Avalon-ST シンクポートから
LCD 出力データポートへのデータフローはありません。

Total Horizontal Scan Pixels 1 ラインのピクセル総数。値は、Number of Columns、Horizontal Blank Pixel、および
Horizontal Front Porch Pixels の合計です。

continued...   
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パラメーター名 説明

bits Per Pixel 1 ピクセルの転送に必要なビット数。有効な値は 1 と 3 です。このパラメーターを Data Stream Bit
Width で乗算すると、1 ピクセルのビット総数に等しくなる必要があります。このパラメーターは、次の式
に示すように、動作クロック周波数に影響します。
動作クロック周波数 = (bits per pixel) * (Pixel_rate) です。Pixel_rate (MHz) = ((Total
Horizontal Scan Pixels) * (Total Vertical Scan Lines) * (Hz でのディスプレイ・リフレッシ
ュ・レート))/1000000

Vertical Blank Lines アクティブラインに先行するブランキング・ライン数。この期間中、Avalon-ST シンクポートから LCD 出力
データポートへのデータフローはありません。

Data Stream Bit Width インバウンドおよびアウトバウンド・データの幅。

34.2.3. 信号

表 354. Video Sync Generator コアの信号

信号名 幅 (ビット) 方向 説明

グローバル信号

clk 1 入力 システムクロック

reset 1 入力 システムリセット

Avalon-ST 信号

data 可変幅 入力 着信ピクセルデータ。データ幅は、Data Stream Bit Width パラメーターによっ
て決まります。

ready 1 出力 この信号は、Video Sync Generator でピクセルデータを受信する準備ができるとア
サートされます。

valid 1 入力 この信号は Video Sync Generator コアでは使用されません。コアは常に、ready
信号がアサートされた次のクロックサイクルで有効なピクセルデータを想定していま
す。

sop 1 入力 Start-of-Packet。この信号は、 初のピクセルが受信される際にアサートされます。

eop 1 入力 End-of-Packet。この信号は、 後のピクセルが受信される際にアサートされます。

LCD 出力信号

rgb_out 可変幅 出力 データを表示します。データ幅は、Data Stream Bit Width パラメーターによって
決まります。

hd 1 出力 表示用の水平同期パルス

vd 1 出力 表示用の垂直同期パルス

den 1 出力 この信号は、Video Sync Generator コアが表示用の有効なデータを出力する際に
アサートされます。

34.2.4. タイミング図

水平同期と垂直同期のタイミングは、パラメーターの設定によって決まります。次の表は、Data
Stream Bit Width および bits Per Pixel パラメーターがそれぞれ 8 と 3 に設定されている場合
の水平同期のタイミングを示しています。
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図 -106: 水平同期のタイミング — 8 ビットのデータ幅、ピクセルあたり 3 ビット
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次の表は、Data Stream Bit Width および bits Per Pixel パラメーターがそれぞれ 24 と 1 に
設定されている場合の水平同期のタイミングを示しています。

図 -107: 水平同期のタイミング — 24 ビットのデータ幅、ピクセルあたり 1 ビート
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図 -108: 垂直同期のタイミング — 8 ビットのデータ幅、ピクセルあたり 3 ビット/24 ビットのデータ幅、ピク
セルあたり 1 ビート
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34.3. Pixel Converter

このセクションでは、Pixel Converter コアのハードウェア構造と機能について説明します。

34.3.1. 機能の説明

Pixel Converter コアは、Avalon-ST 入力インターフェイスでピクセルデータを受信し、ピクセルデー
タを Video Sync Generator で必要な形式に変換します。32 ビット幅のピクセルデータの 下位バイ
トが削除され、残りの 24 ビットがコアの Avalon-ST 出力インターフェイスに直接配線されます。
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34.3.2. パラメーター

次のパラメーターをコンフィグレーションすることができます。

• Source symbols per beat - Avalon-ST ソース・インターフェイスのビートあたりのシンボ
ル数

34.3.3. 信号

表 355. Pixel Converter の入力インターフェイス信号

信号名 幅 (ビット) 方向 説明

グローバル信号

clk 1 入力 使用されていません。

reset_n 1 入力

Avalon-ST 信号

data_in 32 入力 着信ピクセルデータ。1 ビートで転送される 4 つの 8 ビット・シンボルが含まれます。

data_out 24 出力 出力データ。1 ビートで転送される 3 つの 8 ビット・シンボルが含まれます。

sop_in 1 入力 対応する出力信号に直接配線されます。

eop_in 1 入力

ready_in 1 入力

valid_in 1 入力

empty_in 1 入力

sop_out 1 出力 入力信号から直接配線されます。

eop_out 1 出力

ready_out 1 出力

valid_out 1 出力

empty_out 1 出力

34.4. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

一般的な 60Hz のリフレッシュ・レートの場合、Video Sync Generator コアのシミュレーション長を
少なくとも 16.7μs に設定し、完全なビデオフレームを取得します。ビデオフレームのサイズによっては、
シミュレーションが完了するまでに非常に長い時間がかかる場合があります。

34.5. Video Sync Generator コアと Pixel Converter コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 両方のコアに新しいパラメーターを追加しました。
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35.  インテル FPGA Interrupt Latency Counter コア

35.1. コアの概要

プログラムを実行しているプロセッサーに対し、現在の実行パスから逸れるように指示することができ
ます。これには、現在実行中のペリフェラル・ハードウェアまたはファームウェアによって生成される割り
込み信号を使用します。プロセッサーは、ISR への命令ポインターに移動することにより、割り込みサー
ビスルーチン (ISR) と呼ばれる割り込み要求を処理するプログラムコード部分を実行し、操作を続け
ます。ルーチンが完了すると、プロセッサーは前の位置に戻ります。

インテル FPGA の Interrupt Latency Calculator (ILC) は、割り込みサービスルーチンの完了にか
かる時間をクロックサイクルで測定することを目的にして開発されています。ILC から取得するデータ
は、レイテンシーの影響を受けやすい他の IP で使用されます。それにより、適切な動作を維持していま
す。ILC からのデータは、一般的なファームウェアのデバッグ操作にも役立てることができます。

ILC は、割り込みサービスルーチンを消費し実行する割り込みレシーバーと並列に配置されます。次の
図は、システムデザインにおける ILC の位置関係を示しています。

図 -109: Interrupt Latency Calculator の使用モデル
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Master

    IRQ 
Receiver

  CSR
Slave

    IRQ 
Receiver

    IRQ 
Sender

35.2. 機能の説明

ILC は、3 つのサブ機能ブロックで構成されます。トップレベルのインターフェイスは、Avalon Memory
Mapped (Avalon-MM) プロトコルに準拠します。割り込み検出器ブロックは、割り込み信号またはパ
ルスの立ち上がりエッジによってアクティブになります。この信号は、コンポーネント生成時のパラメー
ターによって決まります。割り込み検出器ブロックは、32 ビットの内部カウンターを開始または停止する
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タイミングを決定します。内部カウンターは、動作を開始するたびに 0 にリセットされます。保存されて
いるレイテンシー・データ・レジスターの値には影響しません。レイテンシー・データ・レジスターは、カウン
ターが停止すると更新されます。

各カウンターをコンフィグレーションし、 大 32 個の同一のカウンターを管理し、個別の IRQ チャネル
を監視することができます。各カウンターでは、1 つの割り込み入力のみを監視します。割り込みは、レベ
ル・センシティブまたはパルス (エッジ) センシティブの場合があります。より多くの割り込みラインを監
視する必要がある場合は、複数のカウンターをプラットフォーム・デザイナーでインスタンス化すること
ができます。

ILC は、 新の割り込みレイテンシーの値のみを追跡します。複数の割り込みが連続して発生している場
合は、 後の割り込みレイテンシーのみが維持されます。一方、割り込みエッジが開始するたびに、内部
カウンターは 0 からリフレッシュされます。

35.2.1.  Avalon-MM に準拠する CSR レジスター

各 ILC には、それぞれが 32 ビット長のステータスレジスターの行があります。CSR レジスターの 後
の 5 行はアドレス 0x20 から 0x24 に対応しており、プラットフォーム・デザイナーの GUI を介してコン
フィグレーションされる IRQ ポート数に関係なく固定されています。アドレス 0x0 から 0x1F はレイテ
ンシー値の格納に予約されています。これは、コンフィグレーションされている IRQ ポートの数によって
変わります。例えば、インスタンスに 5 つのカウンターのみを含めてコンフィグレーションしている場合
は、読み出しを試みた際にアドレス 0x0 から 0x4 のみが有効な値を返します。IP ユーザーが無効なア
ドレスからの読み出しを試みると、IP はバイナリー値の「0」を返します。

表 356. ILC のレジスターのマッピング

ワード・ アドレス・オフセット レジスター/キューの名称 属性

0x0 IRQ_0 Latency Data Registers 読み出しアクセス専用

0x1 IRQ_1 Latency Data Registers 読み出しアクセス専用

... ... ...

0x1F IRQ_31 Latency Data Registers 読み出しアクセス専用

0x20 Control Registers LSB では読み出しおよび書き込みアクセス、残りのビッ
トは読み出し専用

0x21 Frequency Registers 読み出しアクセス専用

0x22 Counter Stop Registers 読み出しおよび書き込みアクセス

0x23 Read data Valid Registers 読み出しアクセス専用

0x24 IRQ Active Registers 読み出しアクセス専用

35.2.1.1. Control レジスター

表 357. ILC Control レジスターのフィールド

フィールド名 ILC Version IRQ Port Count IRQ TYPE Global Enable

ビット位置 31 8 7 2 1 0

Interrupt Latency Counter の Control レジスターは、4 つのフィールドに分かれています。LSB は
グローバル・イネーブル・ビットで、デフォルトでバイナリー「0」を格納します。IP を機能させるには、この
ビットをバイナリー「1」に設定する必要があります。次のビットは、IP が測定するようにコンフィグレーシ
ョンされている IRQ タイプを示します。バイナリー「0」はレベルタイプの IRQ 信号を感知することを示
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します。バイナリー「1」は、IP がパルスタイプの割り込み信号を受け入れていることを意味します。次の 6
ビットは、プラットフォーム・デザイナーの GUI を介してコンフィグレーションされている IRQ ポートカ
ウントの数を格納します。ビット 8 からビット 31 は、ILC インスタンスのリビジョン値を格納します。

35.2.1.2. Frequency レジスター

表 358. Frequency レジスター

フィールド名 System Frequency

ビット位置 31 0

Frequency レジスターは、IP に供給されるクロック周波数を格納します。この 32 ビットの読み出し専
用レジスターは、システム周波数のデータを Hz 単位で保有します。例えば、50MHz のクロック信号は、
16 進数の 0x2FAF080 で表されます。

35.2.1.3. Counter Stop レジスター

表 359. Counter Stop レジスター

フィールド名 Counter Stop Registers

ビット位置 31 0

ILC がパルス IRQ 信号をサポートするようにコンフィグレーションされている場合、Counter Stop レ
ジスターは、ソフトウェアを実行してカウンターを停止するために利用されます。各ビットは IRQ ポート
に対応します。例えば、ビット 0 は IRQ_0カウンターを制御します。カウンターを停止するには、レジス
ターにバイナリー「1」を書き込む必要があります。Counter Stop レジスターは、レベルモードの ILC の
動作には影響しません。

注意: Counter Stop レジスターをクリアし、IRQ 遅延の次のラウンドを適切にキャプチャーする必要があり
ます。

35.2.1.4. Latency Data レジスター

表 360. Latency Data レジスター

フィールド名 Latency Data Registers

ビット位置 31 0

Latency Data レジスターは、クロックサイクルの観点で、割り込み信号が発生した時点から、レベルタ
イプのコンフィグレーションの場合は IRQ 信号が Low になるまで、パルスタイプのコンフィグレーショ
ンの場合は Counter Stop レジスターが設定されるまでのレイテンシー値を保持します。これは 32 ビ
ットの読み出し専用レジスターで、各アドレスが 1 つの IRQ ポートに対応しています。Latency Data
レジスターの読み出しは、レベルタイプの動作モードの場合は IRQ 信号が Low になって 3 クロックサ
イクル後に、またはパルスタイプの動作モードの場合は Counter Stop レジスターが High に設定され
ると行うことができます。

35.2.1.5. Data Valid レジスター

表 361. Data Valid レジスター

フィールド名 Data Valid Registers

ビット位置 31 0
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Data Valid レジスターは、Latency Data レジスターからのデータが読み出しに対して準備ができてい
るかいないかを示します。デフォルトでは、これらのレジスターはリセットを脱すると「0」のバイナリー値
を保持します。カウンターのデータが Latency Data レジスターに転送されると、Data Valid レジスタ
ーの対応するビットがバイナリー「1」に設定されます。読み出し操作が ILC で消費されると、ビットはバ
イナリー「0」に戻ります。

35.2.1.6. IRQ Active レジスター

表 362. IRQ Active レジスター

フィールド名 IRQ Active Registers

ビット位置 31 0

IRQ Active レジスターにより、ユーザーは、カウンターがアクティブに実行されているチャネルを認識
することができます。各ビットは IRQ ポートに対応します。例えば、ビット 0 は IRQ_0のステータスを
示します。IP がレベルタイプの IRQ をサポートするようにコンフィグレーションされている場合、レジス
ターの論理 High は、IRQ 信号が論理 1 に保持されていることを示します。IP がパルスタイプの IRQ
信号をサポートするようにコンフィグレーションされている場合、レジスターの論理 High は、パルスタ
イプの IRQ が消費され、論理 1 が Counter Stop レジスターに書き込まれていないことを示します。

35.2.2. 32 ビット・カウンター

ポジティブ・エッジでトリガーされる D フロップベースの 32 ビット・アップカウンターは、リセット信号
を取り込みすべてのレジスターを 0 にクリアします。また、イネーブル信号により、カウンターの動作をオ
ンまたはオフにするタイミングを決定します。

35.2.3. 割り込み検出器

割り込み検出器は、プラットフォーム・デザイナー・インターフェイスを使用して、信号エッジまたはパルス
のいずれかを検出するようにカスタマイズできます。割り込み検出器では、イネーブル信号を生成し、32
ビット・カウンターを開始および停止します。

35.3. コンポーネント・インターフェイス

インテル FPGA Interrupt Latency Calculator には Avalon-MM スレーブ・インターフェイスがあ
り、割り込みサービスルーチンのイニシエーターと通信します。

次の表は、Intel FPGA Interrupt Latency Counter IPで使用できるコンポーネント・インターフェイ
スを示しています。

表 363. 利用可能なコンポーネント・インターフェイス

インターフェイス・ポート 説明 備考

Avalon-MM スレーブ (アドレス、書き込み、待
機要求、書き込みデータ[31:0]、読み出し、読
み出しデータ[31:0])

プロセッサーが IP と通信するための Avalon-
MM スレーブ・インターフェイス

この Avalon-MM スレーブ・インターフェイス
では、waitrequest 信号とともに 0 サイクルの
読み出しレイテンシーが見られます。進行中の
操作がない場合、waitrequest 信号はデフォ
ルトでバイナリー「1」になります。Avalon-MM
読み出しまたは書き込み信号が High になって

continued...   
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インターフェイス・ポート 説明 備考

いる際に、waitrequest 信号は、
readdata_valid_register が High になって
いる場合にのみ Low になります。

クロック コンポーネントのクロック入力 レイテンシー・カウンター・ロジックに供給する
クロック信号。

Reset_n アクティブ Low のリセット入力 非同期のリセットアサートをサポートします。リ
セットのデアサートは、入力クロックに同期し
ている必要があります。

IRQ 割り込み信号のイニシエーターからの IRQ 信
号

割り込みのアサートとデアサートは、入力クロ
ックに同期されます。

35.4. コンポーネントのパラメーター化

次の表は、Intel FPGA Interrupt Latency Counter IPで利用可能なコンフィグレーション・パラメ
ーターを示しています。

表 364. 利用可能なコンポーネントのパラメーター化

パラメーター名 説明 デフォルト値 許容範囲

INTERRUPT_TYPE 値 0: レベル・センシティブ割り込
み入力
値 1: エッジ/パルス割り込み入力

0 0、1

CLOCK_RATE IP に接続されているクロック信号
の周波数

0 0 – 2^32

IRQ_PORT_COUNT 使用する IRQ ポートの数をコンフ
ィグレーションします

32 1 - 32

35.5. ソフトウェア・アクセス

コンポーネントでは、2 種類の割り込みの着信 (レベルおよびエッジ/パルス) をサポートしています。そ
れぞれの割り込みタイプをサポートするソフトウェアのアクセスルーチンでは、想定される内容がわずか
に異なります。

35.5.1. レベル・センシティブ割り込みのルーチン

レベル・センシティブ割り込みのソフトウェア・アクセス・ルーチンは次のとおりです。

1. ISR の完了時に、Data Valid ビットを読み出し、データが「有効」であることを確認します。その後、
割り込みレイテンシー・カウンターを読み出します。

2. Latency Data レジスターから読み出し、割り込みに費やした実際のサイクルを取得します。
表示される値は、Interrupt Latency Counter に接続されているクロックに関するクロックサイ
クルの量です。

35.5.2. エッジ/パルス・センシティブ割り込みのルーチン

エッジ/パルス・センシティブ割り込みのソフトウェア・アクセス・ルーチンは次のとおりです。
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1. ISR の完了時、または ISR の終わりに、ソフトウェアでは、Counter Stop レジスターの 32 ビッ
ト・レジスターの 1 つにバイナリー「1」を書き込み、内部カウンターのカウントを停止する必要があ
ります。LSB はカウンター 0 を表し、MSB はカウンター 31 を表します。これはレベル・センシティ
ブ割り込みと同じです。レイテンシー・カウンターを読み出す前に、Data Valid ビットを読み取るこ
とが推奨されます。

2. Latency Data レジスターから読み出し、割り込みに費やした実際のサイクルを取得します。
Counter Stop ビットは、IP がパルスタイプの IRQ を受け入れるようにコンフィグレーションされ
ている場合にのみクリアする必要があります。レベルタイプの IRQ が採用されている場合、
Counter Stop ビットは無視されます。

35.6. 実装の詳細

35.6.1. Interrupt Latency Counter のアーキテクチャー

図 -110: Interrupt Latency Calculator のアーキテクチャー

32-bit  Up Counter

Interrupt Detector Circuit

Clock and Reset Interface

IRQ Interface

AVMM Interface

Control Registers 0x20
Frequency Registers 0x21
Counter Stop Registers 0x22
Data Valid Registers 0x23
IRQ Active Registers 0x24

Latency Data Register 0x0...0x1f
Start/Stop

Reset/Clk IRQ Signal Address/Data

Stop

32-bit Latency

Interrupt Latency Calculator は、単一のクロックドメインで動作します。このドメインは、CLK イン
ターフェイスで受信しているクロックによって決まります。割り込み検出回路は、ポジティブエッジでトリ
ガーされるフロップで構成されており、IRQ 信号を遅延して元の信号と XOR されるようにします。前の
操作で発生したパルスはイネーブルレジスターに供給され、そこで状態がロジック「Low」から「Hgih」に
切り替わります。これにより、カウンターがトリガーされて動作が開始します。これより前に、リセット信
号がファームウェアを介してトリガーされていることが想定されています。割り込みサービスルーチンが
完了すると、IRQ 信号はロジック Low に下がります。これにより別のパルスが生成され、カウンターが
停止します。カウンターからのデータはその後、Latency Data レジスターに複製されて読み出されま
す。

割り込み検出器がパルス信号に反応するようにコンフィグレーションされている場合、入力パルスは直
接供給され、レジスターでカウンターをオンにできるようになります。このモードでは、カウンターの動作
を停止するには、ブール値「1」を Counter Stop ビットに書き込む必要があります。 初の IRQ パルス
のみがカウンターをトリガーしてカウントを開始することができ、その後のパルスでは、ブール値「1」が
Counter Stop レジスターに書き込まれるまで、カウンターはリセットされません。「パルス」モードで
は、IP によって測定されるレイテンシーは、実際のレイテンシーより 1 クロックサイクル長くなります。
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35.7. IP に関する注意

インテル FPGA の割り込みレイテンシーには制限があります。ユーザーはこの制限を認識しておく必要
があります。この制限は、ステートマシンの性質として、状態の遷移にクロックサイクルでの期間が発生
することが関係します。

1. データ・レイテンシー・レジスターは、 初の IRQ が 32 チャネルのいずれかで発生するまで読み出
すことはできません。これにより、Waitrequest 信号が永続的に High になり、システムがストー
ルします。

2. データレジスターは、カウンターレジスターがカウントを停止してから 3 クロックサイクル後にのみ
読み出すことができます。この 3 クロックサイクルは、ステートマシンが start 状態から stop/
store 状態に移行することで発生します。カウンターレジスターからデータ・ストア・レジスターにデ
ータを伝播するには、追加のクロックサイクルが必要です。

3. パルス IRQ モードでは、Counter Stop レジスターへの 2 つの連続する書き込みコマンドの間に
アイドルサイクルが存在します。そのため、チャネル 0 が停止した直後にチャネル 1 が停止した場
合、登録される値に見られる 小差は 2 になります。

4. Interrupt Latency Counter は、オーバーフローが発生しても通知を行いませんが、オーバーフ
ローが発生するまでに非常に大きな数までカウントすることが可能です。報告される遅延数の大き
さは、システムが無期限にハングしていることを示します。

35.8.  インテル FPGA Interrupt Latency Counter コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 • Avalon Memory-Mapped インターフェイスに準拠する CSR レジスターのセクショ
ンの情報を明確にしました。

• IRQ Active レジスターのセクションを新しく追加しました。
• Interrupt Latency Calculator のアーキテクチャーの図を訂正しました。

日付 バージョン 変更内容

2016 年 6 月 2016.06.17 次の内容を更新しました。
• 表 356 (429 ページ) で、ワード・アドレス・オフセットの 0x24 を追加しました。
• Data Valid レジスター (430 ページ) で、説明を更新しました。
• 表 364 (432 ページ) で、パラメーター名を変更しました。
• IP に関する注意 (434 ページ) で、制限 4 を追加しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 初版
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36. パフォーマンス・カウンター・ユニット・コア

36.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるパフォーマンス・カウンター・コアにより、ソフトウェア・プログラムの
比較的妨げにならないリアルタイムのプロファイリングが可能になります。パフォーマンス・カウンター
を使用すると、コードの複数のセクションにかかる実行時間を正確に測定することができます。これは、
測定する各セクションの 初と 後に単一の命令を追加するだけで行うことができます。

パフォーマンス・カウンター・コアを使用する主な利点は、プロファイリング結果の正確さです。別の方法
としては、次のようなアプローチがあります。

• GNU プロファイラーの gprof - gprofは、ソフトウェア・システム全体に関する幅広い低精度
のタイミング情報を提供します。これは大量の RAM を使用し、リアルタイムのパフォーマンスが低
下します。多くの組み込みアプリケーションにおいて、gprofはリアルタイムの動作をかなり歪め
るため、有用ではありません。

• インターバル・タイマー・ペリフェラル - インターバル・タイマーは、gprofに比べて侵略的ではあ
りません。コードの対象を絞ったセクションに対して適切な結果を提供することができます。

パフォーマンス・カウンター・コアによる影響は小さく、プロファイリングの開始および停止に単一の
命令のみを必要とします。RAM は必要ありません。これは、コードの対象を絞ったセクションにおけ
る高精度測定に適しています。

これらの 3 つのプロファイリング方法の詳細に関しては、AN 391: Profiling Nios II Systems
を参照してください。

コアは、Avalon ベースのプロセッサー・システム (Nios II プロセッサー・システムなど) での使用
に向けて設計されています。インテル FPGA デバイスドライバーにより、Nios II プロセッサーでパ
フォーマンス・カウンターを使用できるようになります。

36.2. 機能の説明

パフォーマンス・カウンター・コアは、クロックサイクルを追跡し、ソフトウェアの複数のセクションの時間
を計測する一連のカウンターです。これらのカウンターは、ソフトウェアで個別に、またはグループとして
開始および停止することができます。サイクルカウントはハードウェア・レジスターから読み取ることがで
きます。

コアには、セクションごとに次の 2 つのカウンターが含まれています。

• 時間: 64 ビット・クロック・サイクル・カウンター

• イベント: 32 ビット・イベント・カウンター

36.2.1. セクションのカウンター

各 64 ビットの時間カウンターは、コードのセクションで費やされたクロックサイクルの総数を記録しま
す。 32 ビットのイベントカウンターは、セクションの実行回数を記録します。
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パフォーマンス・カウンター・コアには、 大 7 つのセクションカウンターを備えることができます。

36.2.2. グローバルカウンター

グローバルカウンターは、すべてのセクションカウンターを制御します。セクションカウンターは、グロー
バルカウンターが実行されている場合にのみ有効になります。

64 ビットのグローバル・クロック・サイクル・カウンターは、カウンターが有効になっている合計時間を追
跡します。32 ビットのグローバル・イベント・カウンターは、グローバルイベントの数、つまりパフォーマ
ンス・カウンター・コアが有効になった回数を追跡します。

36.2.3. レジスターマップ

パフォーマンス・カウンター・コアには Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インター
フェイスがあり、メモリーマッピングされているレジスターへのアクセスを提供します。レジスターからの
読み出しにより、現在の時間とイベント数を取得します。レジスターへの書き込みにより、カウンターを開
始、停止、およびリセットします。

表 365. パフォーマンス・カウンター・コアのレジスターマップ

オフセット レジスター名 ビットの説明

読み出し 書き込み

31 ... 0 31 ... 1 0

0 T[0] lo グローバル・クロック・サイクル・カウンター [31:0] (1) 0 = STOP
1 = RESET

1 T[0] hi グローバル・クロック・サイクル・カウンター [63:32] (1) 0 = START

2 Ev[0] グローバル・イベント・カウンター (1) (1)

3 — (1) (1) (1)

4 T[1] lo セクション 1 クロック・サイクル・カウンター [31:0] (1) 1 = STOP

5 T[1] hi セクション 1 クロック・サイクル・カウンター [63:32] (1) 0 = START

6 Ev[1] セクション 1 イベントカウンター (1) (1)

7 — (1) (1) (1)

8 T[2] lo セクション 2 クロック・サイクル・カウンター [31:0] (1) 1 = STOP

9 T[2] hi セクション 2 クロック・サイクル・カウンター [63:32] (1) 0 = START

10 Ev[2] セクション 2 イベントカウンター (1) (1)

11 — (1) (1) (1)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4n + 0 T[n] lo セクション n クロック・サイクル・カウンター [31:0] (1) 1 = STOP

4n + 1 T[n] hi セクション n クロック・サイクル・カウンター [63:32] (1) 0 = START

4n + 2 Ev[n] セクション n イベントカウンター (1) (1)

4n + 3 — (1) (1) (1)

注意
1. 予約済み。読み出し値は未定義です。書き込み時は、予約ビットを 0 に設定します。
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36.2.4. システムリセット

システムリセット後、パフォーマンス・カウンター・コアは停止し無効になります。また、すべてのカウンタ
ーが 0 に設定されます。

36.3. コンフィグレーション

以降のセクションでは、MegaWizard™インターフェイスで利用可能なオプションについて説明します。

36.3.1. カウンターの定義

生成するセクションカウンターの数は、Number of simultaneously-measured sections リ
ストから選択します。パフォーマンス・カウンター・コアには、 大 7 つのセクションを含めることが可能
です。7 つを超えるセクションが必要な場合は、複数のパフォーマンス・カウンター・コアをインスタンス
化することができます。

36.3.2. 複数のクロックドメインに関する考慮事項

プラットフォーム・デザイナー・システムで複数のクロックを使用している場合は、パフォーマンス・カウン
ター・コアを CPU と同じクロックドメインに配置します。これに従わない場合、サイクルカウントを秒に
正しく変換できません。

36.4. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

このコアは、シミュレーションに使用することができます。特別に考慮する内容はありません。

36.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

以降のセクションでは、パフォーマンス・カウンター・コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについ
て説明します。

36.5.1. ソフトウェア・ファイル

インテルでは、次のソフトウェア・ファイルを Nios II システムに提供しています。これらのファイルは、ハ
ードウェアへの低レベルアクセスを定義し、制御およびレポート機能を提供します。これらのファイルは
変更しないでください。

• altera_avalon_performance_counter.h、
altera_avalon_performance_counter.c - 関数とマクロのヘッダーおよびソースコ
ードです。これは、パフォーマンス・カウンター・コアを制御し、結果のローデータの取得に必要です。

• perf_print_formatted_report.c — シンプルなプロファイル・レポートのソースコー
ドです。

36.5.2. パフォーマンス・カウンターの使用

Nios II システムでは、パフォーマンス・カウンター・コアを一連の高効率 C マクロで制御し、結果を C 関
数で抽出することができます。

API の概要
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パフォーマンス・カウンター・コア向けの Nios II API (アプリケーション・プログラム・インターフェイス)
は、関数、マクロ、および定数で構成されています。

表 366. パフォーマンス・カウンターのマクロおよび関数

名称 概要

PERF_RESET() すべてのカウンターを停止および無効にし、0 にリセットします。

PERF_START_MEASURING() グローバルカウンターを開始し、セクションカウンターを有効にします。

PERF_STOP_MEASURING() グローバルカウンターを停止し、セクションカウンターを無効にします。

PERF_BEGIN() コードセクションの計測を開始します。

PERF_END() コードセクションの計測を停止します。

perf_print_formatted_report() プロファイリング結果のフォーマット化された要約を stdoutに送信
します。

perf_get_total_time() グローバル・プロファイリング時間の合計をクロックサイクル数で返しま
す。

perf_get_section_time() 1 つのセクションの合計時間をクロックサイクル数で返します。

perf_get_num_starts() カウンターのイベント数を返します。

alt_get_cpu_freq() CPU 周波数を Hz で返します。

各マクロと関数についての完全な説明は、パフォーマンス・カウンターの API のセクションを参照して
ください。

ハードウェア定数

パフォーマンス・カウンターのハードウェア・パラメーターは、system.hで定義されている定数から取
得することができます。定数名は、プラットフォーム・デザイナーの System Contents タブで指定さ
れるパフォーマンス・カウンターのインスタンス名に基づいています。

表 367. パフォーマンス・カウンターの定数

名称 （1） 意味

PERFORMANCE_COUNTER_BASE コアのベースアドレス

PERFORMANCE_COUNTER_SPAN ハードウェア・レジスター数

PERFORMANCE_COUNTER_HOW_MANY_SECTIONS セクションカウンター数

注意
1. この例は、インスタンス名 performance_counterに基づいています。

起動

パフォーマンス・カウンター・コアを使用する前に、PERF_RESETを呼び出し、すべてのカウンターを停
止して無効にし、0 にします。

グローバルカウンターの使用法

グローバルカウンターを使用して、パフォーマンス・カウンター・コア全体を有効または無効にします。例
えば、ソフトウェアが初期化を完了するまでプロファイリングを無効にしておくことを選択することがで
きます。
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セクションカウンターの使用法

コード内のセクションを測定するには、そのセクションをマクロの PERF_BEGIN() および
PERF_END() で囲みます。これらのマクロは、パフォーマンス・カウンター・コアへの単一の書き込みで
構成されます。

コードのセクションの測定は、プラットフォーム・デザイナーで指定されている数まで必要に応じて同時
に行うことができます。詳細は、カウンターの定義のセクションを参照してください。カウンターは、個別
に、またはグループとして開始および停止できます。

通常、プロファイリングするコードの各セクションに 1 つのカウンターを割り当てます。ただし、状況によ
っては、コードの複数のセクションを 1 つのセクションカウンターにグループ化することが必要になる場
合があります。例えば、全体的な割り込みオーバーヘッドを測定する際に、すべての割り込みサービスル
ーチン (ISR) を 1 つのカウンターで測定することができます。

混乱を避けるため、各セクション番号にニーモニック記号を割り当てます。

カウンター値の表示

ライブラリー・ルーチンを使用すると、結果を取得し解析することができます。
perf_print_formatted_report() を使用し、stdoutに結果を一覧表示します。次に例を
示します。

表 368. 例 1

perf_print_formatted_report(
     (void *)PERFORMANCE_COUNTER_BASE, // Peripheral's HW base address
     alt_get_cpu_freq(),               // defined in "system.h"
     3,                                // How many sections to print
     "1st checksum_test",              // Display-names of sections
     "pc_overhead",

 "ts_overhead");

次の例では、このような表が作成されます。

表 369. 例 2

--Performance Counter Report--

Total Time: 2.07711 seconds (103855534 clock-cycles)

+-----------------+--------+-----------+---------------+-----------+

| Section         |    %   | Time (sec)| Time (clocks) |Occurrences|

+-----------------+--------+-----------+---------------+-----------+

|1st checksum_test|     50 |   1.03800 |      51899750 |         1 |

+-----------------+--------+-----------+---------------+-----------+

| pc_overhead     |1.73e-05|   0.00000 |            18 |         1 |

+-----------------+--------+-----------+---------------+-----------+

| ts_overhead     |4.24e-05|   0.00000 |            44 |         1 |

+-----------------+--------+-----------+---------------+-----------+

perf_print_formatted_report() の完全な説明については、パフォーマンスとカウンターの API を参照してください。

36.5.3. 割り込み動作

パフォーマンス・カウンター・コアは割り込みを生成しません。
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パフォーマンス・カウンターは、割り込みサービスルーチン (ISR) で開始および停止し、パフォーマンス
結果のローデータを読み出すことができます。perf_print_formatted_report() 関数を
ISR から呼び出さないでください。

コードのセクションを測定中に割り込みが発生した場合、CPU で割り込みを処理してセクションに戻る
までにかかる時間は、測定時間に追加されます。同じことがマルチスレッド環境のコンテキスト・スイッチ
にも当てはまります。ソフトウェアで適切な対策を取り、これらの状況を回避または処理する必要があり
ます。

36.6. パフォーマンス・カウンターの API

このセクションでは、パフォーマンス・カウンター・コアの API (アプリケーション・プログラミング・インタ
ーフェイス) について説明します。

Nios II プロセッサーのユーザーの場合、インテルでは、パフォーマンス・カウンター・コアのハードウェ
アにアクセスするためのルーチンを提供しています。これらの機能はパフォーマンス・カウンター・コアに
固有であり、下位のハードウェアを直接操作します。パフォーマンス・カウンター・コアには、HAL API ま
たは ANSI C 標準ライブラリーを介してアクセスすることはできません。

36.6.1. PERF_RESET()

プロトタイプ PERF_RESET(p)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター p — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス

戻り値 —

説明 マクロ PERF_RESET() は、すべてのカウンターを停止して無効にし、それらを 0 にリセットします。

36.6.2. PERF_START_MEASURING()

プロトタイプ PERF_START_MEASURING(p)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター p — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス

戻り値 —

説明 マクロ PERF_START_MEASURING() はグローバルカウンターを開始し、パフォーマンス・カウンター・コアを有効にしま
す。個々のセクションカウンターの動作は、PERF_BEGIN() および PERF_END() によって制御されます。
PERF_START_MEASURING() はグローバルイベントの開始を定義し、グローバル・イベント・カウンターをインクリメント
します。このマクロは、パフォーマンス・カウンター・コアへの単一の書き込みです。
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36.6.3. PERF_STOP_MEASURING()

プロトタイプ PERF_STOP_MEASURING(p)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター p — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス

戻り値 —

説明 マクロ PERF_STOP_MEASURING() はグローバルカウンターを停止し、パフォーマンス・カウンター・コアを無効にしま
す。このマクロは、パフォーマンス・カウンター・コアへの単一の書き込みです。

36.6.4. PERF_BEGIN()

プロトタイプ PERF_BEGIN(p,n)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター p - パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス
n - カウンターセクション番号。セクションカウンター番号は 1 から始まります。このマクロでカウンター 0 を参照しないでく
ださい。

戻り値 —

説明 マクロ PERF_BEGIN() は、コードセクションのタイマーを開始してセクションイベントの開始を定義し、セクション・イベン
ト・カウンターをインクリメントします。その後 PERF_STOP_MEASURING() および PERF_START_MEASURING() を
使用し、コアを無効にして再度有効にすると、セクションカウンターが再開します。このマクロは、パフォーマンス・カウンター・
コアへの単一の書き込みです。

36.6.5. PERF_END()

プロトタイプ PERF_END(p,n)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター p - パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス
n - カウンターセクション番号。セクションカウンター番号は 1 から始まります。このマクロでカウンター 0 を参照しないでく
ださい。

戻り値 —

説明 マクロ PERF_END () はコードセクションの測定を停止します。コアが有効になっているかいないかに関係なく、セクション
カウンターは実行されません。このマクロは、パフォーマンス・カウンター・コアへの単一の書き込みです。

36.6.6. perf_print_formatted_report()

プロトタイプ int perf_print_formatted_report (

void* perf_base,

alt_u32 clock_freq_hertz,

continued...   
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int num_sections,

char* section_name_1, ...

char* section_name_n)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター perf_base - パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス
clock_freq_hertz - クロック周波数
num_sections - 表示するセクションカウンターの数。この数は、<instance_name>_HOW_MANY_SECTIONS を
超えてはなりません。
section_name_1 ... section_name_n - 表示するセクション名。セクション名の数は、表示するセクション数に
よって異なります。

戻り値 0

説明 関数 perf_print_formatted_report() は、パフォーマンス・カウンター・コアからプロファイリング結果を読み出
し、フォーマット化されているサマリーテーブルを出力します。
この関数はすべてのカウンターを無効にします。ただし、マルチスレッド環境または割り込み環境で予測可能な結果を取得す
るには、perf_print_formatted_report() に依存するのではなく、測定するコードの 後に到達した際に
PERF_STOP_MEASURING() を呼び出します。

36.6.7. perf_get_total_time()

プロトタイプ alt_u64 perf_get_total_time(void* hw_base_address)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター hw_base_address — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス

戻り値 クロックサイクルでの合計グローバル時間

説明 関数 perf_get_total_time() は、グローバル時間のローデータを読み出します。これは、パフォーマンス・カウンタ
ー・コアが有効になっている合計時間 (クロックサイクル単位) です。この関数には、カウンターを停止する副作用があります。

36.6.8. perf_get_section_time()

プロトタイプ alt_u64 perf_get_section_time

(void* hw_base_address, int which_section)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター hw_base_address — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス
which_section — カウンターセクション番号

戻り値 クロックサイクルでの合計セクション時間

説明 関数 perf_get_section_time() は、特定のセクションの時間のローデータを読み出します。これは、セクションが実
行されている時間 (クロックサイクル単位) です。この関数には、カウンターを停止する副作用があります。
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36.6.9. perf_get_num_starts()

プロトタイプ alt_u32 perf_get_num_starts

(void* hw_base_address, int which_section)

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター hw_base_address — パフォーマンス・カウンター・コアのベースアドレス
which_section — カウンターセクション番号

戻り値 カウンターのイベント数

説明 関数 perf_get_num_starts() は、カウンターのイベント数 (またはカウンターが開始した回数) を取得します。
which_section = 0 の場合は、グローバルイベントの数 (パフォーマンス・カウンター・コアが有効になった回数) を取
得します。この関数でカウンターは停止しません。

36.6.10. alt_get_cpu_freq()

プロトタイプ alt_u32 alt_get_cpu_freq()

スレッドセーフ はい

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_performance_counter.h>

パラメーター

戻り値 Hz での CPU 周波数

説明 関数 alt_get_cpu_freq() は、CPU の周波数を Hz で返します。

36.7. パフォーマンス・カウンター・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2015 年 6 月 2015.06.12 「パフォーマンス・カウンター・コアのレジスターマップ」の表を更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 perf_print_formatted_report() を更新し、小さな C ライブラリーの使用に
関する制約を削除しました。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 関数 perf_print_formatted_report() のパラメーターの説明を更新しまし
た。
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37. ベクトル割り込みコントローラー・コア

37.1. コアの概要

割り込みイベントを迅速に処理し、多数の割り込みを処理する機能は、多くの組み込みシステムにおいて
重要です。ベクトル割り込みコントローラー (VIC) は、これらの要件に対応するように設計されていま
す。VIC では、Nios II プロセッサーのデフォルトの内部割り込みコントローラー (IIC) よりも 4 から 5
倍優れた割り込みパフォーマンスを提供することができます。VIC ではまた、デイジーチェーン接続によ
り、実質的に無制限の数の割り込みに拡張することが可能です。

ベクトル割り込みコントローラー (VIC) コアは、主に次の目的に対応します。

• システム内の割り込みにインターフェイスを提供します

• 割り込みのオーバーヘッドを低減します

• 多数の割り込みを管理します

VIC は、高性能で低遅延の割り込み処理を提供します。VIC は、ハードウェアの割り込みに優先順
位を付け、 も優先順位の高い保留中の割り込みに関する情報を出力します。VIC を含むシステム
で外部割り込みが発生すると、VIC は 優先の割り込み、およびサービスを要求しているソースを
特定し、要求されているハンドラーアドレス (RHA) を計算して RHA を含む情報をプロセッサーに
提供します。

VIC コアには、次のインターフェイスが含まれます。

• VIC コアあたり 大 32 個の割り込み入力ポート

• 1 つの Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフェイス。これにより内部の
コントロールおよびステータスレジスター (CSR) にアクセスします。

• 1 つの Avalon Streaming (Avalon-ST) インターフェイス出力インターフェイス。これにより、選
択されている割り込みに関する情報を渡します。

• オプションの 1 つの Avalon-ST インターフェイス入力インターフェイス。これにより、VIC がデイ
ジーチェーン接続されているシステムで Avalon-ST 出力を受信します。

次のシステムレイアウト例の図は、2 つの VIC コンポーネントを含むシステムの基本的なレイアウ
トを表しています。
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図 -111: システムレイアウト例

VIC コアは、次の機能を提供します。

Core

Avalon-MM Interconnect Fabric

Core Core CoreVIC VIC

CPU

.... ....

IRQIRQ IRQIRQ

Avalon-ST

Avalon-ST

VIC を使用する場合、システムのプロセッサーでは、一致する Avalon-ST インターフェイス (Nios II
プロセッサーの外部割り込みコントローラー・インターフェイスなど) で割り込み情報を受け入れる必要
があります。

各割り込みポートの特性は、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスを介してコンフィグレーションされ
ます。32 を超える割り込みポートが必要な場合は、複数の VIC をデイジーチェーン接続することができ
ます。

• 各割り込みに対する個別のプログラミング可能な要求割り込みレベル (RIL)

• 各割り込みに対する個別のプログラミング可能な要求レジスターセット (RRS)。使用するプロセッ
サー・レジスター・セットを割り込みハンドラーに通知します。

• 各割り込みに対する個別のプログラミング可能な要求マスク不可能割り込み (RNMI) フラグ。そ
れぞれの割り込みがマスク可能か不可能かを制御します。

• ソフトウェア制御の優先調停スキーム

VIC コアはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで生成され
る任意のシステムに容易に統合することができます。Nios II プロセッサーの場合、インテルでは、
VIC コアに向けたハードウェア・アブストラクション・レイヤー (HAL) ドライバールーチンを提供し
ています。HAL のサポートに関しては、 インテル FPGA HAL ソフトウェア・プログラミング・モデ
ルのセクションを参照してください。
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37.2. 機能の説明

図 -112: VIC のブロック図
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37.2.1. 外部インターフェイス

以降のセクションでは、VIC コアに対する外部インターフェイスについて説明します。

37.2.1.1. clk

clkは、システム・クロック・インターフェイスです。このインターフェイスは、システムのメイン・クロック・
ソースに接続します。インターフェイスの信号は、clkおよび reset_nです。

37.2.1.2. irq_input

irq_inputは、 大 32 個のシングルビット、レベル・センシティブな Avalon 割り込みレシーバー・イ
ンターフェイスで構成されます。これらのインターフェイスは割り込みソースに接続します。各インターフ
ェイスには、irq信号が 1 つあります。

37.2.1.3. interrupt_controller_out

interrupt_controller_outは、VIC の Avalon-ST インターフェイスのフィールドで定義さ
れているとおり、Avalon-ST 出力インターフェイスで、0 サイクルのレディー・レイテンシーでコンフィグ
レーションされます。このインターフェイスは、プロセッサーまたは別の VIC の
interrupt_controller_inインターフェイスに接続します。インターフェイスの信号は、valid
および dataです。

表 370. interrupt_controller_out および interrupt_controller_in パラメーター

パラメーター 値

Symbol width 45 ビット

Ready latency 0 サイクル

37.2.1.4. interrupt_controller_in

interrupt_controller_inは、VIC の Avalon-ST インターフェイスのフィールドで定義さ
れているとおり、オプションの Avalon-ST 入力インターフェイスで、0 サイクルのレディー・レイテンシー
でコンフィグレーションされます。このインターフェイスは、複数の VIC がデイジーチェーン接続されて
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いるシステムの 2 番目、3 番目 (およびそれ以降) の VIC コンポーネントに含めます。このインターフェ
イスは、チェーン内の直前の VIC の interrupt_controller_outインターフェイスに接続しま
す。インターフェイスの信号は、validおよび dataです。

interrupt_controller_outおよび interrupt_controller_inインターフェイスは、
同一の Avalon-ST の形式をもちます。そのため、32 を超える割り込みが必要な場合は、プラットフォー
ム・デザイナーで VIC をデイジーチェーン接続することができます。
interrupt_controller_outでは常に有効なデータが提供され、バックプレッシャーを行うこと
はできません。

表 371. VIC の Avalon-ST インターフェイスのフィールド
44 ... ... 13 12-7 6 5-0

RHA(35) RRS  (36) RNMI (3
6)

RIL(36)

37.2.1.5. csr_access

csr_accessは、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスで構成される VIC CSR インターフェイス
です。このインターフェイスは、プロセッサーのデータマスターに接続します。インターフェイスの信号は、
read、write、address、readdata、writedataです。

表 372. csr_access のパラメーター

パラメーター 値

Read wait 1 サイクル

Write wait 0 サイクル

Ready latency 1 サイクル

Avalon-MM スレーブ・インターフェイスおよび Avalon-ST インターフェイスに関しては、 Avalon イン
ターフェイスの仕様書を参照してください。

関連情報
Avalon インターフェイスの仕様書

37.2.2. 機能ブロック

次の主要なデザインブロックにより、VIC コアは構成されます。

• 割り込み要求ブロック

• 優先処理ブロック

• ベクトル生成ブロック

(35) RHA には、割り込み処理ルーチンの 32 ビット・アドレスが含まれます。

(36) このフィールドの説明に関しては、INT_CONFIG レジスターのマップの表を参照してください。
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37.2.2.1. 割り込み要求ブロック

割り込み要求ブロックは、入力割り込みを制御し、割り込みレベルの設定、割り込みごとのプログラミン
グ可能なレジスターの設定、割り込みのマスク、ソフトウェアで制御される割り込みの管理などの機能を
提供します。割り込み入力ポートの数は、コンポーネントを作成する際にコンフィグレーションします。コ
ンフィグレーションのオプションに関しては、パラメーターのセクションを参照してください。

このブロックには、VIC の CSR の大部分が含まれます。CSR は、Avalon-MM スレーブ・インターフェイ
スを介してアクセスされます。

別の VIC コアからのオプションの出力もまた、割り込み要求ブロックに入ることができます。詳細は、
VIC コアのデイジーチェーンのセクションを参照してください。

各割り込みは、関連付けられている irq_input信号 (割り込みソースをもつコンポーネントに接続
されている場合)、もしくは CSR で制御されるソフトウェア・トリガー (割り込みソースが irq_input
信号に接続されていない場合でも可能) のいずれかによって駆動されます。

図 -113: 割り込み要求ブロック
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37.2.2.2. 優先処理ブロック

優先処理ブロックは、優先順位が も高い割り込みを選択します。このブロックは、各割り込みの情報を
割り込み要求ブロックから受信し、優先順位が も高い割り込みの情報をベクトル生成ブロックに渡し
ます。

数値的に 大の要求割り込みレベルフィールド (RIL) をもつ割り込み要求が優先されます。数値的に
同じ 大の RIL をもつ複数の割り込みが保留になっている場合は、数値的に 小の IRQ インデックス
をもつ割り込みが優先されます。

RIL は、ポートごとにプログラミング可能な割り込みレベルです。RIL の値が 0 の場合、割り込みは無効
になります。RIL のビット幅は、コンポーネントを作成する際にコンフィグレーションします。コンフィグ
レーションのオプションに関しては、パラメーターのセクションを参照してください。

RIL の詳細に関しては、この章のレジスターマップのセクションで、INT_CONFIGレジスターを参照し
てください。
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関連情報
レジスターマップ (450 ページ)

37.2.2.3. ベクトル生成ブロック

ベクトル生成ブロックは、優先順位が も高い割り込みの情報を優先処理ブロックから受信します。ベ
クトル生成ブロックは、優先処理ブロックから渡されるポート識別子、およびソフトウェアの初期化時に
CSR にプログラミングされているベクトル・ベース・アドレスとベクトルあたりのバイト数を使用して、
RHA を計算します。

表 373. RHA の計算

RHA = (ポート識別子 x ベクトルあたりのバイト) + ベクトル・ベース・アドレス

情報はその後、Avalon-ST インターフェイスを使用し、ベクトル生成ブロックと VIC から出力されます。
出力される情報に関しては、VIC の Avalon-ST インターフェイスのフィールドの表を参照してくださ
い。VIC からの出力は通常、デザインに応じてプロセッサーまたは別の VIC に接続されます。

37.2.3. VIC コアのデイジーチェーン接続

複数の VIC コアをデイジーチェーン接続することにより、32 を超える割り込みを備えるシステムを作成
することができます。これは、1 つの VIC の interrupt_controller_outインターフェイスを別
の VIC のオプションの interrupt_controller_inインターフェイスに接続することで行いま
す。オプションの入力インターフェイスを有効にする方法については、パラメーターのセクションを参照
してください。

パフォーマンス上の理由から、VIC コンポーネントは常に直接接続するようにします。VIC の間に他のコ
ンポーネントを含めないでください。

デイジーチェーン入力が VIC に入ると、優先処理ブロックは、デイジーチェーン入力と、割り込み要求ブ
ロックからのハードウェアおよびソフトウェア割り込み入力を確認し、 も優先順位の高い割り込みを
特定します。デイジーチェーン入力の RIL 値が も高い場合、ベクトル生成ブロックは、デイジーチェー
ン・ポートの値を変更せずに VIC から直接渡します。

VIC のデイジーチェーン接続は、32 よりも少ない割り込みポートでも行うことができます。デイジーチェ
ーン接続の数は、ハードウェアとソフトウェアのリソースにのみ制限されます。複数の VIC による影響に
関しては、レイテンシー情報のセクションを参照してください。

インテルでは、RIL の幅を、デイジーチェーン接続されているすべての VIC コンポーネントと同じ値に設
定することを推奨しています。RIL の幅が異なる場合、アップストリームの VIC からの幅の広い RIL は
切り捨てられます。

37.2.4. レイテンシー情報

VIC を通過する割り込み要求のレイテンシーは、各ブロックでの遅延の合計です。割り込み要求ブロック
とベクトル生成ブロックのクロック遅延は定数です。優先処理ブロックのクロック遅延は、割り込みポー
トの総数によって異なります。
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表 374. デフォルトの割り込みレイテンシー

割り込みポート数 割り込み要求ブロックの遅
延

優先処理ブロックの遅延 ベクトル生成ブロックの遅
延

合計割り込みレイテンシー

1 1 サイクル 0 サイクル 1 サイクル 2 サイクル

2 – 4 1 サイクル 1 サイクル 1 サイクル 3 サイクル

5 – 16 1 サイクル 2 サイクル 1 サイクル 4 サイクル

17 – 32 1 サイクル 3 サイクル 1 サイクル 5 サイクル

複数の VIC をデイジーチェーン接続する場合、割り込みレイテンシーは、デイジーチェーンを移動してプ
ロセッサーから離れるにつれ増加します。 高のパフォーマンスを実現するには、プロセッサーに直接接
続している VIC に、レイテンシー要件が も低い割り込みを割り当てます。

37.3. レジスターマップ

VIC コアの CSR には、Avalon-MM インターフェイスを介してアクセスすることができます。ソフトウェ
アでは、レジスターにアクセスすることにより、コアをコンフィグレーションし、現在のステータスを特定
することができます。

各レジスターには、バイト対応ではない 32 ビット・インターフェイスがあります。これらのレジスターに
は、少なくとも 32 ビット幅のマスターでアクセスする必要があります。

表 375. コントロールおよびステータスレジスター

オフセット レジスター名 アクセス リセット
値

説明

0 – 31 INT_CONFIG<n> R/W 0 割り込みコンフィグレーション・レジスターは 32 個あります
(INT_CONFIG0 – INT_CONFIG31)。各レジスターには、対応す
る割り込みの動作をコンフィグレーションするフィールドが含まれてい
ます。割り込み入力が存在しない場合、対応するレジスターの読み出し
では常に 0 が返され、書き込みは無視されます。INT_CONFIGレジ
スターのマップに関しては、INT_CONFIG レジスターのマップの表
を参照してください。

32 INT_ENABLE R/W 0 割り込みイネーブルレジスター。INT_ENABLEは、各割り込み入力
の有効状態を保持します。レジスターの 32 ビットは、VIC コアで利用
可能な 32 個の割り込みにマッピングされます。例えば、ビット 5 は
IRQ5 に対応します。(37)

有効になっていない割り込みは、割り込み入力がアサートされている
場合でも、優先処理ブロックで考慮されることはありません。これは、
マスク可能割り込みとマスク不可割り込みの両方に適用されます。

33 INT_ENABLE_SET W 0 割り込みイネーブル設定レジスター。INT_ENABLE_SETのビットに
1 を書き込むと、INT_ENABLEで対応するビットが設定されます。ビ
ットに対する 0 の書き込みは無効です。このレジスターからの読み出
しでは、常に 0 が返されます。(37)

34 INT_ENABLE_CLR W 0 割り込みイネーブル・クリア・レジスター。INT_ENABLE_CLRのビッ
トに 1 を書き込むと、INT_ENABLEで対応するビットがクリアされ
ます。ビットに対する 0 の書き込みは無効です。このレジスターからの
読み出しでは、常に 0 が返されます。(37)

35 INT_PENDING R 0 割り込み保留レジスター。INT_PENDINGは、保留中の割り込みを示
します。各ビットは 1 つの割り込み入力に対応します。
割り込みが存在しない場合、対応する INT_PENDINGビットの読み
出しでは常に 0 が返され、書き込みは無視されます。
INT_PENDINGのビットは、次の場合に設定されます。
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オフセット レジスター名 アクセス リセット
値

説明

外部割り込みが VIC インターフェイスでアサートされ、対応する
INT_ENABLEビットが設定されている。
SW_INTERRUPTビットが設定され、対応する INT_ENABLEビッ
トが設定されている。
INT_PENDINGビットは、いずれかの条件が当てはまる限り、設定さ
れた状態で維持されます。詳細は、割り込み要求ブロックを参照してく
ださい。(37)

36 INT_RAW_STATUS R 0 割り込みのロー状態のステータスレジスター。INT_RAW_STATUS
は、割り込み入力のマスクされていない状態を示します。
割り込みが存在しない場合、対応する INT_RAW_STATUSビットの
読み出しでは常に 0 が返され、書き込みは無視されます。
設定されているビットは、VIC のインターフェイスで割り込みがアサー
トされていることを示します。割り込みは、割り込みイネーブルレジス
ターの対応するビットが設定されている場合にのみプロセッサーにア
サートされます。(37)

37 SW_INTERRUPT R/W 0 ソフトウェア割り込みレジスター。SW_INTERRUPTは、ソフトウェア
割り込みを駆動します。各割り込みは、外部ハードウェア割り込みと
OR 演算され、その後、INT_ENABLEで有効になります。詳細は、割り
込み要求ブロックを参照してください。(37)

38 SW_INTERRUPT_SET W 0 ソフトウェア割り込み設定レジスター。SW_INTERRUPT_SETのビ
ットに 1 を書き込むと、SW_INTERRUPTで対応するビットが設定さ
れます。ビットに対する 0 の書き込みは無効です。このレジスターから
の読み出しでは、常に 0 が返されます。(37)

39 SW_INTERRUPT_CLR W 0 ソフトウェア割り込みクリアレジスター。SW_INTERRUPT_CLRの
ビットに 1 を書き込むと、SW_INTERRUPTで対応するビットがクリ
アされます。ビットに対する 0 の書き込みは無効です。このレジスター
からの読み出しでは、常に 0 が返されます。

40 VIC_CONFIG R/W 0 VIC コンフィグレーション・レジスター。VIC_CONFIGにより、VIC 全
体に適用される設定をソフトウェアでコンフィグレーションできるよう
になります。VIC_CONFIGレジスターのマップに関しては、
VIC_CONFIG レジスターのマップの表を参照してください。

41 VIC_STATUS R 0 VIC ステータスレジスター。VIC_STATUSは、VIC の現在のステー
タスを示します。VIC_STATUSレジスターのマップに関しては、
VIC_STATUS レジスターのマップの表を参照してください。

42 VEC_TBL_BASE R/W 0 ベクトル・テーブル・ベース・レジスター。VEC_TBL_BASEは、プロセ
ッサーのメモリー空間のベクトルテーブルのベースアドレスを保持し
ます。テーブルは 4 バイト境界でアライメントされている必要がある
ため、ビット 1:0 は常に 0 である必要があります。

43 VEC_TBL_ADDR R 0 ベクトル・テーブル・アドレス・レジスター。VEC_TBL_ADDRは、保留
中の割り込みで も高い優先度をもつ IRQ 値の RHA を提供します。
アクティブな割り込みがない場合、このレジスターの値は 0 です。
デイジーチェーン入力が有効になっており、それが も優先度の高い
割り込みである場合、ベクトル・テーブル・アドレス・レジスターには、デ
イジーチェーン入力インターフェイスからの RHA 値が含まれます。

(37) このレジスターには、32 個の割り込み入力それぞれに対する 1 ビット・フィールドが含まれます。VIC が 32 未満
の割り込みでコンフィグレーションされている場合、それぞれの未使用割り込みに対応する 1 ビット・フィールド
は 0 に結び付けられます。これらの位置に対する読み出しでは常に 0 が返され、書き込みは無視されます。存在す
る割り込みを特定するには、値 0xffffffff をレジスターに書き込み、レジスターの内容を読み取ります。0 を返すビ
ットには割り込みがありません。
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表 376. INT_CONFIG レジスターのマップ

ビット フィールド名 アクセス リセット値 説明

0:5 RIL R/W 0 要求されている割り込みレベルフィールド。RILには、サービスを要求している割
り込みの割り込みレベルが含まれます。プロセッサーでこのフィールドの値を使用
し、その割り込みがプロセッサーで現在実行している割り込みよりも優先度が高い
かを判断することができます。

6 RNMI R/W 0 要求されているマスク不可能割り込みフィールド。RNMIには、サービスを要求して
いる割り込みのマスク不可割り込みモードが含まれます。0 の場合、割り込みはマ
スク可能です。1 の場合、割り込みはマスク不可です。

7:12 RRS R/W 0 要求されているレジスター・セット・フィールド。RRSには、プロセッサーで割り込み
の処理に使用する必要があるプロセッサー・レジスター・セットの番号が含まれま
す。ソフトウェアでは、プロセッサーでサポートされているレジスター値のみを使用
していることを確認する必要があります。

13:31 予約済み

INT_CONFIG レジスターのマップの表に示されている用語に関するより広範な定義に関しては、
Nios II Software Developer’s Handbook の Exception Handling の章を参照してください。

表 377. VIC_CONFIG レジスターのマップ

ビット フィールド名 アクセス リセット
値

説明

0:2 VEC_SIZE R/W 0 ベクトル・サイズ・フィールド。VEC_SIZEは、各ベクトル・テーブル・エントリーのバイト数
を指定します。VEC_SIZEは、log2 (ワード数) - 2 としてエンコードされます。つまり、次
のとおりです。
0 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 4 バイト
1 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 8 バイト
2 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 16 バイト
3 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 32 バイト
4 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 64 バイト
5 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 128 バイト
6 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 256 バイト
7 — ベクトル・テーブル・エントリーあたり 512 バイト

3 DC R/W 0 デイジー・チェーン・フィールド。DCは、次の目的で使用されます。
デイジーチェーン入力インターフェイスを有効または無効にします (存在する場合)。1 を
書き込み、デイジー・チェーン・インターフェイスを有効にします。無効にするには 0 を書き
込みます。
デイジーチェーン入力インターフェイスの存在を検出します。検出には、DCに 1 を書き込
み、その後 DCを読み出します。戻り値が 1 の場合、デイジー・チェーン・インターフェイスが
存在することを意味します。0 の場合は、デイジー・チェーン・インターフェイスが存在しな
いことを意味します。

4:31 予約済み

表 378. VIC_STATUS レジスターのマップ

ビット フィールド名 アクセス リセット値 説明

0:5 HI_PRI_
IRQ

R 0 優先割り込みフィールド。HI_PRI_IRQには、RIL が も高いアクティブな割り込みの IRQ 番
号が含まれます。アクティブな割り込みがない (IPが 0) の場合、このフィールドからの読み出しで
は 0 が返されます。
デイジーチェーン入力が有効になっており、それが 優先の割り込みである場合、このフィールドか
ら読み出される値は 32 です。
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ビット フィールド名 アクセス リセット値 説明

デイジーチェーン入力が存在しない場合、ビット 5 は常に 0 を読み戻します。

6:30 予約済み

31 IP R 0 割り込み保留フィールド。IPは、サービスを待機している割り込みがあることを示します。1 は、割り
込みが保留中であることを示します。0 は、保留中の割り込みがないことを示します。

関連情報
• Exception Handling

• 優先処理ブロック (448 ページ)
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37.4. パラメーター

生成時のパラメーターは、ハードウェアに存在する機能を制御します。次の表は、コンフィグレーションす
ることができるパラメーターの一覧と説明を示しています。

表 379. VIC コアのパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォル
ト

説明

Number of interrupts 1 – 32 8 irq_input割り込みインターフェイスの数を指定します。

RIL width 1 – 6 4 要求される割り込みレベルのビット幅を指定します。

Daisy chain enable True/False False VIC をデイジーチェーン接続する入力インターフェイスを含めるかを指
定します。

Override Default
Interrupt Signal
Latency

True/False False 割り込み信号のレイテンシーを手動で指定することができます。

Manual Interrupt Signal
Latency

2 – 5 2 着信割り込み信号の処理にかかるサイクル数を指定します。

1 つのシステムに複数の VIC が存在する場合があるため、プラットフォーム・デザイナーは、生成される
それぞれの VIC に一意の割り込みコントローラー識別番号を割り当てます。

プラットフォーム・デザイナー・システムでコアを接続する際は、次の内容を考慮します。

• CSR アクセス・インターフェイス (csr_access) は、プロセッサーのデータ・マスター・ポートに
接続します。

• デイジーチェーン入力インターフェイス (interrupt_controller_in) は、デイジーチェー
ン有効オプションがオンの場合にのみ表示されます。

• 割り込みコントローラー出力インターフェイス (interrupt_controller_out) は、プロセ
ッサーの EIC ポート、もしくは別の VIC のデイジーチェーン入力インターフェイス
(interrupt_controller_in) に接続します。

• プラットフォーム・デザイナーの相互運用を実現するため、VIC コアには Avalon-MM マスターポー
トが含まれます。このマスター・インターフェイスは、メモリーまたはペリフェラルへのアクセスには
使用されません。このインターフェイスの目的は、プラットフォーム・デザイナーでペリフェラル割り
込みを VIC に接続できるようにすることです。ポートは Avalon-MM スレーブに接続し、有効なプ
ラットフォーム・デザイナー・システムを作成する必要があります。システム生成時に、未使用のマス
ターポートは 適化によって削除されます。 も簡単な解決策は、マスターポートを CSR アクセス・
インターフェイス (csr_access) に直接接続することです。

• プラットフォーム・デザイナーは、コンポーネントをインスタンス化する際に、割り込みソースを自動
的に接続します。提供されている VIC 向け HAL デバイスドライバーを使用する場合に、システムで
複数の VIC をデイジーチェーン接続するには、各割り込みソースが厳密に 1 つの VIC に接続され
ている必要があります。余分な接続は手動で削除する必要があります。
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37.5.  インテル FPGA HAL ソフトウェア・プログラミング・モデル

インテルより提供されているドライバーは、HAL デバイスドライバーを実装しています。これは、Nios II
システム向けの HAL ボード・サポート・パッケージ (BSP) に統合されます。HAL ユーザーは、広く利用
されている HAL API を介して VIC コアにアクセスします。

37.5.1. ソフトウェア・ファイル

VIC ドライバーには、次のソフトウェア・ファイルが含まれます。これらのファイルは、ハードウェアへの低
レベルアクセス、および Nios II HAL BSP に統合されるドライバーを提供します。アプリケーション開
発者がこれらのファイルを変更することは推奨されません。

• altera_vic_regs.h - このファイルはコアのレジスターマップを定義し、下位のハードウェア
にアクセスするための記号定数を提供します。

• altera_vic_funnel.h、altera_vic_irq.h、altera_vic_macros.h — VIC ド
ライバーに必要なプロトタイプとマクロを定義します。

• altera_vic.c、altera_vic_irq_init.c、altera_vic_isr_register.c、
altera_vic_sw_intr.c、altera_vic_set_level.c、
altera_vic_funnel_non_preemptive_nmi.S、
altera_vic_funnel_non_preemptive.S、altera_vic_funnel_preemptive.S —
VIC ドライバーを実装するコードを提供します。

• altera_<name>_vector_tbl.S — システムの各 VIC のベクトル・テーブル・ファイルを提供
します。BSP ジェネレーターにより、これらのファイルを作成します。

37.5.2. マクロ

すべてのレジスターにアクセスするためのマクロは、altera_vic_regs.h.で定義されます。例えば、こ
のファイルには、INT_CONFIGレジスターにアクセスするためのマクロが含まれています。これには、
次のマクロが含まれます。

#define IOADDR_ALTERA_VIC_INT_CONFIG(base, irq)
   __IO_CALC_ADDRESS_NATIVE(base, irq)
#define IORD_ALTERA_VIC_INT_CONFIG(base, irq) IORD(base, irq)
#define IOWR_ALTERA_VIC_INT_CONFIG(base, irq, data) IOWR(base, irq,
data)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RIL_MSK (0x3f)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RIL_OFST (0)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RNMI_MSK (0x40)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RNMI_OFST (6)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RRS_MSK (0x1f80)
#define ALTERA_VIC_INT_CONFIG_RRS_OFST (7)

VIC ハードウェアにアクセスするための定義済みマクロとユーティリティーの完全なリストについては、
次のファイルを参照してください。

• <install_dir>\ip\altera\altera_vectored_interrupt_controller\top\inc
\altera_vic_regs.h

• <install_dir>\ip\altera\altera_vectored_interrupt_controller\top\HAL\inc
\altera_vic_funnel.h

• <install_dir>\ip\altera\altera_vectored_interrupt_controller\top\HAL\inc
\altera_vic_irq.h
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37.5.3. データ構造

例-10: デバイスのデータ構造

#define ALT_VIC_MAX_INTR_PORTS          (32)

typedef struct alt_vic_dev
{
   void       *base;                   /* Base address of VIC */
   alt_u32    intr_controller_id;      /* Interrupt controller ID */
   alt_u32    num_of_intr_ports;       /* Number of interrupt ports */
   alt_u32    ril_width;               /* RIL width */
   alt_u32    daisy_chain_present;     /* Daisy-chain input present */
   alt_u32    vec_size;                /* Vector size */
   void       *vec_addr;               /* Vector table base address */
   alt_u32    int_config[ALT_VIC_MAX_INTR_PORTS]; /* INT_CONFIG settings
                                                     for each interrupt */

} alt_vic_dev;

37.5.4. VIC の API

VIC デバイスドライバーは、インテル FPGA HAL 外部割り込みコントローラー (EIC) デバイスドライ
バーに必要なすべてのルーチンを提供します。Nios II 拡張 HAL 割り込み API には、次の関数が必要で
す。

• alt_ic_isr_register()

• alt_ic_irq_enable()

• alt_ic_irq_disable()

• alt_ic_irq_enabled()

これらの関数により、メモリーマッピングされているアドレスを介してレジスターマップに書き込み
を行い設定を変更する、もしくはレジスターマップから読み出し VIC コンポーネントのステータス
を確認します。

これらの関数についての詳細な説明は、 Nios II Software Developer’s Handbook の HAL
API Reference の章を参照してください。

次の表は、VIC コアに固有の API 関数、およびそれらの説明を簡単に示しています。各関数の詳細
については、この表に続いて示されています。

表 380. 関数のリスト

名称 説明

alt_vic_sw_interrupt_set() SW_INTERRUPTレジスターの対応するビットを設定し、ソフトウェア
を介して特定の割り込みを有効にします。

alt_vic_sw_interrupt_clear() SW_INTERRUPTレジスターの対応するビットをクリアし、ソフトウェ
アを介して特定の割り込みを無効にします。

alt_vic_sw_interrupt_status() 特定の割り込みの SW_INTERRUPTレジスターのステータスを読み出
します。

alt_vic_irq_set_level() 特定の割り込みの割り込みレベルを設定します。

関連情報
HAL API Reference
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37.5.4.1. alt_vic_sw_interrupt_set()

プロトタイプ int alt_vic_sw_interrupt_set(alt_u32 ic_id, alt_u32 irq)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード altera_vic_irq.h、altera_vic_regs.h

パラメーター ic_id - system.hで定義されている割り込みコントローラー識別番号
irq - system.hで定義されている割り込み値

戻り値 成功の場合は 0 を返します。それ以外の場合は、次の 1 つもしくは複数の理由で 0 以外になります。
ic_id の値が無効である
irq の値が無効である

説明 単一のソフトウェア割り込みをトリガーします。

37.5.4.2. alt_vic_sw_interrupt_clear()

プロトタイプ int alt_vic_sw_interrupt_clear(alt_u32 ic_id, alt_u32 irq)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい。ただし、割り込みプリエンプションが有効になっている場合は、このルーチンを呼び出す前にグローバル割り込み
を無効にします。

インクルード altera_vic_irq.h、altera_vic_regs.h

パラメーター ic_id - system.hで定義されている割り込みコントローラー識別番号
irq - system.hで定義されている割り込み値

戻り値 成功の場合は 0 を返します。それ以外の場合は、次の 1 つもしくは複数の理由で 0 以外になります。
ic_id の値が無効である
irq の値が無効である

説明 単一のソフトウェア割り込みをクリアします。

37.5.4.3. alt_vic_sw_interrupt_status()

プロトタイプ alt_u32 alt_vic_sw_interrupt_status(alt_u32 ic_id, alt_u32 irq)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい。ただし、割り込みプリエンプションが有効になっている場合は、このルーチンを呼び出す前にグローバル割り込み
を無効にします。

インクルード altera_vic_irq.h、altera_vic_regs.h

パラメーター ic_id - system.hで定義されている割り込みコントローラー識別番号
irq - system.hで定義されている割り込み値

戻り値 対応するソフトウェア・トリガー割り込みがアクティブな場合は 0 以外を返します。それ以外の場合は、次の 1 つもしく
は複数の理由で 0 になります。
対応するソフトウェア・トリガー割り込みが無効になっている
ic_id の値が無効である
irq の値が無効である

説明 単一の割り込みのソフトウェア割り込みステータスを確認します。
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37.5.4.4. alt_vic_irq_set_level()

プロトタイプ int alt_vic_irq_set_level(alt_u32 ic_id, alt_u32 irq, alt_u32 level)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 いいえ

インクルード altera_vic_irq.h、altera_vic_regs.h

パラメーター ic_id - system.hで定義されている割り込みコントローラー識別番号
irq - system.hで定義されている割り込み値
level - 設定する割り込みレベル

戻り値 成功の場合は 0 を返します。それ以外の場合は、次の 1 つもしくは複数の理由で 0 以外になります。
ic_id の値が無効である
irq の値が無効である
level の値が無効である

説明 単一の割り込みの割り込みレベルを設定します。
インテルでは、割り込みレベルを 0 にのみ設定して割り込みを無効にする、もしくは BSP で指定されている元の値に設
定することを推奨しています。他の値を書き込むと、重複レジスターセット、優先レベル、および他のデザイン規則に違反
する可能性があります。詳細は、 インテル FPGA HAL の実装に向けた VIC BSP のデザイン規則のセクションを参
照してください。

37.5.5. ランタイムの初期化

システムの初期化時に、ソフトウェアは BSP で指定されている設定を使用して各 VIC インスタンスの
コントロール・レジスターをコンフィグレーションします。RIL、RRS、および RNMI フィールドは、各 VIC
の各割り込みポートの割り込みコンフィグレーション・レジスターに書き込まれます。割り込みはすべて、
他のソフトウェアが alt_ic_isr_register() API を使用してハンドラーを登録するまで無効です。

37.5.6. ボード・サポート・パッケージ

Nios II システムに向けて生成する BSP は、VIC などのシステム内のハードウェアへのアクセスを提供
します。VIC ドライバーには、BSP ジェネレーターで呼び出すスクリプトが含まれています。それにより、
BSP 生成時にデフォルトの割り込み設定を取得し、設定を検証します。Nios II BSP Editor は、それら
の設定を編集し、プラットフォーム・デザイナーのデザインに BSP を生成するメカニズムを提供します。

ジェネレーターは、システム内の各 VIC にベクトル・テーブル・ファイルを生成します。このファイルは、
altera_<name>_vector_tbl.S と名付けられます。ベクトルテーブルのソースパスは、コンパイル
に向けて他の VIC ドライバー・ソース・コードとともに BSP Makefile に追加されます。その内容は、各
VIC の割り込みポートの BSP 設定に基づいています。

VIC は、BSP の設定でランタイムのスタック確認機能
(hal.enable_runtime_stack_checking) をサポートしていません。

VIC BSP の設定

VIC ドライバースクリプトは、BSP に設定を提供します。これらの設定の数と名前は、ハードウェア・シス
テムのコンフィグレーション (具体的には、Nios II プロセッサーのオプションのシャドー・レジスター・セ
ット数、システム内の VIC コントローラー数、および各 VIC の割り込みポート数) によって異なります。

特定の設定はシステム内のすべての VIC インスタンスに適用されますが、他の設定は特定の VIC イン
スタンスに適用されます。それぞれの割り込みポートに適用される設定は、その VIC インスタンスで指
定されている割り込みポート番号にのみ適用されます。
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このセクションのこれ以降の部分では、各 VIC BSP 設定の詳細と説明を示します。

37.5.6.1. altera_vic_driver.enable_preemption

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_ISR_PREEMPTION_ENABLED

タイプ BooleanDefineOnly

デフォルト値 VIC に接続されているすべてのコンポーネントがプリエンプションをサ
ポートしている場合は 1。接続されているコンポーネントのいずれかが
プリエンプションをサポートしていない場合は 0。

宛先ファイル system.h

説明 グローバル割り込みプリエンプション (ネスト) を有効にします。有効に
なっている (1 に設定されている) 場合、マクロの
ALTERA_VIC_DRIVER_ISR_PREEMPTION_ENABLEDが
system.hで定義されます。
2 種類の ISR プリエンプションが利用可能です。この設定を他の設定と
ともに有効にし、特定のタイプのプリエンプションを有効にする必要が
あります。
プリエンプション設定はすべて、BSP のデバイスドライバーが割り込み
プリエンプションをサポートしているかいないかによって決まります。プ
リエンプションの詳細に関しては、 Nios II Software
Developer’s Handbook の Exception Handling の章を参照
してください。

発生頻度 VIC ごとに 1 回

37.5.6.2. altera_vic_driver.enable_preemption_into_new_register_set

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_PREEMPTION_INTO_NEW_REGISTER
_SET_ENABLED

タイプ BooleanDefineOnly

デフォルト値 0

宛先ファイル system.h

説明 優先度の低い ISR の実行中に優先度の高い割り込みがアサートされ、
優先度の高い割り込みが現在処理されている割り込みとは異なるレジ
スターセットを使用する場合に、割り込みプリエンプション (ネスト) を
有効にします。
この設定を有効にしている (1 に設定している) 場合、マクロの
ALTERA_VIC_DRIVER_ISR_PREEMPTION_INTO_NEW_REG
ISTER_SET_ENABLEDが system.hで定義され、Nios II
config.ANI (自動ネスト割り込み) ビットがシステムのソフトウェ
ア初期化時にアサートされます。
この設定を使用し、実行中の優先度の低い割り込みとは異なるレジスタ
ーセットを使用する優先度の高い (RIL) 割り込みに、割り込みプリエン
プションを制限します。この設定により、一部のプリエンプションをサポ
ートする一方で、可能な限り短い割り込み応答時間を維持することがで
きます。ただし、この設定では、優先度の高い割り込みが優先度の低い割
り込みと同じレジスターセットに割り当てられている場合、優先度の高
い割り込み (RIL) で優先度の低い割り込みをプリエンプトすることは
できません。

発生頻度 VIC ごとに 1 回
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37.5.6.3. altera_vic_driver.enable_preemption_rs_<n>

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_ENABLE_PREEMPTION_RS_<n>

タイプ Boolean

デフォルト値 0

宛先ファイル system.h

説明 優先度の低い ISR の実行中に優先度の高い割り込みがアサートされた
場合に、指定されているレジスターセット番号を対象とするすべての割り
込みに対して割り込みプリエンプション (ネスト) を有効にします。
この設定を有効にしている (1 に設定している) 場合、各 VIC のベクト
ルテーブルは、特別な割り込みファネルを利用してプリエンプションを
管理します。そのレジスターセットに割り当てられているすべての VIC イ
ンスタンスのすべての割り込みでは、このファネルが使用されます。
優先度の高い割り込みが同じレジスターセットで実行されている優先度
の低い割り込みをプリエンプトすると、割り込みファネルはこの状態を
検出し、プロセッサーのレジスターをスタックに保存してから優先度の高
い ISR を呼び出します。優先度の高い ISR が完了すると、ファネルコー
ドはレジスターを復元し、優先度の低い ISR が実行を継続できるように
します。
このファネルには追加のオーバーヘッドが含まれるため、この設定を有
効にすると、このタイプのプリエンプションが有効になっているレジスタ
ーセットを対象とするすべての割り込みで割り込み応答時間が大幅に増
加します。
優先度の高い割り込みが優先度の低い割り込みをプリエンプトすること
を保証する必要があり、異なる優先度で複数の割り込みを同じ Nios II
シャドー・レジスター・セットに割り当てる場合は、この設定を使用しま
す。

発生頻度 レジスターセットごと。<n> は、レジスターセット番号を指します。

37.5.6.4. altera_vic_driver.linker_section

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_LINKER_SECTION

タイプ UnquotedString

デフォルト値 .text

宛先ファイル system.h

説明 生成される各 VIC のベクトルテーブルと各割り込みファネルがリンクす
るリンカーセクションを指定します。指定されているリンカーセクション
がマッピングされているメモリーデバイスは、プラットフォーム・デザイナ
ー・システムで Nios II の命令マスターとデータマスターの両方に接続
されている必要があります。
この設定を使用し、パフォーマンスが重要なコードをより高速なメモリー
にリンクします。例えば、システムのコードが DRAM にあり、オンチップ
または密結合のメモリー・インターフェイスを割り込み処理コードに使用
する場合、VIC ドライバーのリンカーセクションをそのメモリー内のセク
ションに割り当てることで、割り込み応答時間が向上します。
リンカーセクションと Nios II BSP Editor の詳細に関しては、 Nios II
Software Developer’s Handbook の Getting Started with
the Graphical User Interface の章を参照してください。

発生頻度 VIC ごとに 1 回
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37.5.6.5. altera_vic_driver.<name>.vec_size

識別子 <name>_VEC_SIZE

タイプ DecimalNumber

デフォルト値 16

宛先ファイル system.h

説明 各ベクトル・テーブル・エントリーのバイト数を指定します。選択可能な値
は、16、32、64、128、256、および 512 です。
BSP で生成される VIC ベクトルテーブルには、エントリーごとに 低
16 バイトが必要です。
独自のベクトルテーブルを作成する場合、または独自の ISR をベクトル
アドレスに配置する場合は、より大きなサイズを使用することができま
す。
ベクトルテーブルの合計サイズは、VIC インスタンスの割り込みポート
数にこの設定で指定されているベクトルテーブルのエントリーサイズを
掛けたものに等しくなります。

発生頻度 インスタンスごと。<name> は、プラットフォーム・デザイナーで割り当
てるコンポーネント名を指します。

37.5.6.6. altera_vic_driver.<name>.irq<n>_rrs

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_<name>_IRQ<n>_RRS

タイプ DecimalNumber

デフォルト値 RRS および RIL のデフォルトの設定のセクションを参照してください。

宛先ファイル system.h

説明 対応するポートに接続される割り込みの RRS を指定します。選択可能
な値は、1 からプロセッサーに定義されているシャドー・レジスター・セッ
トの数までです。

発生頻度 インスタンスの IRQ ごと。<name> は VIC の名前を指し、<n> はプ
ラットフォーム・デザイナーで割り当てる IRQ 番号を指します。プラット
フォーム・デザイナーを参照し、IRQ 番号に対応するデザインのコンポー
ネントを特定します。

37.5.6.7. altera_vic_driver.<name>.irq<n>_ril

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_<name>_IRQ<n>_RIL

タイプ DecimalNumber

デフォルト値 RRS および RIL のデフォルトの設定のセクションを参照してください。

宛先ファイル system.h

説明 対応するポートに接続される割り込みの RIL を指定します。選択可能な
値は 0 から 2RIL 幅-1 です。

発生頻度 インスタンスの IRQ ごと。<name> は VIC の名前を指し、<n> はプ
ラットフォーム・デザイナーで割り当てる IRQ 番号を指します。プラット
フォーム・デザイナーを参照し、IRQ 番号に対応するデザインのコンポー
ネントを特定します。
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37.5.6.8. altera_vic_driver.<name>.irq<n>_rnmi

識別子 ALTERA_VIC_DRIVER_<name>_IRQ<n>_RNMI

タイプ Boolean

デフォルト値 0

宛先ファイル system.h

説明 割り込みポートがマスク可能割り込みかマスク不可能割り込み (NMI)
かを指定します。有効な値は 0 と 1 です。0 に設定されている場合、ポー
トはマスク可能です。NMI をハードウェアで無効にすることはできませ
ん。また、NMI が有効になっている割り込みに関連付けられている RIL
および RRS 設定にはいくつかの制約があります。

発生頻度 インスタンスの IRQ ごと。<name> は VIC の名前を指し、<n> はプ
ラットフォーム・デザイナーで割り当てる IRQ 番号を指します。プラット
フォーム・デザイナーを参照し、IRQ 番号に対応するデザインのコンポー
ネントを特定します。

37.5.6.9. RRS および RIL のデフォルトの設定

各割り込みの RRS 値および RIL 値のデフォルトの割り当ては、プロセッサーに接続されている VIC イ
ンスタンスの割り込みポート 0 が 優先の割り込みであり、割り込みポート番号が増えるにつれて優先
度が低くなると想定しています。 初の VIC のデイジー・チェーン・インターフェイスを介して接続される
他の VIC インスタンスの割り込みポートには、順次低い優先度が割り当てられます。

VIC の割り込み設定のデフォルトを効果的に使用するには、プロセッサーに も近い VIC の小さい割
り込みポート番号に、 も優先度の高い割り込みを割り当てます。優先度の低い割り込み、およびシャド
ー・レジスター・セットへの排他的アクセスを必要としない割り込みは、大きい割り込みポート番号、また
はデイジーチェーン接続されている別の VIC に割り当てます。

次の手順は、デフォルトの RIL 割り当てのアルゴリズムについて説明しています。

1. 計算式の 2RIL width -1 を使用し、 大 RIL 値を計算します。

2. プロセッサーに接続している VIC の割り込みポート 0 には、可能な中で も大きい RIL が割り当
てられます。

3. RIL 値はデクリメントされ、RIL 値が 1 になるまで後続の各割り込みポートに連続して割り当てら
れます。

4. チェーン内の残りのすべての VIC の残りのすべての割り込みポートの RIL には、1 が割り当てられ
ます。

次の手順は、デフォルトの RRS 割り当てのアルゴリズムについて説明しています。

5. 大のレジスターセット番号が、 優先される割り込みに割り当てられます。

6. 後続の各割り込みは、デフォルトの RIL の割り当てと同じ方法を使用して割り当てられます。

VIC0 と VIC1 の 2 つの VIC を備えるシステムを例に説明します。各 VIC の RIL 幅は 3 で、それ
ぞれに 4 つの割り込みポートがあります。VIC0 はプロセッサーに接続され、VIC1 は VIC0 のデイ
ジー・チェーン・インターフェイスに接続されます。プロセッサーには 3 つのシャドー・レジスター・セ
ットがあります。
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表 381. デフォルトの RRS および RIL 割り当ての例

VIC IRQ RRS RIL

0 0 3 7

0 1 2 6

0 2 1 5

0 3 1 4

1 0 1 3

1 1 1 2

1 2 1 1

1 3 1 1

37.5.6.10.  インテル FPGA HAL の実装に向けた VIC BSP のデザイン規則

VIC BSP の設定では、多数の組み合わせが可能です。このリストは、機能する BSP を保証するために従
うべきいくつかの基本的なデザイン規則について説明しています。

• システムの各コンポーネントの割り込みインターフェイスは、各プロセッサーの 1 つの VIC インス
タンスにのみ接続する必要があります。

• プロセッサーのシャドー・レジスター・セットの数は、0 より大きくする必要があります。

• RRS の値は、常に 0 より大きく、シャドー・レジスター・セットの数以下にする必要があります。

• RIL の値は、常に 0 より大きく、 大 RIL 以下にする必要があります。

• レジスターセットに割り当てられる RIL はすべてシーケンシャルにし、優先度の高い割り込みが優
先度の低い割り込みで使用されているレジスターセットの内容を上書きしないようにする必要があ
ります。

注意: Nios II BSP Editor で使用される「オーバーラップ条件」という用語は、非シーケンシャルな RIL 割り
当てを指しています。

• NMI は、マスク可能な割り込みとレジスターセットを共有できません。

• NMI では、マスク可能な割り込みの 大 RIL 以上の数に RIL を設定する必要があります。等しい
場合、NMI の論理割り込みポート番号は、マスク可能な割り込みよりも小さくする必要があります。

• ベクトルテーブルおよびファネル・コード・セクションのメモリーデバイスは、データマスターと命令
マスターに接続する必要があります。

• NMI では、プリエンプションを無効にしてファネルを使用する必要があります。

• グローバル・プリエンプションが無効になっている場合、新しいレジスターセットに対するプリエン
プションまたはレジスターセットごとのプリエンプションを有効にすると、予期しない結果が生じる
ことがあります。レジスターセットで使用するすべての割り込みサービスルーチン (ISR) が、プリエ
ンプションをサポートしていることを確認してください。

• プリエンプションをサポートしないペリフェラルをもつレジスターセットに対してレジスターセット
のプリエンプションを有効にすると、予期しない動作が発生する可能性があります。
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37.5.6.11. RTOS に関する考慮事項

リアル・タイム・オペレーティング・システム (RTOS) を使用するようにコンフィグレーションされている
BSP では、ALT_OS_INT_ENTERおよび ALT_OS_INT_EXITマクロを使用して追加のソフトウェ
アが HAL 割り込みファネルコードにリンクされている場合があります。このコードの実際の性質とオー
バーヘッドは RTOS に固有です。追加コードにより、割り込みの応答と回復の時間が増加します。RTOS
のドキュメントを参照し、このようなコードが必要かを判断してください。

37.6.  プラットフォーム・デザイナーでの VIC の実装

このセクションでは、1 つまたは複数の VIC をプラットフォーム・デザイナー・システムに組み込む方法、
および VIC をソフトウェアでサポートする方法について説明します。

37.6.1. VIC ハードウェアの追加

VIC をプラットフォーム・デザイナー・システムに追加する場合は、次の上位レベルのタスクを実行する必
要があります。

1. EIC インターフェイスをお使いの Nios II プロセッサー・コアに追加します。

2. オプションで、シャドー・レジスター・セットをお使いの Nios II プロセッサー･コアに追加します
(HAL 割り込みサポートを使用する場合に必要)。

3. 1 つまたは複数の VIC コンポーネントを追加してパラメーター化します。

4. 割り込みソースを VIC コンポーネントに接続します。

37.6.1.1. EIC インターフェイスのシャドー・レジスター・セットの追加

このセクションでは、パラメーター・エディター・インターフェイスを介してプラットフォーム・デザイナーで
EIC インターフェイスおよびシャドー・レジスター・セットを Nios II プロセッサー・コアに追加する方法
を説明します。

1. プラットフォーム・デザイナーで、Nios II プロセッサーをダブルクリックし、パラメーター・エディタ
ー・インターフェイスを開きます。

2. Nios II プロセッサーで EIC インターフェイスを有効にします。これは、次の図に示されているよう
に、Advanced Features タブの Interrupt Controller リストで選択します。

Interrupt Controller には、Internal と External の 2 つのオプションがあります。
Internal を選択すると、プロセッサーは内部割り込みコントローラーとともに実装されます。
External を選択すると、EIC インターフェイスを備えるプロセッサーが実装されます。

注意: EIC インターフェイスを実装する際は、VIC などの EIC を接続する必要があります。EIC を
接続していない場合は、プラットフォーム・デザイナーのエラーが発生します。

3. 必要なシャドー・レジスター・セットの数を選択します。Number of shadow register sets の
リストで、システムのパフォーマンス目標に一致するレジスターセット数を選択します。

4. Finish をクリックして Nios II のパラメーター・エディター・インターフェイスを終了します。次の図
のように、プロセッサーが未接続の interrupt_controller_in Avalon-ST シンクを示す
ことに注意してください。
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図 -114: 割り込みコントローラーおよびシャドー・レジスター・セットのコンフィグレーション

図 -115: EIC インターフェイスを備える Nios II プロセッサー

シャドー・レジスター・セットは、レジスターの保存と復元に関連するコンテキスト切り替えオーバーヘッ
ドを低減します。これがない場合は、著しいオーバーヘッドが発生する可能性があります。可能な場合
は、高いパフォーマンスを必要とする各割り込みに対して 1 つのシャドー・レジスター・セットを追加しま
す。
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37.6.1.2. VIC のインスタンス化、パラメーター化、および接続

EIC インターフェイスとシャドー・レジスター・セットを Nios II プロセッサーに追加後は、プラットフォー
ム・デザイナー・システムで VIC をインスタンス化およびパラメーター化する必要があります。

37.6.1.2.1. インスタンス化

プラットフォーム・デザイナー・システムで VIC をインスタンス化するには、次の手順を実行します。

1. プラットフォーム・デザイナーで IP Catalog ウィンドウに移動します。

2. 検索ボックスに「vector」と入力します。次の図に示すように、インターフェイスでは VIC を除くすべ
てのコンポーネントが非表示になります。

3. Vectored Interrupt Controller コンポーネントをダブルクリックし、このコンポーネントをプラ
ットフォーム・デザイナー・システムに追加します。

図 -116: Vectored Interrupt Controller コンポーネント
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37.6.1.2.2. パラメーター化

VIC をシステムに追加する際に、Vectored Interrupt Controller インターフェイスは次のように表示
されます。

図 -117: Vectored Interrupt Controller のパラメーター化

VIC インターフェイスでは、次のオプションを指定することができます。

• Number of Interrupts - VIC でサポートする必要がある割り込み数

• Requested Interrupt Level (RIL) Width - 割り当てられるビット数により、各割り込み
の割り込みレベルを表します。

• DAISY_CHAIN_ENABLE - VIC を別の EIC にデイジーチェーン接続できるようにします。シ
ステムで複数の VIC をサポートする場合は、このオプションをオンにします。

注意: 使用例については、このドキュメントに付属している VIC のデイジーチェーン例を参照して
ください。

• Override Default Interrupt Signal Latency - 割り込み信号のレイテンシーを手動で指
定することができます。

• Manual Interrupt Signal Latency - 着信割り込み信号の処理にかかるサイクル数を指定
します。

VIC のパラメーター化が完了したら、Finish をクリックし、プラットフォーム・デザイナー・システムでコ
ンポーネントをインスタンス化します。
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37.6.1.2.3. VIC の接続

システムに VIC を追加すると、プラットフォーム・デザイナーでは次のように表示されます。

注意: デイジーチェーンを有効にしている場合、プラットフォーム・デザイナーは、
interrupt_controller_inと呼ばれる Avalon-ST シンクを VIC に追加します。

図 -118: VIC インターフェイス

VIC をプラットフォーム・デザイナー・システムに追加後は、システムレベルで VIC と EIC インターフェ
イスをパラメーター化する必要があります。VIC を追加した直後に、いくつかのエラーメッセージが表示
されます。次のアクションを任意の順序で実行し、これらのエラーメッセージを解決します。

• VIC の interrupt_controller_out Avalon-ST ソースを Nios II プロセッサーまたは
デイジーチェーン・コンフィグレーションの次の VIC の interrupt_controller_in
Avalon-ST シンクに接続します。

• Nios II プロセッサーの data_master Avalon-MM ポートを csr_access Avalon-MM ス
レーブポートに接続します。

• 次に示すように、システム内の割り込みベースのそれぞれのコンポーネントに割り込み番号を割り
当てます。このステップでは、各コンポーネントを VIC の割り込みポートに接続しています。

注意: システムに複数の EIC が含まれ、単一のプロセッサーに接続している場合は、各コンポーネントが 1 つ
の EIC の割り込みポートにのみ接続されていることを確認する必要があります。

図 -119: 割り込み番号の割り当て
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HAL VIC ドライバーを使用すると、ドライバーはレジスターセットから割り込みへのデフォルトの割り当
てを行います。デフォルトの割り当てでは、デバイスが VIC に接続される方法に基づき、割り込みの優先
順位に関していくつかの仮定が行われます。

注意: VIC の割り込み設定のデフォルトを効果的に使用するには、プロセッサーに も近い VIC の小さい割
り込みポート番号に、 も優先度の高い割り込みを割り当てます。

37.6.2. VIC 向けソフトウェア

VIC コンポーネントに基づきシステムの割り込みハンドラーを作成する場合は、HAL 拡張割り込み API
を使用してハンドラーを登録し、ランタイム環境を制御する必要があります。拡張割り込み API は、VIC
などの EIC で使用する多くの機能を提供します。このセクションでは、拡張割り込み API の関数のサブ
セットについて説明します。

拡張割り込み API に関しては、 Nios II Software Developer’s Handbook の Exception
Handling の章で、「Interrupt Service Routines」を参照してください。

このセクションでは特に、ドライバーをコーディングして拡張 API とレガシー API の両方をサポートす
る方法を示します。これには、拡張 API の存在をテストし、条件付きで適切な関数を呼び出すことが含ま
れます。

関連情報
Interrupt Service Routines

37.6.2.1. alt_ic_isr_register() と alt_irq_register()

拡張 API 関数の alt_ic_isr_register() は、レガシー関数の alt_irq_register() に
非常に類似しています。ただし、いくつかの重要な違いがあります。これら 2 つの関数の違いは、2 つの
API における ISR のレジスター (469 ページ) のコードを確認することで理解することができます。この
例では、ボード・サポート・パッケージ (BSP) に実装されているレガシー API または拡張 API のいずれ
かにタイマー割り込みを登録します。この例は、このドキュメントに付属するコード例から直接引用され
ています。

例-11: 2 つの API における ISR のレジスター

#ifdef ALT_ENHANCED_INTERRUPT_API_PRESENT
void timer_interrupt_latency_init (void* base, alt_u32 irq_controller_id, 
alt_u32 irq)
{
  /* Register the interrupt */
  alt_ic_isr_register(irq_controller_id, irq, timer_interrupt_latency_irq, 
base, NULL);
  /* Start timer */
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(base, ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK
  | ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
}
#else
void timer_interrupt_latency_init (void* base, alt_u32 irq)
{
  /* Register the interrupt */
  alt_irq_register(irq, base, timer_interrupt_latency_irq);
  /* Start timer */
  IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(base, ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_ITO_MSK
  | ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL_START_MSK);
}
#endif
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2 つの API における ISR のレジスター (469 ページ) の 初の行では、BSP が拡張割り込み API を実
装しているかを検出します。拡張 API が実装されている場合、
timer_interrupt_latency_init() 関数は拡張関数を呼び出します。そうでない場合、
timer_interrupt_latency_init() はレガシー割り込み API 関数に戻ります。

BSP で実装する API を Nios II ソフトウェア・ビルド・ツールで選択する方法に関しては、 Nios II
Software Developer’s Handbook の Exception Handling の章で、「Interrupt Service
Routines」を参照してください。

alt_ic_isr_register() 拡張関数 (470 ページ) は、alt_ic_isr_register() 関数のプロトタ
イプを示しています。この関数は、ISR を拡張 API に登録します。割り込みコントローラー識別子 (引数
ic_idで使用) および割り込みポート番号 (引数 irqで使用) は、system.h で定義されます。

例-12: alt_ic_isr_register() 拡張関数

extern int alt_ic_isr_register(alt_u32 ic_id,
  alt_u32 irq,
  alt_isr_func isr,
  void *isr_context,
  void *flags);

比較するため、alt_irq_register() レガシー関数 (470 ページ) では、alt_irq_register() 関
数のプロトタイプを示しています。この関数は、ISR をレガシー API に登録します。

例-13: alt_irq_register() レガシー関数

extern int alt_irq_register (alt_u32 id,
  void* context,
  alt_isr_func handler);

alt_ic_isr_register() に渡される引数は、alt_irq_register() に渡される引数とは
わずかに異なります。次の表は、2 つの関数に対する引数を比較しています。

表 382. alt_ic_isr_register() に対する引数と alt_irq_register() に対する引数

alt_ic_isr_register() の引数 目的 alt_irq_register() の引数

alt_u32 ic_id system.h で定義される一意の割り込みコン
トローラー ID

—

alt_u32 irq system.h で定義される割り込み要求
(IRQ) 番号

alt_u32 id

alt_isr_func isr 割り込みサービスルーチン (ISR) の関数ポイ
ンター

handler

void* isr_context コンポーネント固有のデータ構造へのオプショ
ンのポインター

context

void* flags 予約済み。他の EIC の実装でこの引数を使用
する場合があります。

なし

レガシー割り込み API と拡張割り込み API には、他にも大きな違いがあります。これらの違いのいくつ
かは、ISR 本体に影響します。特に、この 2 つの API は完全に異なる割り込みプリエンプション・モデル
を採用しています。このドキュメントに付属するサンプルコードでは、多くの違いが表されています。

HAL 割り込み API の他の関数については、 Nios II Software Developer’s Handbook の
Exception Handling および HAL API Reference の章を参照してください。
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関連情報
• Exception Handling

• HAL API Reference

37.7. デザイン例

このセクションでは、このドキュメントで提供されているデザイン例について簡単に説明することで、
VIC の使用法を示します。さらにこのセクションでは、Cyclone V SoC 開発キットでサンプル・ソフトウ
ェアを実行する手順について説明します。

37.7.1. デザイン例の説明

デザイン例は、VIC_collateral_cv.zip と呼ばれるファイルで提供されます。

表 383. VIC_collateral_cv.zip のデザイン例

デザイン例の名称 フォルダー名 説明

VIC Basic VIC_Example 単一の VIC

VIC Daisy-Chain VIC_DaisyChain_Example デイジーチェーン接続されている 2 つの VIC

VIC Table-Resident VIC_ISRnVectorTable_Example ベクトルテーブルに配置されている ISR を使
用する VIC

IIC VIC_noVIC_Example IIC 例。VIC の例と比較する目的で提供されて
います。

VIC_collateral_cv.zip 内のトップレベルのフォルダーは、VIC_collateral_cv と呼ばれ、次の
ファイルを含みます。

• run_sw.sh — シェルスクリプトで、1 つ、複数、またはすべてのデザイン例を実行します。

• README.txt — .zip ファイルの内容を説明します。

図 -120: VIC Basic デザイン例
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図 -121: VIC Daisy-Chain デザイン例

IIC のデザインは VIC Basic のデザインと同じですが、VIC と EIC インターフェイスが IIC に置き換え
られています。VIC Table-Resident のデザインは、VIC Basic のデザインと同じです。

それぞれの例では、ソフトウェアでタイマーとパフォーマンス・カウンターを組み合わせて使用し、割り込
みパフォーマンスを測定します。各例のソフトウェアは、パフォーマンスを計算して結果を stdout に送
信します。

VIC_collateral_cv.zip には run_sw.sh スクリプトが含まれており、1 つ、複数、もしくはすべて
のデザイン例を実行します。run_sw.sh は、SRAM Object File (.sof) および Executable and
Linkable Format File (.elf) をそれぞれの例にダウンロードし、コマンドラインで指定している例に
関して、コードを Cyclone V SoC で実行します。

注意: run_sw.sh では、JTAG ダウンロード・ケーブルを 1 つのみホスト・コンピューターに接続していると
想定しています。複数の JTAG ケーブルがある場合は、run_sw.sh を変更し、Cyclone V SoC 開発
キットに接続しているケーブルを指定する必要があります。

関連情報
• Nios® II プロセッサー・サポート

• VIC_collateral_cv.zip

37.7.2. 使用例

インテルでは、 初に各デザイン例を分散して実行し、ご自身のハードウェアでのデザイン例のパフォー
マンスを確認することを推奨しています。その後、任意の例を変更し、VIC のパフォーマンス・オプション
を検討したり、アプリケーションに向けてコードをカスタマイズしたりすることができます。

次の手順を行い、各デザイン例を実行します。

1. Cyclone V SoC ボードを起動します。

2. USB ケーブルを接続します。

3. VIC_collateral_cv.zip ファイルを作業ディレクトリーに解凍し、フォルダー名を展開します。

注意: 作業ディレクトリーへのパス名にスペースを含めないでください。
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4. Nios II コマンドシェルで、 上位ディレクトリーの VIC_collateral_cv に移動します。

5. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

./run_sw.sh

スクリプトはオプションのリストを表示します。

6. run_sw.sh を再度実行します。ここでは、コマンドライン・オプションを使用して実行するデザイ
ン例を指定する、もしくはすべてのデザイン例を実行します。VIC 例 (474 ページ) では、セッション
例を示しています。

run_sw.sh スクリプトは、次のステップを実行します。

a. コマンドライン引数を解析し、実行するデザイン例を特定します。

b. 選択されている例に.sof をダウンロードします。

c. 選択されている例に.elf をダウンロードします。

d. nios2-terminal を開始し、ソフトウェアの出力をキャプチャーします。

37.7.3. ソフトウェアの説明

それぞれのデザイン例のソフトウェアは非常に類似しています。例えば、VIC Basic デザイン例のソフト
ウェアと IIC デザイン例のソフトウェアでは、端末に出力を生成する printf() 呼び出しが異なりま
す。

これらのソフトウェアはすべて、次のステップを実行します。

1. 測定目的で使用されるタイマーをコンフィグレーションします。

2. 割り込みサービスルーチン (ISR) を登録します。

3. グローバル変数を 0xfeedfaceに設定します。

4. パフォーマンス・カウンターを開始し、割り込み時間を測定します。

5. ISR がグローバル変数を 0xfacefeedに設定するまで待機します。

6. パフォーマンス・カウンターを停止し、割り込み時間を計算します。

VIC Daisy-Chain のデザイン例では、図 121 (472 ページ) に示すとおり、デイジーチェーンで接続さ
れている両方の VIC の測定を行います。

これらのすべてのデザイン例では、Nios II SBT ツールの GCC コンパイラーは 適化レベル 2 に設定
されています。また、一部の設定は BSP 生成時に変更され、コードサイズが縮小されます。これらの設定
はすべて、デザイン例に含まれている create-this-bsp スクリプトにあります。設定が異なる場合、これ
らのデザイン例で示されるクロックサイクル数は、このドキュメントとは異なることに注意してください。

VIC Table-Resident のコード例の動作に関しては、「ベクトルテーブルにおける ISR の配置」を参照
してください。サンプル・ソフトウェアでのパフォーマンス・カウンターの使用法に関しては、「パフォーマ
ンス・カウンターでのレイテンシー測定」を参照してください。
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例-14: VIC 例

関連情報
• ベクトルテーブルにおける ISR の配置 (474 ページ)

• パフォーマンス・カウンターでのレイテンシー測定 (476 ページ)

37.7.4. ベクトルテーブルにおける ISR の配置

サイズの小さい重要な ISR がある場合は、ISR コードをベクトルテーブルに直接配置することにより、
高のパフォーマンスを実現することができます。この方法により、ベクトルテーブルから HAL ファネル

を介して ISR に分岐する際のオーバーヘッドをなくします。このセクションでは、VIC Basic デザイン例
のソフトウェアを変更し、VIC Table-Resident デザイン例を作成する方法について説明します。この例
を使用して手順を正しく理解し、その後カスタムコードに同等の変更を加えます。

ベクトルテーブルに ISR を配置することは、高度でエラーが発生しやすい手法であり、HAL では直接サ
ポートされていません。細心の注意を払い、ISR コードをベクトル・テーブル・エントリーに収める必要が
あります。ISR がベクトル・テーブル・エントリーをオーバーフローすると、ベクトルテーブル内の他のエ
ントリー、および割り込み処理システム全体が破損します。
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ベクトルテーブルに ISR を配置する際は、登録を行う必要はありません。
alt_ic_isr_register() は呼び出さないでください。ベクトルテーブルの内容が上書きされま
す。

ISR がベクトルテーブルにある場合、HAL はファネルコードを提供しません。そのため、ISR コードで
は、通常はファネルで処理されるコンテキストの切り替え動作を実行する必要があります。ファネルのコ
ンテキスト切り替えには、次の動作の一部またはすべてが含まれます。

• レジスターの保存と復元

• プリエンプションの管理

• スタックポインターの管理

可能な限り高速な ISR を作成するには、次のガイドラインに従うことで、ISR で実行するコンテキスト切
り替え動作を 小限にする、もしくはなくします。

• ISR をアセンブリー言語で記述します。

• ISR で使用するシャドー・レジスター・セットを割り当てます。

• 同じレジスターセットを使用している別の ISR で ISR がプリエンプトされないことを確認します。
デフォルトで、レジスターセット内のプリエンプションは Nios II プロセッサーで無効にされます。
この条件は、ISR にレジスターセットへの排他的アクセスを与えることで保証することもできます。

VIC Table-Resident のデザイン例では、BSP で生成されるファイルの
altera_vic1_vector_tbl.S を変更する必要があります。この変更後に BSP を再生成すると、Nios
II ソフトウェア・ビルド・ツールは altera_vic1_vector_tbl.S を再生成し、変更は上書きされます。

関連情報
ソフトウェアの説明 (473 ページ)

37.7.4.1. ベクトルテーブルのエントリーサイズの増加

ISR をベクトルテーブルに挿入するには、ベクトルエントリーのサイズを増やし、ISR 全体がベクトル・
テーブル・エントリーに収まるようにする必要があります。
altera_vic_driver.<vic_instance>.vec_sizeの BSP 設定を使用し、ベクトルテーブ
ルのエントリーサイズを調整します。Nios II ソフトウェア・ビルド・ツールのコマンドラインで、--set
コマンドライン・オプションを使用してこの設定を操作することができます。この設定は、Nios II BSP
Editor でも変更することができます。

VIC Table-Resident のデザイン例では、<vic_instance> は VIC1で、<size> は 256 バイト
に設定されています。

37.7.4.2. ISR の非登録

ベクトルテーブルに配置する割り込みの alt_ic_isr_register() の呼び出しを削除します。こ
の関数は、alt_ic_irq_enable() 呼び出しと置き換えます。alt_ic_isr_register() は
呼び出さないでください。ベクトルテーブルの内容が上書きされ、ISR 本体が破損します。

37.7.4.3. ベクトルテーブルへの ISR の挿入

このドキュメントに含まれる VIC Table-Resident デザイン例では、ISR コードは BSP フォルダーの
vector.h と呼ばれるファイルにあります。
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このコードをベクトルテーブルに挿入するには、以下の手順を行います。

1. create-this-bsp スクリプトを実行し、BSP を生成します。

2. 次の例で示されているように、altera_vic1_vector_tbl.S を変更します。

例-15: インテル FPGA_vic1_vector_tbl.S に対する変更

#include "altera_vic_funnel.h"
#include "vector.h"                  /* ADD THIS LINE MANUALLY */
    .section .text
    .align 2
    .globl VIC1_VECTOR_TABLE
VIC1_VECTOR_TABLE:
    MY_ISR 256                     /* THIS LINE REPLACES THE FIRST VECTOR TABLE 
ENTRY */
    ALT_SHADOW_NON_PREEMPTIVE_INTERRUPT 256
    ALT_SHADOW_NON_PREEMPTIVE_INTERRUPT 256
    ALT_SHADOW_NON_PREEMPTIVE_INTERRUPT 256
    ALT_SHADOW_NON_PREEMPTIVE_INTERRUPT 256

これらの手順が完了後に、ソフトウェアをビルドして実行し、報告される割り込み時間を確認します。この
例では、変更されていない VIC Basic のデザイン例よりも約 18 クロックサイクル速くなります。

「リアルタイムのレイテンシーに関する問題」で説明されている理由により、多少の変動が発生すること
があります。

関連情報
リアルタイムのレイテンシーに関する問題 (477 ページ)

37.7.5. パフォーマンス・カウンターでのレイテンシー測定

インテル Quartus Prime では、迅速で正確なパフォーマンス測定を行うことができます。このドキュメ
ントに含まれるすべてのデザイン例では、パフォーマンス・カウンター・コンポーネントを使用して割り込
みレイテンシーを測定します。

これらのデザイン例では、次のステップを行い割り込み処理に費やした合計時間を測定します。

1. グローバル変数の interrupt_watch_valueを既知の値である 0xfeedfaceに初期化し
ます。

2. タイマー割り込みをセットアップし、interrupt_watch_valueを 0xfacefeedに設定す
る ISR を登録します。

3. タイマーを起動します。

4. interrupt_watch_valueが 0xfacefeedになるまで、while() ループで待機します。

5. while() ループの終了後すぐに、パフォーマンス・カウンターを停止し、クロックサイクルを計算
して計算された値を stdoutに表示します。

同様の方法を使用し、システムのリアルタイムの割り込みレイテンシーを特定することができます。

関連情報
• ソフトウェアの説明 (473 ページ)

• リアルタイムのレイテンシーに関する問題 (477 ページ)
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37.8. 高度な項目

このセクションでは、高度な割り込み処理に役立ついくつかの内容を提供します。

37.8.1. リアルタイムのレイテンシーに関する問題

このセクションでは、割り込みレイテンシーの概要、割り込みレイテンシーを決定する複合要素、および
レイテンシーの測定方法を示します。割り込みレイテンシーには、以下の要素が含まれます。

• パイプライン・レイテンシー

• 原因のレイテンシー

• 選択のレイテンシー

• ファネル・レイテンシー

• コンパイラーに関連するレイテンシー

図 -122: 割り込みレイテンシーの要素
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このセクションは、レイテンシーの各要素についてまとめています。また、レイテンシーを測定する方法に
ついても説明しています。提供されているデザイン例では、パフォーマンス・カウンター・コアを使用して
すべてのタイミングの測定値をキャプチャーします。パフォーマンス・カウンター・コアの使用法について
は、「パフォーマンス・カウンターでのレイテンシー測定」で説明しています。

関連情報
• ベクトルテーブルへの ISR の挿入 (475 ページ)
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• パフォーマンス・カウンターでのレイテンシー測定 (476 ページ)

37.8.1.1. 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、アサートされている割り込み信号から、例外ベクトルで 初の命令が実
行されるまでのクロックサイクル数として定義されます。これは、プロセッサーが実行しているメモリー
の種類やハードウェア内の他のマスターポートの影響により大きく変動することがあります。理論上で
は、動作に問題のあるマスターポートがプロセッサーのメモリーへのアクセスをブロックしており、プロ
セッサーがフリーズした場合、この時間は無限になる可能性があります。

37.8.1.2. 原因のレイテンシー

原因のレイテンシーは、プロセッサーが例外をハードウェア割り込みとして特定するまでに必要な時間で
す。VIC などの EIC では、各ハードウェア割り込みにはソフトウェアの例外ベクトルアドレスとは別に専
用の割り込みベクトルアドレスがあるため、原因のレイテンシーは 0 になります。

37.8.1.3. 選択のレイテンシー

選択のレイテンシーは、トリガーされる割り込みに応じて、システムで制御を正しい割り込みベクトルに
転送するために必要な時間です。VIC コンポーネントの選択レイテンシーは、処理する割り込みの数に
よって異なります。次の表は、単一の VIC における割り込みの数に対する選択レイテンシーをまとめてい
ます。

表 384. VIC レイテンシーのコンポーネント

割り込みの総数 割り込み要求クロック遅延
(クロック)

優先処理クロック遅延 (ク
ロック)

ベクトル生成クロック遅延
(クロック)

合計割り込みレイテンシー
(クロック)

1 2 0 1 3

2—4 2 1 1 4

5—16 2 2 1 5

17—32 2 3 1 6

37.8.1.4. ファネル・レイテンシー

ファネル・レイテンシーは、割り込みファネルでコンテキストの切り替えに必要な時間です。ファネル・レイ
テンシーには、レジスターの保存と復元、プリエンプションの管理、スタックポインターの管理が含まれ
ます。ファネル・レイテンシーは、次の要因によって決まります。

• 個別の割り込みスタックが使用されるか

• 命令のロードと格納に必要なクロックサイクル数

• 割り込みで異なるレジスターセットへの切り換えが必要か

• 割り込みが同じレジスターセット内の別の割り込みをプリエンプトしているか

• レジスターセット内でのプリエンプトが許可されるか

レジスターセット内のプリエンプションには特別な注意が必要です。割り込みで同じレジスターセットに
割り当てられている別の割り込みをプリエンプトできる場合、HAL VIC ドライバーは特別なファネルコ
ードを提供します。この場合、ファネルでは、レジスターの内容の保存および復元に追加のオーバーヘッ
ドが発生します。BSP を作成する際に、レジスターセット内のプリエンプションは、VIC ドライバーの
altera_vic_driver_enable_preemption_rs_<n> 設定を使用して制御することができ
ます。
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注意: 密結合メモリーにより、Nios II プロセッサーはロードまたはストア命令を 1 クロックサイクルで実行す
ることができます。密結合ではないオンチップメモリーを使用する場合は、プロセッサーには 2 クロック
サイクルが必要です。

表 385. 単一スタックの HAL レイテンシー

ファネルタイプ ロードまたはストアに必要なクロックサイクル

1 2

レジスターセット内のプリエンプションが無効
になっているシャドー・レジスター・セット

10 13

レジスターセット内のプリエンプションが有効
になっているシャドー・レジスター・セット

42
同じレジスターセット (sstatus.SRS=0)

64
同じレジスターセット (sstatus.SRS=0)

26
異なるレジスターセット
(sstatus.SRS=1)

32
異なるレジスターセット
(sstatus.SRS=1)

表 386. 個別の割り込みスタックの HAL レイテンシー

ファネルタイプ ロードまたはストアに必要なクロックサイクル

1 2

レジスターセット内のプリエンプションが無効
になっているシャドー・レジスター・セット

11
別の割り込みをプリエンプトしない
(sstatus.IH=0)

14
別の割り込みをプリエンプトしない
(sstatus.IH=0)

12
別の割り込みをプリエンプトする
(sstatus.IH=1)

15
別の割り込みをプリエンプトする
(sstatus.IH=1)

レジスターセット内のプリエンプションが有効
になっているシャドー・レジスター・セット

42
同じレジスターセット (sstatus.SRS=0)

64
同じレジスターセット (sstatus.SRS=0)

27
• 異なるレジスターセット

(sstatus.SRS=1)

• 別の割り込みをプリエンプトしない
(sstatus.IH=0)

33
• 異なるレジスターセット

(sstatus.SRS=1)

• 別の割り込みをプリエンプトしない
(sstatus.IH=0)

28
• 異なるレジスターセット

(sstatus.SRS=1)

• 別の割り込みをプリエンプトする
(sstatus.IH=1)

34
• 異なるレジスターセット

(sstatus.SRS=1)

• 別の割り込みをプリエンプトする
(sstatus.IH=1)

上の 2 つの表に関して、 も小さいレイテンシーは次の条件で発生することに注目してください。

• 異なるレジスターセット — シャドー・レジスター・セットの切り替え。ISR は中断されるタスクとは
異なるレジスターセットで実行されており、レジスターの保存および復元が必要ありません。

• レジスターセット内のプリエンプション (ネスト化) が無効になっている。

逆に、 大のレイテンシーは次の条件で発生します。

• 同じレジスター・セット — シャドー・レジスター・セットの切り替えなし。ISR は中断されるタスクと
同じレジスターセットで実行されており、ファネルコードでレジスターを保存および復元する必要が
あります。

• レジスターセット内のプリエンプションが有効になっている。

37. ベクトル割り込みコントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

479

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


これらの 2 つの重要な要素のうち、プリエンプションはレイテンシーに も大きな違いをもたらします。
プリエンプションを無効にすると、他の要素に関係なく、はるかに小さいレイテンシーがもたらされます。

37.8.1.5. コンパイラーに関連するレイテンシー

GNU C コンパイラーは、ISR を含む多くの C 関数のプロローグとエピローグを作成します。プロローグ
とエピローグはコードのシーケンスで、C ランタイム環境のコンテキストの保存や復元などのハウスキ
ーピング・タスクを処理します。プロローグとエピローグに必要な時間は、コンパイラーに関連するレイテ
ンシーと呼ばれます。

C コンパイラーは、必要に応じてプロローグとエピローグを生成します。コンパイラーの 適化が有効に
なっており、ルーチンがコンパクトでローカル変数が少ない場合は通常、プロローグとエピローグは省
略されます。プロローグとエピローグが生成されているかは、関数のアセンブリー・コードを調べることで
特定することができます。

コンパイラーのレイテンシーは通常、全体的な割り込みサービス・パフォーマンスにわずかにしか影響し
ません。コンパイラーのレイテンシーが懸念される場合には、次の 2 つのオプションがあります。

• コンパイラーの 適化を有効にして ISR を単純にすることで、ローカル変数を 小限に抑えます。

• ISR をアセンブリー言語で記述します。

37.8.2. ソフトウェア割り込み

ソフトウェアでは、適切な VIC のコントロールおよびステータスレジスター (CSR) に書き込むことに
より、任意の VIC 割り込みをトリガーすることができます。ソフトウェアでは、任意のハードウェア割り込
みソースに接続されている割り込み、およびハードウェアに接続されていない割り込み (ソフトウェアの
みでの割り込み) をトリガーすることができます。

ソフトウェアからの割り込みトリガーは、デバッグに役立ちます。ソフトウェアでは、割り込みがトリガー
されるタイミングを制御し、システムの割り込み応答を測定することができます。

ソフトウェアのみでの割り込みを使用し、割り込みの優先順位を変更することができます。優先順位の高
いハードウェア割り込みに応答する ISR では、ハードウェアに必要な 小限の処理を実行し、その後、優
先レベルの低いソフトウェアのみでの割り込みをトリガーして割り込み処理を完了させることができま
す。

ソフトウェア割り込みの管理には、次の関数を利用することができます。

• alt_vic_sw_interrupt_set()

• alt_vic_sw_interrupt_clear()

• alt_vic_sw_interrupt_status()

BSP を生成すると、これらの関数の実装は、bsp/hal/drivers/src/altera_vic_sw_intr.c に
あります。

注意: 割り込み番号の値を SOFT_IRQで定義する必要があります。

例-16: ソフトウェア割り込みのレジスター

alt_ic_isr_register(
  VIC1_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
  SOFT_IRQ,
  soft_interrupt_latency_irq,
  NULL, NULL)

37. ベクトル割り込みコントローラー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

480

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


例-17: タイマー割り込みのレジスター (比較用)

alt_ic_isr_register(
  LATENCY_TIMER_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
  LATENCY_TIMER_IRQ,
  timer_interrupt_latency_irq,
  LATENCY_TIMER_BASE,
  NULL);

次のコードでソフトウェア割り込みを生成します。
alt_vic_sw_interrupt_set(VIC1_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, SOFT_IRQ);

37.9. ベクトル割り込みコントローラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 • 関連リンクと誤字を修正しました。
• 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2016 年 5 月 2016.05.03 次のセクションを追加しました。
• プラットフォーム・デザイナーでの VIC の実装
• デザイン例
• 高度な項目

2015 年 11 月 2015.11.06 次の表を更新しました。
• 表 372 (447 ページ)
• 表 374 (450 ページ)
• 表 379 (454 ページ)

2013 年 12 月 v13.1.0 INT_ENABLEレジスターの説明を更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 VIC が BSP の設定でランタイムのスタック確認機能をサポートしないことを示す注記を
追加しました。
「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 初版
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38.  Avalon-ST データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パター
ン・チェッカー・コア

38.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) インターフェイスのデータの生成および監視ソリューションは、2
つのコンポーネントで構成されます。データ・パターン・ジェネレーター・コアは、データパターンを生成し、
それを Avalon-ST インターフェイスで送信します。データ・パターン・チェッカー・コアは、同じデータを受
信し、その正確性を確認します。

38.2. データ・パターン・ジェネレーター

このセクションでは、データ・パターン・ジェネレーター・コアのハードウェア構造と機能について説明しま
す。

38.2.1. 機能の説明

データ・パターン・ジェネレーター・コアは、コマンドを受け入れ、データを生成してそれをパラレル
Avalon-ST ソース・インターフェイスに駆動します。

図 -123: データ・パターン・ジェネレーター・コアのブロック図
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Generator
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コアをインスタンス化する際に、出力データ信号の幅は 32 ビットまたは 40 ビットのいずれかにコンフ
ィグレーションすることができます。

このコアをコンフィグレーションし、8 ビットまたは 10 ビット幅のシンボルを出力することができます。
デフォルトで、コアはビートごとに 4 つのシンボルを生成し、それぞれ 32 ビットまたは 40 ビット幅のデ
ータを Avalon-ST インターフェイスに出力します。コアのデータ形式のエンディアンは、ビート内では
初に 上位のシンボルがあり、シンボル内では 初に 上位のビットがあります。例えば、出力データを
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32 ビットにコンフィグレーションすると、ビット 31 が 初のデータビットになり、その後ビット 30 以下
が続きます。このインターフェイスのエンディアンは、今後のコアのバージョンで変更になる場合があり
ます。

データ幅が小さい場合は、Avalon-ST データ・フォーマット・アダプターを使用し、データ幅の調整を行
うことができます。Avalon-ST データ・フォーマット・アダプターは、出力を 1 ビートあたり 4 シンボルか
ら 1 ビートあたり 2 または 1 シンボルに変換します。これにより、コアの 32 ビット出力を 16 ビットま
たは 8 ビット出力に適合させ、40 ビット出力を 20 ビットまたは 10 ビット出力に適合させることがで
きます。

Avalon-ST データ・フォーマット・アダプターに関しては、Platform Designer User Guide を参照し
てください。

コントロールおよびステータス・インターフェイス

コントロールおよびステータス・インターフェイスは、Avalon-MM スレーブです。これを使用すると、デー
タの生成を有効または無効にすることができます。このインターフェイスはまた、データパターンを選択
し、データストリームにエラーを挿入するランタイムの機能を提供します。

出力インターフェイス

出力インターフェイスは、パラレル Avalon-ST インターフェイスです。データ幅は、出力インターフェイ
スで要件に合わせてコンフィグレーションすることができます。

サポートされるデータパターン

ビートあたりにおいて、次のデータパターンが次の方法でサポートされます。コアが無効になっている、ま
たはアイドル状態の場合、データ出力で生成されるデフォルトのパターンは、0×5555 (32 ビット・デー
タ幅の場合)、または 0×55555 (40 ビット・データ幅の場合) です。

表 387. サポートされるデータパターン (バイナリー・エンコーディング)

パターン 32 ビット 40 ビット

PRBS-7 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-15 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-23 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-31 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

高周波数 10101010 × 4 1010101010 × 4

低周波数 11110000 × 4 1111100000 × 4

表 29–1 に関する注意
1. PRBS パターンはすべて、11111111 でシードされます。

このコアは、カスタム・データ・パターンをサポートしません。

エラーの挿入

レジスターマップの Inject Errorレジスターのビットを制御することにより、エラーをデータスト
リームに注入することができます (Inject Error フィールドの説明の表を参照してください)。Inject
Error ビットが設定されると、次のデータビートの LSB を反転させることにより、1 ビットのエラーが生
成されます。

38.  Avalon-ST データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コア
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コアでデータパターンの生成が開始される前に Inject Error ビットが設定されると、エラービットは
初の出力サイクルに挿入されます。

エラーがパイプラインに入ると、Inject Errorレジスタービットは自動的にリセットされるため、次
のエラーを挿入することができます。

プリアンブル・モード

プリアンブル・モードは、同期またはワード・アライメントに使用されます。プリアンブル・モードが設定さ
れている場合、プリアンブル・コントロール・レジスターは、選択されているパターンが生成される前にプ
リアンブル文字を指定されている回数送信するため、レシーバーのワード・アライメント・ブロックでビッ
トストリームのワード境界を特定することができます。

ビット数 (Numbits) は、プリアンブル・モードでプリアンブル文字を出力するサイクル数を決定しま
す。ビット数 (Numbits) は、プリアンブル・コントロール・レジスターで設定することができます。デフォ
ルトの設定は 0 で、 大値は 255 ビットです。このモードは、データ・パターン・ジェネレーション・コアが
無効になっている場合にのみ設定できます。

38.2.2. コンフィグレーション

コアは、プラットフォーム・デザイナーで次のパラメーターを設定することにより、コンフィグレーションす
ることができます。

• 次のパラメーターを使用し、データ・パターン・ジェネレーター・コアの入力インターフェイスをコンフ
ィグレーションすることができます。

ST_DATA_W — データ・パターン・チェッカー・コアがサポートする入力データ信号の幅。有効な
値は、32、40、50、64、66、80、および 128 です。

• バイパス・インターフェイスを追加し、バイパスポートを介して入力データを登録および出力すること
ができます。それには、次のパラメーターを使用します。

Enable Bypass Interface — このオプションを選択し、このインターフェイスを有効にしま
す。デフォルトで、このインターフェイスは無効になっています。

• データ・パターン・ジェネレーター・コアは、2 種類のインターフェイス (Avalon-ST およびコンジッ
ト・インターフェイス) をサポートします。次のパラメーターを使用し、この 2 つのインターフェイスの
いずれかを選択することができます。

Enable Avalon Interface — このオプションを選択し、Avalon インターフェイスを有効にし
ます。デフォルトで、このインターフェイスが有効になっています。このオプションの選択を解除する
と、コンジット・インターフェイスが有効になります。

• 周波数カウンターは、次のパラメーターを選択することで有効になります。

Enable Frequency Counter

• 次のパラメーターは、Avalon-MM クロックドメインから Avalon-ST クロックドメインへのクロッ
ク・クロッシングの同期深度を決定します。

CROSS_CLK_SYNC_DEPTH — デフォルト値は 2 です。有効な値は => 2 です。

38.3. データ・パターン・チェッカー

このセクションでは、データ・パターン・チェッカー・コアのハードウェア構造と機能について説明します。

38.  Avalon-ST データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コア
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38.3.1. 機能の説明

データ・パターン・チェッカー・コアは、Avalon-ST シンク・インターフェイスを介してデータを受け入れ、
データ・パターン・ジェネレーター・コアまたは他の PRBS ジェネレーターでデータの生成に使用された所
定のパターンと同じパターンに対してデータの正確さを確認し、例外をコントロール・インターフェイスに
報告します。

図 -124: データ・パターン・チェッカー
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コアをインスタンス化する際に、出力データ信号の幅を 32 ビットまたは 40 ビットのいずれかにコンフ
ィグレーションすることができます。選択したデータ幅をランタイムにコンフィグレーションすることはで
きません。

このコアをコンフィグレーションし、8 ビットまたは 10 ビット幅のシンボルを出力することができます。
デフォルトで、コアはビートごとに 4 つのシンボルを生成し、それぞれ 32 ビットまたは 40 ビット幅のデ
ータを Avalon-ST インターフェイスに出力します。コアのデータ形式のエンディアンは、ビート内では
初に 上位のシンボルがあり、シンボル内では 初に 上位のビットがあります。例えば、出力データを
32 ビットにコンフィグレーションすると、ビット 31 が 初のデータビットになり、その後ビット 30 以下
が続きます。このインターフェイスのエンディアンは、今後のコアのバージョンで変更になる場合があり
ます。

出力データの幅を 32 ビットにコンフィグレーションすると、コアは 1 ビートあたり 4 つの 8 ビット幅シ
ンボルを入力します。8 ビットおよび 16 ビットのデータ幅を実現するには、Avalon-ST データ・フォーマ
ット・アダプター・コンポーネントを使用し、1 ビートあたり 4 シンボルを 1 ビートあたり 1 または 2 シン
ボルに変換します。

同様に、出力データの幅を 40 ビットにコンフィグレーションすると、コアは 1 ビートあたり 4 つの 10
ビット幅シンボルを入力します。10 ビットおよび 20 ビットの入力は、1 ビートあたり 4 シンボルから 1
ビートあたり 1 および 2 シンボルに切り替えることで実現することができます。

コントロールおよびステータス・インターフェイス

コントロールおよびステータス・インターフェイスは、Avalon-MM スレーブです。これを使用すると、パタ
ーンのチェックを有効または無効にすることができます。このインターフェイスはまた、データパターンを
選択し、ステータス信号を読み取るランタイムの機能を提供します。

入力インターフェイス

入力インターフェイスは、パラレル Avalon-ST インターフェイスです。データ幅は、このインターフェイ
スで要件に合わせてコンフィグレーションすることができます。
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サポートされるデータパターン

ビートあたりにおいて、次のデータパターンが次の方法でサポートされます。コアが無効になっている、ま
たはアイドル状態の場合、データ出力で生成されるデフォルトのパターンは、0×5555 (32 ビット・デー
タ幅の場合)、または 0×55555 (40 ビット・データ幅の場合) です。

表 388. サポートされるデータパターン (バイナリー・エンコーディング)

パターン 32 ビット 40 ビット

PRBS-7 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-15 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-23 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

PRBS-31 パラレルでの PRBS パラレルでの PRBS

高周波数 10101010 × 4 1010101010 × 4

低周波数 11110000 × 4 1111100000 × 4

ロック

ステータスレジスターのロックビットは、正しいデータの連続する 40 ビットを受信するとアサートされ
ます。不正なデータの連続する 40 ビットを受信すると、ロックビットはデアサートされ、レシーバーはロ
ックを失います。

ビットおよびエラーのカウンター

コアには 2 つの 64 ビット内部カウンターがあり、受信したビット数とエラービット数を追跡します。ス
ナップショットを実行し、NumBitsおよび NumErrorsレジスターを内部カウンターからの現在の値
で更新する必要があります。

カウンターリセットを実行すると、レジスターと内部カウンターの両方をリセットすることができます。カ
ウンターがリセットされずにコアが有効になると、内部カウンターは現在の値に基づきインクリメントを
続行します。

内部カウンターは、ロックを取得した後にのみインクリメントを開始します。

38.3.2. コンフィグレーション

コアは、プラットフォーム・デザイナーで次のパラメーターを設定することにより、コンフィグレーションす
ることができます。

• 次のパラメーターを使用し、データ・パターン・チェッカー・コアの入力インターフェイスをコンフィグ
レーションすることができます。

ST_DATA_W — データ・パターン・チェッカー・コアがサポートする入力データ信号の幅。有効な
値は、32、40、50、64、66、80、および 128 です。
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• バイパス・インターフェイスを追加し、バイパスポートを介して入力データを登録および出力すること
ができます。それには、次のパラメーターを使用します。

Enable Bypass Interface — このオプションを選択し、このインターフェイスを有効にしま
す。デフォルトで、このインターフェイスは無効になっています。

• データ・パターン・チェッカー・コアは、2 種類のインターフェイス (Avalon-ST およびコンジット・イ
ンターフェイス) をサポートします。次のパラメーターを使用し、この 2 つのインターフェイスのいず
れかを選択することができます。

Enable Avalon Interface — このオプションを選択し、Avalon インターフェイスを有効にし
ます。デフォルトで、このインターフェイスが有効になっています。このオプションの選択を解除する
と、コンジット・インターフェイスが有効になります。

• 周波数カウンターは、次のパラメーターを選択することで有効になります。

Enable Frequency Counter

• 次のパラメーターは、Avalon-MM クロックドメインから Avalon-ST クロックドメインへのクロッ
ク・クロッシングの同期深度を決定します。

CROSS_CLK_SYNC_DEPTH — デフォルト値は 2 です。有効な値は => 2 です。

38.4. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コアは、コンポーネントのスタンド
アロン・インスタンスのシミュレーションに向けたシミュレーション・テストベンチを提供しません。ただ
し、標準のプラットフォーム・デザイナーのシミュレーション・フローを使用し、プラットフォーム・デザイナ
ー・システム内のコンポーネント・デザイン・ファイルをシミュレーションすることができます。

38.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コアのソフト
ウェア・プログラミング・モデルについて説明します。

38.5.1. レジスターマップ

このセクションでは、データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカー・コアのレジス
ターマップについて説明します。

データ・パターン・ジェネレーターのコントロール・レジスター

表 389. データ・パターン・ジェネレーターのレジスターマップ

オフセット レジスター名

ベース + 0 Enable

ベース + 1 Pattern Select

ベース + 2 Inject Error

ベース + 3 Preamble Control

ベース + 4 Preamble Character (Lower Bits)

ベース + 5 Preamble Character (Higher Bits)
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表 390. Enable フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] EN RW このビットを 1 に設定すると、データ・パターン・ジェネレーター・コアが有効になりま
す。

[31:1] 予約済み

表 29–4 に関する注意事項
1. コアが有効になっている場合、Enableレジスターと Inject Errorレジスターのみに書き込みアクセスがあります。他のレジスターへの

書き込みアクセスはすべて無視されます。 初の有効なデータは、Enableビットが設定されてから 4 番目のサイクルで、Avalon-ST ソース・
インターフェイスから現れます。コアが無効になっている場合、 終出力は次のクロックサイクルで見られます。

表 391. Pattern Select フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] PRBS7 RW このビットを 1 に設定すると、T [7, 6] の PRBS7 パターンが出力されます。

[1] PRBS15 RW このビットを 1 に設定すると、T [15, 14] の PRBS15 パターンが出力されます。

[2] PRBS23 RW このビットを 1 に設定すると、T [23, 18] の PRBS23 パターンが出力されます。

[3] PRBS31 RW このビットを 1 に設定すると、T [31, 28] の PRBS31 パターンが出力されます。

[4] HF RW このビットを 1 に設定すると、0101010101…ビットの一定のパターンが出力されま
す。

[5] LF RW このビットを 1 に設定すると、10 ビット・ワードの場合は 1111100000、8 ビット・ワ
ードの場合は 11110000 の一定のワードパターンが出力されます。

[31:8] 予約済み

表 29–5 に関する注意事項
1. このレジスターはワンホットエンコードされており、パターン・セレクター・ビットの 1 つのみを 1 に設定する必要があります。他の設定に関して

はすべて、動作は未定義です。

次のレジスターを使用すると、Error Inject ビットを設定し、1 ビットのエラーをストリームに挿入する
ことができます。

表 392. Inject Error フィールドの説明   (注 1)

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] IJ RW このビットを 1 に設定すると、エラーがストリームに挿入されます。コアが有効になっ
ている際に IJビットが 1 に設定されると、エラーが挿入された次のクロックサイク
ルでビットは 0 にリセットされます。

[31:1] 予約済み

表 29–6 に関する注意事項
1. データビートの LSB は、IJビットが設定されてから 4 番目のクロックサイクルで反転します (有効になっている際にシンクによってバックプレ

ッシャーされていない場合)。エラーが挿入されているデータビートは、IJビットが 1 に設定されてから 2 サイクル以内にコアが無効になると、
ソースから現れない場合があります。

次のレジスターは、プリアンブルを有効にし、プリアンブル文字を出力するサイクル数を設定します。
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表 393. Preamble Control フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] EP RW パターン生成の開始時にこのビットを 1 に設定すると、選択されているパターンに切
り替える前にプリアンブル文字を Numbitsサイクルの間送信できるようになりま
す。

[7:1] 予約済み

[15:8] Numbits RW プリアンブル文字を繰り返すビット数。

[31:16] 予約済み

次のレジスターは、ユーザー定義のプリアンブル文字 (ビット 0 から 31) に使用されます。

表 394. Preamble Character の下位ビットのフィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[31:0] Preamble Character
(Lower Bits)

RW 出力するプリアンブル文字のビット 31 から 0 を設定します。

次のレジスターは、ユーザー定義のプリアンブル文字 (ビット 32 から 39) に使用されますが、
ST_DATA_Wの値が 32 に設定されている場合は無視されます。

表 395. Preamble Character の上位ビットのフィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[7:0] Preamble Character
(Higher Bits)

RW プリアンブル文字のビット 39 から 32 を設定します。ST_DATA_Wの
値が 32 に設定されている場合は無視されます。

[31:8] 予約済み

データ・パターン・チェッカーのコントロールおよびステータスレジスター

表 396. データ・パターン・チェッカーのコントロールおよびステータスレジスターのマップ

オフセット レジスター名

ベース + 0 Status

ベース + 1 Pattern Set

ベース + 2 Counter Control

ベース + 3 NumBits (Lower Bits)

ベース + 4 NumBits (Higher Bits)

ベース + 5 NumErrors (Lower Bits)

ベース + 6 NumErrors (Higher Bits)
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表 397. Status フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] EN RW このビットを 1 に設定すると、パターンチェックが有効になります。

[1] LK R ロック状態を示します (このビットへの書き込みは無効です)。

[31:2] 予約済み

表 29–11 に関する注意事項
1. コアが有効になっている場合、Statusレジスターの ENビットと counter control レジスターにのみ書き込みアクセスがあります。他

のレジスターへの書き込みアクセスはすべて無視されます。

表 398. Pattern Select フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] PRBS7 RW このビットを 1 に設定すると、データが T [7, 6] の PRBS7 パターンと比較されます。

[1] PRBS15 RW このビットを 1 に設定すると、データは T [15, 14] の PRBS15 パターンと比較されま
す。

[2] PRBS23 RW このビットを 1 に設定すると、データは T [23, 18] の PRBS23 パターンと比較されま
す。

[3] PRBS31 RW このビットを 1 に設定すると、データは T [31, 28] の PRBS31 パターンと比較されま
す。

[4] HF RW このビットを 1 に設定すると、データは 0101010101…ビットの一定のパターンと比較
されます。

[5] LF RW このビットを 1 に設定すると、データは 10 ビット・ワードの場合は 1111100000、8 ビ
ット・ワードの場合は 11110000 の一定のワードパターンと比較されます。

[31:8] 予約済み

表 29–12 に関する注意事項
1. このレジスターはワンホットエンコードされており、パターン・セレクター・ビットの 1 つのみを 1 に設定する必要があります。他の設定に関して

はすべて、動作は未定義です。

次のレジスターにより、NumBits、NumErrors、および内部カウンターのスナップショットをキャプチャ
ーし、リセットを行います。

表 399. Counter Control フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] SN W このビットに 1 を書き込むと、受信しているビット数とエラービット数が内部カウン
ターからそれぞれの NumBits および NumErrors レジスターに同じクロックサイク
ル内でキャプチャーされます。
コアを無効にした後でこのビットに 1 を書き込む場合でも、正しい値が内部カウンタ
ーから NumBits および NumErrors レジスターにキャプチャーされます。

[1] RST W このビットに 1 を書き込むと、すべての内部カウンターと統計情報がリセットされま
す。このビットは、リセットプロセス後に自動的にリセットされます。コアの再有効化で
は、内部カウンターの受信ビット数と受信エラービット数は自動的にリセットされま
せん。

[31:2] 予約済み

次のレジスターは、64 ビットのビット・カウンター・スナップショット値の下位ワードです。このレジスタ
ーは、コンポーネントのリセットがアサートされた場合、もしくは RSTビットが 1 に設定された場合にリ
セットされます。
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表 400. NumBits (Lower Word) フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[31:0] NumBits (Lower
Bits)

R NumBits (受信ビット数) のビット 31 から 0 を設定します。

次のレジスターは、64 ビットのビット・カウンター・スナップショット値の上位ワードです。このレジスタ
ーは、コンポーネントのリセットがアサートされた場合、もしくは RSTビットが 1 に設定された場合にリ
セットされます。

表 401. NumBits (Higher Word) フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[31:0] NumBits (Higher
Bits)

R NumBits (受信ビット数) のビット 63 から 32 を設定します。

次のレジスターは、64 ビットのエラー・カウンター・スナップショット値の下位ワードです。このレジスタ
ーは、コンポーネントのリセットがアサートされた場合、もしくは RSTビットが 1 に設定された場合にリ
セットされます。

表 402. NumErrors (Lower Word) フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[31:0] NumErrors (Lower
Bits)

R NumErrors (受信エラービット数) のビット 31 から 0 を設定します。

次のレジスターは、64 ビットのエラー・カウンター・スナップショット値の上位ワードです。このレジスタ
ーは、コンポーネントのリセットがアサートされた場合、もしくは RSTビットが 1 に設定された場合にリ
セットされます。

表 403. NumErrors (Higher Word) フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[31:0] NumErrors
(Higher Bits)

R NumErrors (受信エラービット数) のビット 63 から 32 を設定します。

38.6.  Avalon-ST データ・パターン・ジェネレーター・コアとデータ・パターン・チェッカ
ー・コアの改訂履歴

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

2020.09.21 20.2 Counter Control フィールドの説明の表を訂正しました。

2018.05.07 18.0 Counter Control フィールドの説明の表を訂正しました。
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日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 データ・パターン・ジェネレーターとデータ・パターン・チェッカーのコンフィグレーション情
報を更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2010 年 1 月 v9.1.1 初版
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39.  Avalon-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・
チェッカー・コア

39.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) のデータの生成および監視ソリューションは、2 つのコンポーネン
トで構成されます。テスト・パターン・ジェネレーター・コアは、パケット化されているデータまたはパケッ
ト化されていないデータを生成し、それを Avalon-ST データ・インターフェイスで送信します。テスト・パ
ターン・チェッカー・コアは、同じデータを受信し、その正確性を確認します。

テスト・パターン・ジェネレーター・コアでは、さまざまなエラー状態を挿入することができます。テスト・パ
ターン・チェッカーは、これらのエラー状態をコントロール・インターフェイスに報告します。これらはそれ
ぞれ、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブを介して行われます。

39.2. リソース使用率とパフォーマンス

テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアのリソース使用率とパフォーマ
ンスは、データ幅、チャネル数、およびストリーミング・データでオプションのパケットプロトコルを使用し
ているかによって異なります。

表 404. テスト・パターン・ジェネレーターの推定リソース使用率とパフォーマンス

チャネル
数

データ幅
(ビートあ
たりの 8
ビット・シ
ンボルの
数)

パケット
サポート

Stratix II および
Stratix II GX

Cyclone II Stratix

fMAX
(MHz)

ALM
数

メモリー
(ビット)

fMAX
(MHz)

ロジック
セル

メモリー
(ビット)

fMAX
(MHz)

ロジック
セル

メモリー
(ビット)

1 4 あり 284 233 560 206 642 560 202 642 560

1 4 なし 293 222 496 207 572 496 245 561 496

32 4 あり 276 270 912 210 683 912 197 707 912

32 4 なし 323 227 848 234 585 848 220 630 848

1 16 あり 298 361 560 228 867 560 245 896 560

1 16 なし 340 330 496 230 810 496 228 845 496

32 16 あり 295 410 912 209 954 912 224 956 912

32 16 なし 269 409 848 219 842 848 204 912 848
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表 405. テスト・パターン・チェッカーの推定リソース使用率とパフォーマンス

チャネル
数

データ幅
(ビートあ
たりの 8
ビット・シ
ンボルの
数)

パケット
サポート

Stratix II および Stratix II
GX

Cyclone II Stratix

fMAX
(MHz)

ALM
数

メモリー
(ビット)

fMAX
(MHz)

ロジック
セル

メモリー
(ビット)

fMAX
(MHz)

ロジック
セル

メモリー
(ビット)

1 4 あり 270 271 96 179 940 0 174 744 96

1 4 なし 371 187 32 227 628 0 229 663 32

32 4 あり 185 396 3616 111 875 3854 105 795 3616

32 4 なし 221 363 3520 133 686 3520 133 660 3520

1 16 あり 253 462 96 185 1433 0 166 1323 96

1 16 なし 277 306 32 218 1044 0 192 1004 32

32 16 あり 182 582 3616 111 1367 3584 110 1298 3616

32 16 なし 218 473 3520 129 1143 3520 126 1074 3520

39.3. テスト・パターン・ジェネレーター

このセクションでは、テスト・パターン・ジェネレーター・コアのハードウェア構造と機能について説明しま
す。

39.3.1. 機能の説明

テスト・パターン・ジェネレーター・コアは、データを生成するコマンドを Avalon-MM コマンド・インター
フェイスを介して受け入れ、生成されたデータを Avalon-ST データ・インターフェイスに駆動します。
Avalon-ST データ・インターフェイスは、ほとんどの側面をパラメーター化することができます。これに
は、エラービット数やデータ信号幅などが含まれます。これにより、さまざまなインターフェイスでコンポ
ーネントをテストすることが可能になります。

テスト・パターン・ジェネレーター・コアのブロック図
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データパターンは、次の式によって決まります。
シンボル値 = パケット内のシンボル位置 XORデータ・エラー・マスク。パケット化されていないデータ
は、開始または終了のない 1 つの長いストリームです。

テスト・パターン・ジェネレーター・コアには、スロットルレジスターがあります。これは、Avalon-MM コン
トロール・インターフェイスを介して設定されます。スロットルレジスターの値を疑似乱数ジェネレーター
とともに使用し、データの生成レートを調整します。

コマンド・インターフェイス

コマンド・インターフェイスは 32 ビットの Avalon-MM 書き込みスレーブで、データ生成コマンドを受
け入れます。このインターフェイスは深さ 16 要素の FIFO に接続されるため、マスター・ペリフェラルで
多数のコマンドをテスト・パターン・ジェネレーター・コアに駆動することが可能になります。

コマンド・インターフェイスは、cmd_loおよび cmd_hiレジスターにマッピングされます。cmd_lo
レジスター (アドレス 0) が書き込まれると、コマンドは FIFO にプッシュされます。FIFO がフルになる
と、コマンド・インターフェイスは waitrequest信号をアサートします。エラーは、cmd_hiレジスタ
ー (アドレス 1) に書き込むことにより作成することができます。エラーは、このレジスターもしくはそれ
ぞれのフィールドに 0 が書き込まれた場合にのみクリアされます。レジスターフィールドの詳細は、テス
ト・パターン・ジェネレーターのコマンドレジスターのセクションを参照してください。

コントロールおよびステータス・インターフェイス

コントロールおよびステータス・インターフェイスは、32 ビットの Avalon-MM スレーブであり、それを
使用してデータの生成を有効または無効にしたり、スロットルを設定したりすることができます。

このインターフェイスはまた、チャネル数やパケットがサポートされるかなどの有用な生成時の情報を提
供します。

出力インターフェイス

出力インターフェイスは Avalon-ST インターフェイスで、オプションでパケットをサポートします。出力
インターフェイスは要件に合わせてコンフィグレーションすることができます。

コマンドの着信ストリームに応じて、出力データには、さまざまなチャネルのインターリーブされたパケッ
ト・フラグメントが含まれる場合があります。各パケット内の現在のシンボル位置を追跡するため、テス
ト・パターン・ジェネレーター・コアは各チャネルの内部状態を維持します。

39.3.2. コンフィグレーション

以降のセクションでは、MegaWizard™ インターフェイスで利用可能なオプションを一覧にしています。

機能に関するパラメーター

機能に関するパラメーターを使用すると、テスト・パターン・ジェネレーター全体をコンフィグレーション
することができます。Throttle Seed - スロットル制御乱数ジェネレーターの開始値。インテルでは、
システムのテスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアの各インスタンスに
固有の値を推奨しています。

39.  Avalon-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

495

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


出力インターフェイス

テスト・パターン・ジェネレーター・コアの出力インターフェイスは、次のパラメーターを使用してコンフィ
グレーションすることができます。

• Number of Channels - テスト・パターン・ジェネレーター・コアがサポートするチャネル数。有
効な値は 1 から 256 です。

• Data Bits Per Symbol - 入力および出力インターフェイスのシンボルあたりのビット数。有効
な値は 1 から 256 です。例えば、8 ビットのバイトを伝送する一般的なシステムの場合は、このパラ
メーターを 8 に設定します。

• Data Symbols Per Beat - ビートあたりで転送されるシンボル (ワード) 数。有効な値は 1
から 256 です。

• Include Packet Support - パケット転送がサポートされるかを示します。パケットサポート
には、startofpacket、endofpacket、および empty信号が含まれます。

• Error Signal Width (bits) - 出力インターフェイスの error信号の幅。有効な値は 0 から
31 です。値 0 は、error信号が使用されていないことを示します。

39.4. テスト・パターン・チェッカー

このセクションでは、テスト・パターン・チェッカー・コアのハードウェア構造と機能について説明します。

39.4.1. 機能の説明

テスト・パターン・チェッカー・コアは、Avalon-ST インターフェイスを介してデータを受け入れ、テスト・パ
ターン・ジェネレーター・コアでデータの生成に使用された所定のパターンと同じパターンに対してデー
タの正確さを確認し、例外をコントロール・インターフェイスに報告します。テスト・パターン・チェッカーの
Avalon-ST インターフェイスは、ほとんどの側面をパラメーター化することができます。これには、エラ
ービット数やデータ信号幅などが含まれます。これにより、さまざまなインターフェイスでコンポーネント
をテストすることが可能になります。

テスト・パターン・チェッカーには、スロットルレジスターがあります。これは、Avalon-MM コントロール・
インターフェイスを介して設定されます。スロットルレジスターの値は、データを受け入れる速度を制御
します。

図 -125: テスト・パターン・チェッカー
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テスト・パターン・チェッカー・コアは、例外を検出し、それらを深さ 32 要素の内部 FIFO を介してコント
ロール・インターフェイスに報告します。考えられる例外は、データエラー、Start-of-Packet (SOP) の
欠落、End-of-Packet (EOP) の欠落、および通知されているエラーです。
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例外が発生すると、例外記述子が FIFO にプッシュされます。同じ例外が複数回連続して発生した場合、
1 つの例外記述子のみが FIFO にプッシュされます。FIFO がフルになると、例外はすべて無視されます。
例外記述子は、コントロールおよびステータス・インターフェイスによって読み出されると、FIFO から削
除されます。

入力インターフェイス

入力インターフェイスは Avalon-ST インターフェイスで、オプションでパケットをサポートします。入力
インターフェイスは、要件に合わせてコンフィグレーションすることができます。

着信データには、インターリーブされたパケット・フラグメントが含まれる場合があります。現在のシンボ
ル位置を追跡するため、テスト・パターン・チェッカー・コアは各チャネルの内部状態を維持します。

コントロールおよびステータス・インターフェイス

コントロールおよびステータス・インターフェイスは、32 ビットの Avalon-MM スレーブです。これを使
用すると、データの受け入れを有効または無効にしたり、スロットルを設定したりすることができます。こ
のインターフェイスは、チャネル数やテスト・パターン・チェッカーがパケットをサポートするかなどの有
用な生成時の情報を提供します。

コントロールおよびステータス・インターフェイスでは、テスト・パターン・チェッカー・コアによって検出さ
れた例外に関する情報も提供されます。インターフェイスは、例外 FIFO から読み出しを行いこの情報を
取得します。

39.4.2. コンフィグレーション

以降のセクションでは、MegaWizard™ インターフェイスで利用可能なオプションを一覧にしています。

機能に関するパラメーター

機能に関するパラメーターを使用すると、テスト・パターン・チェッカー全体をコンフィグレーションする
ことができます。Throttle Seed - スロットル制御乱数ジェネレーターの開始値。インテルでは、シス
テムのテスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアの各インスタンスに固
有の値を推奨しています。

入力パラメーター

テスト・パターン・チェッカー・コアの入力インターフェイスは、次のパラメーターを使用してコンフィグレ
ーションすることができます。

• Data Bits Per Symbol — 入力インターフェイスのシンボルあたりのビット数。有効な値は 1
から 256 です。

• Data Symbols Per Beat — ビートあたりで転送されるシンボル (ワード) 数。有効な値は 1
から 32 です。

• Include Packet Support — パケット転送がサポートされるかを示します。パケットサポート
には、startofpacket、endofpacket、および empty信号が含まれます。

• Number of Channels — テスト・パターン・チェッカー・コアがサポートするチャネル数。有効な
値は 1 から 256 です。

• Error Signal Width (bits) — 出力インターフェイスの error信号の幅。有効な値は 0 から
31 です。値 0 は、error信号が使用されていないことを示します。
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39.5. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアは、コンポーネントのスタンド
アロン・インスタンスのシミュレーションに向けたシミュレーション・テストベンチを提供しません。ただ
し、標準のプラットフォーム・デザイナーのシミュレーション・フローを使用し、プラットフォーム・デザイナ
ー・システム内のコンポーネント・デザイン・ファイルをシミュレーションすることができます。

39.6. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアのソフト
ウェア・プログラミング・モデルについて説明します。

39.6.1. HAL システム・ライブラリーのサポート

Nios II プロセッサーのユーザーの場合、インテルでは HAL システム・ライブラリーのドライバーを提供
しているため、それを使用してテスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コア
を初期化し、それらにアクセスすることができます。インテルでは、レジスターに直接アクセスするのでは
なく、提供されているドライバーを使用してコアにアクセスすることを推奨しています。

Nios II IDE のユーザーの場合は、提供されているドライバーを次のインストール・フォルダーからソフ
トウェア・アプリケーション・ディレクトリーにコピーします。

• <IP インストール・ディレクトリー> /ip /sopc_builder_ip /
altera_avalon_data_source/HAL

• <IP インストール・ディレクトリー>/ip/sopc_builder_ip/
altera_avalon_data_sink/HAL

この手順は、Nios II コマンドライン・ツールを使用している場合は適用されません。

39.6.2. ソフトウェア・ファイル

次のソフトウェア・ファイルは、ハードウェアへの低レベルアクセスを定義し、HAL デバイスドライバーの
ルーチンを提供します。アプリケーション開発者がこれらのファイルを変更することは推奨されません。

• テスト・パターン・ジェネレーター・コアで提供されるソフトウェア・ファイル

— data_source_regs.h - ヘッダーファイルです。テスト・パターン・ジェネレーターのレジ
スターマップを定義します。

— data_source_util.h、data_source_util.c - ドライバーを HAL システム・ライ
ブラリーに統合するために必要な関数および変数のヘッダーおよびソースコードです。

• テスト・パターン・チェッカー・コアで提供されるソフトウェア・ファイル

— data_sink_regs.h - ヘッダーファイルです。コアのレジスターマップを定義します。

— data_sink_util.h、data_sink_util.c - ドライバーを HAL システム・ライブラリ
ーに統合するために必要な関数および変数のヘッダーおよびソースコードです。

39.6.3. レジスターマップ

このセクションでは、テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コアのレジス
ターマップについて説明します。

テスト・パターン・ジェネレーターの Control レジスターと Status レジスター
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次の表は、テスト・パターン・ジェネレーターの Control レジスターと Status レジスターのオフセットを
示しています。各レジスターは 32 ビット幅です。

表 406. テスト・パターン・ジェネレーターの Control レジスターと Status レジスターのマップ

オフセット レジスター名

ベース + 0 status

ベース + 1 control

ベース + 2 fill

表 407. Status フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[15:0] ID RO 0x64の定数値

[23:16] NUMCHANNELS RO コンフィグレーションされているチャネル数

[30:24] NUMSYMBOLS RO コンフィグレーションされているビートあたりのシンボル数

[31] SUPPORTPACKETS RO 値 1 は、パケットサポートを示します。

表 408. Control フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] ENABLE RW このビットを 1 に設定すると、テスト・パターン・ジェネレーター・コアが有効になりま
す。

[7:1] 予約済み

[16:8] THROTTLE RW スロットル値を指定します。値は 0 から 256 の範囲です。この値を疑似乱数ジェネレ
ーターとともに使用し、データの生成レートを調整します。
THROTTLEを 0 に設定すると、テスト・パターン・ジェネレーター・コアが停止します。
256 に設定すると、テスト・パターン・ジェネレーター・コアはフルスロットルで動作し
ます。0 から 256 の値により、スロットル値に比例するデータレートを取得します。

[17] SOFT RESET RW このビットが 1 に設定されると、すべての内部カウンターと統計情報がリセットされ
ます。このビットに 0 を書き込み、リセットを終了します。

[31:18] 予約済み

表 409. Fill フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] BUSY RO 値 1 は、データ送信が進行中であること、または少なくとも 1 つのコマンドがコマン
ドキューにあることを示します。

[6:1] 予約済み

[15:7] FILL RO 現在コマンド FIFO にあるコマンド数。

[31:16] 予約済み

テスト・パターン・ジェネレーターのコマンドレジスター

次の表は、コマンドレジスターのオフセットを示しています。各レジスターは 32 ビット幅です。
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表 410. テスト・パターン・コマンド・レジスターのマップ

オフセット レジスター名

ベース + 0 cmd_lo

ベース + 1 cmd_hi

コマンドは、cmd_loレジスターが書き込まれた際にのみ FIFO にプッシュされます。

表 411. cmd_lo フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[15:0] SIZE RW シンボルでのセグメントサイズ。パケットの 後のセグメントを除いて、セグメントのサイ
ズはすべて、コンフィグレーションされているビートあたりのシンボル数の倍数にする必要
があります。この条件が満たされていない場合、テスト・パターン・ジェネレーター・コアは、セ
グメントに追加のシンボルを挿入し、条件が満たされることを保証します。

[29:16] CHANNEL RW セグメントを送信するチャネル。channel信号の幅が 14 ビット未満の場合は、このレジ
スターの下位ビットを使用して信号が駆動されます。

[30] SOP RW パケットの 初のセグメントを送信する際に、このビットを 1 に設定します。パケットがサ
ポートされていない場合、このビットは無視されます。

[31] EOP RW パケットの 後のセグメントを送信する際に、このビットを 1 に設定します。パケットがサ
ポートされていない場合、このビットは無視されます。

表 412. cmd_hi フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[15:0] SIGNALLED
ERROR

RW error信号を駆動する値を指定します。0 以外の値により、通知されるエラーが作成
されます。

[23:16] DATA ERROR RW 出力データは、このレジスターの内容と XORされてデータエラーが作成されます。デ
ータエラーの作成を停止するには、このレジスターを 0 に設定します。

[24] SUPRESS SOP RW このビットを 1 に設定すると、パケットの 初のセグメントが送信される際の
startofpacket信号のアサートが抑制されます。

[25] SUPRESS EOP RW このビットを 1 に設定すると、パケットの 後のセグメントが送信される際の
endofpacket信号のアサートが抑制されます。

テスト・パターン・チェッカーの Control レジスターと Status レジスター

次の表は、Control レジスターと Status レジスターのオフセットを示しています。各レジスターは 32
ビット幅です。

表 413. テスト・パターン・チェッカーの Control レジスターと Status レジスターのマップ

オフセット レジスター名

ベース + 0 status

ベース + 1 control

ベース + 2 予約済み

ベース + 3

ベース + 4
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オフセット レジスター名

ベース + 5 exception_descriptor

ベース + 6 indirect_select

ベース + 7 indirect_count

表 414. Status フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[15:0] ID RO 0x65の定数値が含まれます。

[23:16] NUMCHANNELS RO コンフィグレーションされているチャネル数。

[30:24] NUMSYMBOLS RO コンフィグレーションされているビートあたりのシンボル数。

[31] SUPPORTPACKETS RO 値 1 は、パケットサポートを示します。

表 415. Control フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] ENABLE RW このビットを 1 に設定すると、テスト・パターン・チェッカーが有効になります。

[7:1] 予約済み

[16:8] THROTTLE RW スロットル値を指定します。値は 0 から 256 の範囲です。この値を疑似乱数ジェネレ
ーターとともに使用し、データの生成レートを調整します。
THROTTLEを 0 に設定すると、テスト・パターン・ジェネレーター・コアが停止します。
256 に設定すると、テスト・パターン・ジェネレーター・コアはフルスロットルで動作し
ます。0 から 256 の値により、スロットル値に比例するデータレートを取得します。

[17] SOFT RESET RW このビットが 1 に設定されると、すべての内部カウンターと統計情報がリセットされ
ます。このビットに 0 を書き込み、リセットを終了します。

[31:18] 予約済み

次の表は、exception_descriptorレジスターのビットを説明しています。例外がない場合、この
レジスターの読み出しでは 0 が返されます。

表 416. exception_descriptor フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[0] DATA ERROR RO 値 1 は、着信しているデータでエラーが検出されたことを示します。

[1] MISSINGSOP RO 値 1 は、Start-of-Packet が欠落していることを示します。

[2] MISSINGEOP RO 値 1 は、End-of-Packet が欠落していることを示します。

[7:3] 予約済み

[15:8] SIGNALLED
ERROR

RO error信号の値。

[23:16] 予約済み

[31:24] CHANNEL RO 例外が検出されたチャネル。
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表 417. indirect_select フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[7:0] INDIRECT
CHANNEL

RW INDIRECT PACKET COUNT、 INDIRECT SYMBOL COUNT、INDIRECT
ERROR COUNTレジスターに適用されるチャネル番号を指定します。

[15:8] 予約済み

[31:16] INDIRECT ERROR RO INDIRECT CHANNELで指定されているチャネルで発生したデータエラーの数。

表 418. indirect_count フィールドの説明

ビット ビット名 アクセス 説明

[15:0] INDIRECT
PACKET COUNT

RO INDIRECT CHANNELで指定されているチャネルで受信したパケットの数。

[31:16] INDIRECT
SYMBOL COUNT

RO INDIRECT CHANNELで指定されているチャネルで受信したシンボルの数。

39.7. テスト・パターン・ジェネレーターの API

このセクションでは、テスト・パターン・ジェネレーター・コアのアプリケーション・プログラミング・インタ
ーフェイス (API) について説明します。現在、API 関数はすべて、割り込みサービスルーチン (ISR) か
らは利用できません。

39.7.1. data_source_reset()

プロトタイプ void data_source_reset(alt_u32 base);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 void

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアをリセットします。これには、すべての内部カウンターと FIFO が含まれま
す。コントロール・レジスターとステータスレジスターは、この関数ではリセットされません。

39.7.2. data_source_init()

プロトタイプ int data_source_init(alt_u32 base, alt_u32 command_base);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
command_base — コマンドスレーブのベースアドレス

戻り値 1 - 初期化は成功しています
0 - 初期化は失敗しています

説明 この関数は、次の操作を実行してテスト・パターン・ジェネレーター・コアを初期化します。
テスト・パターン・ジェネレーター・コアをリセットし、無効にします。
大スロットルを設定します。

挿入されているすべてのエラーをクリアします。
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39.7.3. data_source_get_id()

プロトタイプ int data_source_get_id(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 テスト・パターン・ジェネレーター・コアの識別子

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアの識別子を取得します。

39.7.4. data_source_get_supports_packets()

プロトタイプ int data_source_init(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 1 - パケットはサポートされています
0 - パケットはサポートされていません

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアがパケットをサポートしているかを確認します。

39.7.5. data_source_get_num_channels()

プロトタイプ int data_source_get_num_channels(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 サポートされているチャネル数

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアでサポートされているチャネル数を取得します。

39.7.6. data_source_get_symbols_per_cycle()

プロトタイプ int data_source_get_symbols(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 各ビートで転送されるシンボル数

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアで転送される各ビートのシンボル数を取得します。

39.7.7. data_source_set_enable()

プロトタイプ void data_source_set_enable(alt_u32 base, alt_u32 value);

スレッドセーフ いいえ
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インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
value — ENABLE ビットは、このパラメーターの値に設定されます

戻り値 void

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーター・コアを有効または無効にします。無効にすると、テスト・パターン・ジェネレータ
ー・コアはデータの送信を停止しますが、コマンドの受け入れは継続され、それらは FIFO に格納されます。

39.7.8. data_source_get_enable()

プロトタイプ int data_source_get_enable(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 ENABLEビットの値

説明 この関数は、ENABLEビットの値を取得します。

39.7.9. data_source_set_throttle()

プロトタイプ void data_source_set_throttle(alt_u32 base, alt_u32 value);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
value — スロットル値

戻り値 void

説明 この関数は、スロットル値を設定します。スロットル値は、0 から 256 の範囲です。スロットル値を 256 で割ると、テスト・パタ
ーン・ジェネレーターがデータを送信する速度が得られます。

39.7.10. data_source_get_throttle()

プロトタイプ int data_source_get_throttle(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 スロットル値

説明 この関数は、現在のスロットル値を取得します。

39.7.11. data_source_is_busy()

プロトタイプ int data_source_is_busy(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>
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パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 1 - テスト・パターン・ジェネレーター・コアは Busy 状態です。
0 - コアは Busy 状態ではありません。

説明 この関数は、テスト・パターン・ジェネレーターが Busy 状態かを確認します。テスト・パターン・ジェネレーター・コアは、データ
を送信している場合、もしくは送信するデータがコマンド FIFO にある場合に Busy になります。

39.7.12. data_source_fill_level()

プロトタイプ int data_source_fill_level(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 コマンド FIFO 内のコマンド数

説明 この関数は、現在コマンド FIFO にあるコマンドの数を取得します。

39.7.13. data_source_send_data()

プロトタイプ int data_source_send_data(alt_u32 cmd_base, alt_u16 channel, alt_u16 size,
alt_u32 flags, alt_u16 error, alt_u8 data_error_mask);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_source_util.h>

パラメーター cmd_base - コマンドスレーブのベースアドレス
channel - データを送信するチャネル
size - データサイズ
flags - SOP および EOP 信号を送信するか抑制するかを指定します。有効な値は、DATA_SOURCE_SEND_SOP、
DATA_SOURCE_SEND_EOP、DATA_SOURCE_SEND_SUPRESS_SOP、DATA_SOURCE_SEND_SUPRESS_EOPで
す。
error - 出力インターフェイスの error信号でアサートされる値
data_error_mask - このパラメーターとデータを XORして、不正なデータを生成します。

戻り値 常に 1 を返します

説明 この関数は、指定されているチャネルにデータのフラグメントを送信します。
パケットがサポートされている場合、ユーザー・アプリケーションでは、次の条件が満たされていることを確認する必要があり
ます。
SOP と EOP が各チャネルで一貫して使用されていること
パケットの 後のセグメントを除いて、各セグメントの長さがデータ幅の倍数になっていること
パケットがサポートされていない場合、ユーザー・アプリケーションでは、次の条件が満たされていることを確認する必要があ
ります。
データに SOP および EOP インジケーターがないこと
パケットの各セグメントの長さがデータ幅の倍数になっていること

39.8. テスト・パターン・チェッカーの API

このセクションでは、テスト・パターン・チェッカー・コアの API について説明します。API 関数は現在、
ISR から利用することはできません。
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39.8.1. data_sink_reset()

プロトタイプ void data_sink_reset(alt_u32 base);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 void

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアをリセットします。これには、すべての内部カウンターが含まれます。

39.8.2. data_sink_init()

プロトタイプ int data_source_init(alt_u32 base);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 1 - 初期化は成功しています
0 - 初期化は失敗しています

説明 この関数は、次の操作を実行してテスト・パターン・チェッカー・コアを初期化します。
テスト・パターン・チェッカー・コアをリセットし、無効にします。
スロットルを 大値に設定します。

39.8.3. data_sink_get_id()

プロトタイプ int data_sink_get_id(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 テスト・パターン・チェッカー・コアの識別子

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアの識別子を取得します。

39.8.4. data_sink_get_supports_packets()

プロトタイプ int data_sink_init(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 1 - パケットはサポートされています
0 - パケットはサポートされていません

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアがパケットをサポートしているかを確認します。
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39.8.5. data_sink_get_num_channels()

プロトタイプ int data_sink_get_num_channels(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 サポートされているチャネル数

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアでサポートされているチャネル数を取得します。

39.8.6. data_sink_get_symbols_per_cycle()

プロトタイプ int data_sink_get_symbols(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 各ビートで受信するシンボル数

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアで受信する各ビートのシンボル数を取得します。

39.8.7. data_sink_set enable()

プロトタイプ void data_sink_set_enable(alt_u32 base, alt_u32 value);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
value — ENABLEビットは、このパラメーターの値に設定されます

戻り値 void

説明 この関数は、テスト・パターン・チェッカー・コアを有効にします。

39.8.8. data_sink_get_enable()

プロトタイプ int data_sink_get_enable(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 ENABLEビットの値

説明 この関数は、ENABLEビットの値を取得します。
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39.8.9. data_sink_set_throttle()

プロトタイプ void data_sink_set_throttle(alt_u32 base, alt_u32 value);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
value — スロットル値

戻り値 void

説明 この関数はスロットル値を設定します。スロットル値は、0 から 256 の範囲です。スロットル値を 256 で割ると、テスト・パタ
ーン・チェッカーがデータを受信する速度が得られます。

39.8.10. data_sink_get_throttle()

プロトタイプ int data_sink_get_throttle(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 スロットル値

説明 この関数は、スロットル値を取得します。

39.8.11. data_sink_get_packet_count()

プロトタイプ int data_sink_get_packet_count(alt_u32 base, alt_u32 channel);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
channel — チャネル番号

戻り値 特定のチャネルで受信したパケット数

説明 この関数は、特定のチャネルで受信したパケット数を取得します。

39.8.12. data_sink_get_symbol_count()

プロトタイプ int data_sink_get_symbol_count(alt_u32 base, alt_u32 channel);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
channel — チャネル番号

戻り値 特定のチャネルで受信したシンボル数

説明 この関数は、特定のチャネルで受信したシンボル数を取得します。
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39.8.13. data_sink_get_error_count()

プロトタイプ int data_sink_get_error_count(alt_u32 base, alt_u32 channel);

スレッドセーフ いいえ

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス
channel — チャネル番号

戻り値 特定のチャネルで受信したエラー数

説明 この関数は、特定のチャネルで受信したエラー数を取得します。

39.8.14. data_sink_get_exception()

プロトタイプ int data_sink_get_exception(alt_u32 base);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター base — コントロールおよびステータススレーブのベースアドレス

戻り値 例外 FIFO の 初の例外記述子
0 - 例外 FIFO に例外記述子はありません。

説明 この関数は、例外 FIFO の 初の例外記述子を取得し、それを FIFO からポップします。

39.8.15. data_sink_exception_is_exception()

プロトタイプ int data_sink_exception_is_exception(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 1 - 例外を示します
0 - 例外はありません

説明 この関数は、特定の例外記述子が有効な例外を記述しているかを確認します。

39.8.16. data_sink_exception_has_data_error()

プロトタイプ int data_sink_exception_has_data_error(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 1 - データにエラーがあります
0 - エラーはありません

説明 この関数は、特定の例外がエラーのあるデータを示しているかを確認します。
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39.8.17. data_sink_exception_has_missing_sop()

プロトタイプ int data_sink_exception_has_missing_sop(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 1 - SOP がありません
0 - その他の例外タイプ

説明 この関数は、特定の例外記述子が SOP の欠落を示しているかを確認します。

39.8.18. data_sink_exception_has_missing_eop()

プロトタイプ int data_sink_exception_has_missing_eop(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 1 - EOP がありません
0 - その他の例外タイプ

説明 この関数は、特定の例外記述子が EOP の欠落を示しているかを確認します。

39.8.19. data_sink_exception_signalled_error()

プロトタイプ int data_sink_exception_signalled_error(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 通知されているエラー値

説明 この関数は、例外から通知されているエラーの値を取得します。

39.8.20. data_sink_exception_channel()

プロトタイプ int data_sink_exception_channel(int exception);

スレッドセーフ はい

インクルード <data_sink_util.h>

パラメーター exception — 例外記述子

戻り値 特定の例外が発生しているチャネル番号

説明 この関数は、特定の例外が発生したチャネル番号を取得します。

39.  Avalon-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コア
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39.9.  Avalon-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカ
ー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 HAL システム・ライブラリーのサポートに関するセクションを更新しました。

39.  Avalon-ST テスト・パターン・ジェネレーター・コアとテスト・パターン・チェッカー・コア
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40. システム ID ペリフェラル・コア

40.1. コアの概要

Avalon インターフェイスを備えるシステム ID コアは、シンプルな読み取り専用デバイスであり、プラッ
トフォーム・デザイナー・システムに一意の識別子を提供します。Nios II プロセッサー・システムは、シス
テム ID コアを使用し、ターゲットの FPGA でコンフィグレーションされている実際のハードウェア・イメ
ージをターゲットとして実行可能プログラムがコンパイルされていることを確認します。実行可能ファイ
ルで想定されている ID が FPGA のシステム ID コアと一致しない場合、ソフトウェアが正しく実行され
ない可能性があります。

40.2. 機能の説明

システム ID コアは読み取り専用の Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) スレーブ・インターフ
ェイスを提供します。次の表に示すように、このインターフェイスには 2 つの 32 ビット・レジスターがあり
ます。各レジスターの値はシステム生成時に決定され、常に定数値を返します。

表 419. システム ID コアのレジスターマップ

オフセット レジスター名 R/W 説明

0 id R プラットフォーム・デザイナー・システムの内容に基づく一意の 32 ビッ
ト値。id はチェックサム値に類似しています。使用するコンポーネン
ト、およびコンフィグレーション・オプションのいずれかもしくは両方が
異なるプラットフォーム・デザイナー・システムでは、異なる ID 値が生
成されます。

1 timestamp R システム生成時間に基づく一意の 32 ビット値。この値は、1970 年 1
月 1 日からの秒数に相当します。

次の 2 つの基本的な方法にシステム ID コアは使用されます。

• 新しいソフトウェアをシステムにダウンロードする前にシステム ID を確認します。この方法は、
Nios II 統合開発環境 (IDE) などのソフトウェア開発ツールで使用されます。異なるハードウェア
に対してプログラムがコンパイルされている場合、ターゲット・ハードウェア・システムにプログラム
をダウンロードしてもほとんど意味はありません。したがって、Nios II IDE は、プログラムをダウン
ロードして実行またはデバッグを行う前に、ハードウェアのシステム ID コアがソフトウェアの想定
されているシステム ID と一致することを確認します。

• リセット後にシステム ID を確認します。想定されているプラットフォーム・デザイナー・システムと
は異なるハードウェアでプログラムが実行されると、プログラム全体が機能しない可能性がありま
す。プログラムがクラッシュしていない場合でも、動作にわずかな誤りが発生する可能性があり、そ
のデバッグは困難です。これを防ぐため、プログラムでは、想定されているシステム ID をシステム
ID コアと比較し、それらが一致しない場合はエラーを報告することができます。
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40.3. コンフィグレーション

idおよび timestampレジスターの値は、プラットフォーム・デザイナー・システムのコンフィグレーシ
ョンと現在の時刻に基づきシステム生成時に決定します。1 つのシステム ID コアのみをプラットフォー
ム・デザイナー・システムに加えることができ、名前は常に sysidです。

システムの生成後は、idおよび timestampレジスターに保存されている値を確認することができま
す。これには、システム ID コアの IP パラメーター・エディターを開きます。

プラットフォーム・デザイナー・システムを生成するたびに、一意の timestamp値がシステム ID HDL
ファイルに追加されるため、システムをデザイン・パーティションとして追加している場合、インテル
Quartus Prime 開発ソフトウェアはシステム全体を再コンパイルします。

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディションの場合、プラットフォーム・デザイナーの生成プロセスでは
追加 TCL スクリプトが必要です。それにより、手動で実行を行い一意の timestamp値を取得します。

次の手順に従い、インテル Quartus Prime プロ・エディションを使用して一意の timestamp値を取
得します。

1. システム ID コアを備えるプラットフォーム・デザイナー・システムを作成します。

2. View>System Scripting に移動します。User Scripts をクリックし、soceds/
examples/hardware/<*_ghrd folder>/update_sysid.tclに移動します (スク
リプトをローカル・ディレクトリーにコピーし、それを指定することもできます)。

3. Run Script をクリックします。

4. スクリプトを実行すると、IP パラメーター・エディターのウィンドウが表示されます。System
Scripting Messages ボックスの下にエラーメッセージが表示されていないことを確認します。

5. .ipファイルの変更を保存するには、File > Save オプションを選択します。

6. File > Open を選択し、メインの QSYS システムを開きます。Open ウィンドウの System タブ
に切り替え、Platform designer system フィールド (下部) でメインの QSYS システムファ
イルを検索して選択します。

注意: Files of Type フィールドを All Files (*.qsys) に変更し、Open をクリックする必要が
あります。

7. プラットフォーム・デザイナーで Sync System Info をクリックします。

8. Generate HDL をクリックします。

40.4. ソフトウェアのプログラミング・モデル

このセクションでは、システム ID コアのソフトウェア・プログラミング・モデルについて説明します。
Nios II プロセッサーのユーザーに向け、インテルでは HAL システム・ライブラリー・ヘッダー・ファイル
を提供しており、システム ID コアのレジスターを定義しています。

40. システム ID ペリフェラル・コア
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システム ID コアには、次のソフトウェア・ファイルが付属しています。これらのファイルはハードウェア
への低レベルアクセスを定義します。アプリケーション開発者がこれらのファイルを変更することは推奨
されません。

• alt_avalon_sysid_regs.h — ハードウェア・レジスターへのインターフェイスを定義しま
す。

• alt_avalon_sysid.c、alt_avalon_sysid.h — ハードウェアのアクセス機能を定義
するヘッダーファイルとソースファイルです。

インテルでは、アクセスルーチンの alt_avalon_sysid_test() を提供しています。この関
数で返される値は、ソフトウェアで想定しているシステム ID がシステム ID コアに一致しているか
を示します。

40.4.1. alt_avalon_sysid_test()

プロトタイプ alt_32 alt_avalon_sysid_test(void)

スレッドセーフ いいえ

ISR から利用可能 はい

インクルード <altera_avalon_sysid.h>

説明 ハードウェアのレジスターに格納されている値がソフトウェアで想定している値と一致する場合は 0 を返します。ハー
ドウェアのタイムスタンプがソフトウェアのタイムスタンプより大きい場合は 1 を返します。ソフトウェアのタイムスタ
ンプがハードウェアのタイムスタンプより大きい場合は-1 を返します。

40.5. システム ID コアの改訂履歴

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

2018.07.30 18.0 コンフィグレーションのセクションで、一意の timestamp値を取得する手順を訂正しま
した。

2018.05.07 18.0 コンフィグレーションのセクションで、一意の timestamp値を取得する手順を追加しま
した。

日付 バージョン 変更内容

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 SOPC Builder でのコアのインスタンス化のセクションに説明を追加しました。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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41.  Avalon Packets to Transactions Converter コア

41.1. コアの概要

Avalon Packets to Transactions Converter コアは、アップストリームのコンポーネントからストリ
ーミング・データを受信し、Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) トランザクションを開始します。
コアはその後、要求を出しているコンポーネントに Avalon-MM トランザクション応答を返します。

SPI Slave to Avalon Master Bridge および JTAG to Avalon Master Bridge は、このコアの使用
例です。

ブリッジの詳細に関しては、「SPI Slave to Avalon Master Bridge コア/JTAG to Avalon Master
Bridge コア」を参照してください。

41.2. 機能の説明

図 -126: Avalon Packets to Transactions Converter コア
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41.2.1. インターフェイス

表 420. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー レディー・レイテンシー = 0

データ幅 データ幅 = 8 ビット、シンボルあたりのビット = 8

チャネル サポートされていません

エラー 使用されません

パケット サポートされています
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Avalon-MM マスター・インターフェイスは、読み出しおよび書き込みトランザクションをサポートしま
す。データ幅は 32 ビットに設定されており、バースト・トランザクションはサポートされていません。

Avalon-ST インターフェイスに関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してください。

41.2.2. 動作

Avalon Packets to Transactions Converter コアは、Avalon-ST シンク・インターフェイスでパケッ
トのストリームを受信し、Avalon-MM トランザクションを開始します。Avalon-MM スレーブからトラン
ザクション応答を受信すると、コアは応答をパケットに変換し、Avalon-ST ソース・インターフェイスを
介してそれらを要求元のコンポーネントに返します。コアは、Avalon-ST エラーを報告しません。

パケットの形式

コアでは、着信データのストリームが次の表に示す形式であることを想定しています。応答パケットは、
書き込みトランザクションごとに返されます。no transaction (0x7f) を受信している場合も、コアは
応答パケットを返します。無効なトランザクション・コードは、no transaction とみなされます。読み出し
トランザクションの場合、コアは単に読み出されたデータを返します。

表 421. パケットの形式

バイト フィールド 説明

トランザクションのパケット形式

0 Transaction code トランザクションのタイプ。 Avalon-ST インターフェイスのプロパティーの表を参照
してください。

1 予約済み 今後の使用に向けて予約されています。

[3:2] Size バイト単位のトランザクション・サイズ。書き込みトランザクションの場合、サイズは
dataフィールドのサイズを示します。読み出しトランザクションの場合は、サイズは読
み出す合計バイト数を示します。

[7:4] Address トランザクションの 32 ビット・アドレス

[n:8] Data トランザクション・データ。書き込みトランザクションで書き込まれるデータ。

応答のパケット形式

0 Transaction code 上位ビットが反転しているトランザクション・コード。

1 予約済み 今後の使用に向けて予約されています。

[3:2] Size 正常に読み出し/書き込みが行われた合計バイト数。

サポートされるトランザクション

次の表は、コアでサポートされる Avalon-MM トランザクションを一覧にしています。

表 422. サポートされるトランザクション

トランザクショ
ン・コード

Avalon-MM トランザクション 説明

0x00 書き込み、非インクリメント・アドレス 同じワードアドレスに書き込まれる合計バイト数が sizeフィールドで指定されている値
と等しくなるまで、指定されているアドレスにデータを書き込みます。

0x04 書き込み、インクリメント・アドレス 指定されているアドレスから開始して、トランザクション・データを書き込みます。
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トランザクショ
ン・コード

Avalon-MM トランザクション 説明

0x10 読み出し、非インクリメント・アドレス 同じアドレスから読み出される合計バイト数が sizeフィールドで指定されている値と等
しくなるまで、指定されているアドレスから 32 ビットのデータを読み出します。

0x14 読み出し、インクリメント・アドレス 指定されているアドレスから開始して、sizeフィールドで指定されているバイト数を読み
出します。

0x7f No transaction トランザクションは開始されません。このトランザクション・タイプは、テスト目的で使用す
ることができます。Avalon-MM インターフェイスでトランザクションは開始されません
が、コアはこのトランザクション・コードの応答パケットを返します。

コアでは、一度に 1 つのトランザクションのみを処理することができます。コアの Avalon-ST シンク・イ
ンターフェイスの ready信号は、現在のトランザクションが完全に処理された際にのみアサートされ
ます。

データパスに内部バッファーは実装されていません。Avalon-ST インターフェイスで受信したデータは、
Avalon-MM インターフェイスに直接転送されます。その逆も同じです。Avalon-MM インターフェイスで
waitrequest信号をアサートすると、Avalon-ST シンク・インターフェイスがバックプレッシャーさ
れます。逆方向では、Avalon-ST ソース・インターフェイスがバックプレッシャーされると、Avalon-MM
インターフェイスの read信号はバックプレッシャーが緩和されるまでアサートされません。読み出しの
途中で Avalon-ST ソースをバックプレッシャーすると、データの損失が発生する可能性があります。こ
のような場合、コアは正常に受信しているデータを返します。

コアが EOP を受信すると、トランザクションは完了したとみなされます。書き込みトランザクションの場
合、実際のデータサイズは、sizeフィールドの値と同じであると想定されています。両方の値が一致す
るかしないかにかかわらず、コアは常に EOP を使用してデータの終わりを特定します。

不正な形式のパケット

次に示す例は、不正な形式のパケットです。

• 連続する SOP (Start of Packet) - SOP はトランザクションの開始を示します。トランザクショ
ンの途中で SOP を受信すると、コアは、トランザクションの応答パケットを返すことなく現在のトラ
ンザクションをドロップし、新しいトランザクションを開始します。これにより、EOP (End of
Packet) のないパケットを効果的に処理しています。

• サポートされていないトランザクション・コード - コアは、サポートされていないトランザクション
を no transaction として処理します。

41.3.  Avalon Packets to Transactions Converter コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2017 年 11 月 2017.11.06 パケットの形式の表で、応答のパケット形式の Sizeフィールドを訂正しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、Qsys に更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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日付 バージョン 変更内容

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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42.  Avalon-ST マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コア

42.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) チャネル・マルチプレクサー・コアは、多数の入力インターフェイス
からデータを受信し、データを単一の出力インターフェイスに多重化します。この際に、オプションの
channel信号を使用し、出力データの入力元を示します。Avalon-ST チャネル・デマルチプレクサー・
コアは、チャネル化されている入力インターフェイスからデータを受信し、そのデータを複数の出力イン
ターフェイスに駆動します。出力インターフェイスは、入力 channel信号によって選択されます。

マルチプレクサーとデマルチプレクサーは、データの単方向フローをサポートするコアのインターフェイ
ス間でデータを転送することができます。マルチプレクサーとデマルチプレクサーを使用すると、多重化
または多重分離の機能を実行するカスタム HDL コードを記述することなく、それらを行うデータパスを
作成することができます。マルチプレクサーには、ラウンドロビン・スケジューラーが含まれます。コアは
どちらもプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで生成されるシステ
ムに簡単に統合することができます。この章には、次のセクションが含まれています。

42.1.1. リソース使用率とパフォーマンス

コアのリソース使用率は、入力インターフェイスと出力インターフェイスの数、データパスの幅、およびス
トリーミング・データでオプションのパケットプロトコルを使用するかによって異なります。マルチプレク
サーの場合は、スケジューラーのパラメーターもまた、リソース使用率に影響します。

表 423. マルチプレクサーの推定リソース使用率とパフォーマンス

入力数 データ幅 スケジュール・
サイズ (サイク

ル)

Stratix II および
Stratix II GX

(概算 LE)

Cyclone II Stratix

fMAX
(MHz)

ALM
数

fMAX
(MHz)

ロジックセル fMAX
(MHz)

ロジックセル

2 Y 1 500 31 420 63 422 80

2 Y 2 500 36 417 60 422 58

2 Y 32 451 43 364 68 360 49

8 Y 2 401 150 257 233 228 298

8 Y 32 356 151 219 207 211 123

16 Y 2 262 333 174 533 170 284

16 Y 32 310 337 161 471 157 277

2 N 1 500 23 400 48 422 52

2 N 9 500 30 420 52 422 56

11 N 9 292 275 197 397 182 287

16 N 9 262 295 182 441 179 224
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コアの動作周波数は、デバイス、インターフェイス数、およびデータパスのサイズによって異なります。

表 424. デマルチプレクサーの概算リソース使用率

入力数 データ幅 (ビート
あたりのシンボ

ル)

Stratix II
(概算 LE)

Cyclone II Stratix II GX
(概算 LE)

fMAX
(MHz)

ALM 数 fMAX
(MHz)

ロジックセル fMAX
(MHz)

ロジックセル

2 1 500 53 400 61 399 44

15 1 349 171 235 296 227 273

16 1 363 171 233 294 231 290

2 2 500 85 392 97 381 71

15 2 352 247 213 450 210 417

16 2 328 280 218 451 222 443

42.2. マルチプレクサー

このセクションでは、マルチプレクサー・コンポーネントのハードウェア構造と機能について説明します。

42.2.1. 機能の説明

Avalon-ST マルチプレクサーは、多数の入力データ・インターフェイスからデータを取得し、そのデータ
を単一の出力インターフェイスに多重化します。マルチプレクサーにはシンプルなラウンドロビン・スケ
ジューラーが含まれており、データをもつ次の入力インターフェイスから選択を行います。各入力インタ
ーフェイスの幅は出力インターフェイスと同じであるため、マルチプレクサーが 1 つの入力インターフェ
イスからデータを伝送している場合、残りの入力インターフェイスはすべてバックプレッシャーされます。

マルチプレクサーにはオプションの channel信号が含まれているため、各入力インターフェイスでは
チャネル化されているデータを伝送できるようになります。channel信号が入力インターフェイスに存
在する場合、マルチプレクサーは、log2 (num_input_interfaces) ビットを追加して出力チャネル信号
を作成します。それにより、出力チャネル信号には、入力チャネルのすべてのビットに加えて、データの各
サイクルが伝送された入力インターフェイスを示すためのビットが含まれます。これらのビットは、出力
channel信号の 上位ビットまたは 下位ビットのいずれかに追加されます。これは、プラットフォー
ム・デザイナーの MegaWizard™インターフェイスで指定されます。

42.  Avalon-ST マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コア
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図 -127: マルチプレクサー
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内部スケジューラーは、一度に 1 つの入力インターフェイスを考慮し、転送に対して選択します。入力イ
ンターフェイスが選択されると、その入力インターフェイスからのデータは、次のいずれかのシナリオが
発生するまで送信されます。

• 指定サイクル数が経過している

• 入力インターフェイスに送信するデータがなくなり、Ready サイクルで validがデアサートされ
ている

• パケットがサポートされている場合は、endofpacketがアサートされている

入力インターフェイス

各入力インターフェイスは Avalon-ST データ・インターフェイスで、オプションでパケットをサポートし
ます。入力インターフェイスはすべて同じで、同じシンボルおよびデータ幅、エラー幅、チャネル幅を備え
ます。

出力インターフェイス

出力インターフェイスは、すべての入力からのデータを含む多重化されたデータストリームを伝送しま
す。シンボル、データ、およびエラーの幅は、入力インターフェイスと同じです。channel信号の幅は入
力インターフェイスと同じですが、各データの入力元を示すために必要なビットが追加されます。

42.2.2. パラメーター

以降のセクションでは、IP パラメーター・エディターで選択可能なオプションを示します。

42.  Avalon-ST マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コア
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機能に関するパラメーター

マルチプレクサーには、次のオプションをコンフィグレーションすることができます。

• Number of Input Ports - マルチプレクサーがサポートする入力インターフェイス数。有効な
値は 2 から 16 です。

• Scheduling Size (Cycles) - 次のチャネルに移る前に単一のチャネルから送信されるサイク
ル数。

• Use Packet Scheduling - このオプションがオンになっている場合、マルチプレクサーは、選
択されている入力インターフェイスをパケット境界でのみ切り替えます。したがって、出力インター
フェイス上のパケットはインターリーブされません。

• Use high bits to indicate source port - このオプションがオンになっている場合、出力チ
ャネル信号の上位ビットを使用し、データの送信元の入力インターフェイスを示します。例えば、入
力インターフェイスに 4 ビットのチャネル信号があり、マルチプレクサーに 4 つの入力インターフェ
イスがある場合、出力インターフェイスには 6 ビットのチャネル信号が含まれます。このパラメータ
ーが True の場合、出力チャネル信号のビット[5:4] はデータの送信元の入力インターフェイスを
示し、ビット[3:0] は入力インターフェイスで提供されたチャネルビットです。

出力インターフェイス

出力インターフェイスでは、次のオプションをコンフィグレーションすることができます。

• Data Bits Per Symbol - 入力インターフェイスと出力インターフェイスのシンボルあたりのビ
ット数。有効な値は 1 から 32 ビットです。

• Data Symbols Per Beat - ビート (転送) あたりで転送されるシンボル (ワード) 数。有効な
値は 1 から 32 です。

• Include Packet Support - パケット転送がサポートされるかを示します。パケットサポート
には、startofpacket、endofpacket、および empty信号が含まれます。

• Channel Signal Width (bits) - 入力インターフェイスの channel信号に使用されるビッ
ト数。値 0 は、入力インターフェイスにチャネルがないことを示します。値 4 は、 大 16 チャネルが
同じ入力インターフェイスを共有することを示します。入力チャネルの幅は 0 から 31 ビットにする
ことができます。値 0 は、オプションの channel信号が使用されないことを意味します。

• Error Signal Width (bits) - 入力インターフェイスと出力インターフェイスの error信号
の幅です。値 0 は、error信号が使用されないことを意味します。

42.3. デマルチプレクサー

このセクションでは、デマルチプレクサー・コンポーネントのハードウェア構造と機能について説明しま
す。

42.3.1. 機能の説明

Avalon-ST デマルチプレクサーは、チャネル化された入力データ・インターフェイスからデータを取得
し、そのデータを複数の出力インターフェイスに提供します。特定の転送に対して選択される出力インタ
ーフェイスは、入力 channel信号によって指定されます。データは、channel、packet、frameの
値および他の信号に関係なく、入力インターフェイスで受信している順序と同じ順序で出力インターフェ
イスに配信されます。各出力インターフェイスの幅は入力インターフェイスと同じであるため、デマルチ
プレクサーがデータを別の出力インターフェイスに駆動している際に、各出力インターフェイスはアイド
ル状態になります。デマルチプレクサーは、channel信号の log2(num_output_interfaces) ビット
を使用してデータを転送する出力先を選択します。チャネルビットの残りは、変更されることなく適切な
出力インターフェイスに転送されます。

42.  Avalon-ST マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

522

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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 -128: デマルチプレクサー
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各入力インターフェイスは Avalon-ST データ・インターフェイスで、オプションでパケットをサポートし
ます。

出力インターフェイス

各出力インターフェイスは、入力インターフェイスのチャネルのサブセットからのデータを伝送します。各
出力インターフェイスは同一で、すべてが同じシンボルおよびデータ幅、エラー幅、チャネル幅です。シン
ボル、データ、およびエラーの幅は、入力インターフェイスと同じです。channel信号の幅は入力インタ
ーフェイスと同じですが、出力インターフェイスの選択に使用されたビットは含まれません。

42.3.2. パラメーター

以降のセクションでは、IP パラメーター・エディターで利用可能なオプションを示します。

機能に関するパラメーター

デマルチプレクサー全体に対しては、次のオプションをコンフィグレーションすることができます。

• Number of Output Ports - マルチプレクサーがサポートする出力インターフェイス数。有効
な値は 2 から 16 です。

• High channel bits select output - このオプションがオンになっている場合、入力チャネル
信号の上位ビットはデマルチプレクサー機能で使用され、下位ビットが出力に渡されます。このオプ
ションがオフの場合は、下位ビットが使用され、上位ビットが渡されます。

次の例は、これらの信号の位置の重要性を示しています。次のデマルチプレクサーのビットの選択
の図には、1 つの入力インターフェイスと 2 つの出力インターフェイスがあります。チャネル信号の
下位ビットで出力インターフェイスを選択する場合、偶数チャネルはチャネル 0 に向かい、奇数チャ
ネルはチャネル 1 に向かいます。チャネル信号の上位ビットで出力インターフェイスを選択する場
合、チャネル 0 から 7 がチャネル 0 に向かい、チャネル 8 から 15 がチャネル 1 に向かいます。
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図 -129: デマルチプレクサーのビットの選択
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入力インターフェイス

入力インターフェイスには、次のオプションをコンフィグレーションすることができます。

• Data Bits Per Symbol - 入力インターフェイスと出力インターフェイスのシンボルあたりのビ
ット数。有効な値は 1 から 32 ビットです。

• Data Symbols Per Beat - ビート (転送) あたりで転送されるシンボル (ワード) 数。有効な
値は 1 から 32 です。

• Include Packet Support - パケット転送がサポートされるかを示します。パケットサポート
には、startofpacket、endofpacket、および empty信号が含まれます。

• Channel Signal Width (bits) - 出力インターフェイスの channel信号に使用されるビッ
ト数です。値 0 は、出力インターフェイスでオプションの channel信号を使用しないことを意味し
ます。

• Error Signal Width (bits) - 入力インターフェイスと出力インターフェイスの error信号
の幅です。値 0 は、error信号が使用されないことを意味します。

42.4. ハードウェア・シミュレーションに関する考慮事項

マルチプレクサー・コンポーネントおよびデマルチプレクサー・コンポーネントは、コンポーネントのスタ
ンドアロン・インスタンスのシミュレーションに向けたシミュレーション・テストベンチを提供しません。
ただし、標準のプラットフォーム・デザイナーのシミュレーション・フローを使用し、プラットフォーム・デザ
イナー・システム内のコンポーネント・デザイン・ファイルをシミュレーションすることができます。

42.5. ソフトウェアのプログラミング・モデル

マルチプレクサー・コンポーネントおよびデマルチプレクサー・コンポーネントには、ユーザーに表示され
るコントロール・レジスターまたはステータスレジスターがありません。したがって、ソフトウェアでは、ラ
ンタイムにマルチプレクサーまたはデマルチプレクサーの側面をいずれも制御またはコンフィグレーシ
ョンすることができません。コンポーネントでは、割り込みを生成することはできません。

42.6.  Avalon-ST マルチプレクサー・コアとデマルチプレクサー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。Include Packet Support パラメータ
ーを追加しました。

2008 年 5 月 v8.0.0 前回のリリースから変更はありません。
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43.  Avalon-ST Bytes to Packets Converter コアと Packets to
Bytes Converter コア

43.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) Bytes to Packets Converter コアと Packets to Bytes
Converter コアを使用すると、パケットの任意のストリームをバイト・インターフェイスで伝送することが
できます。その際は、startofpacketおよび endofpacketなどのパケットに関連する制御信号
をバイトシーケンスにエンコードします。Avalon-ST Packets to Bytes Converter コアは、パケット
制御とペイロードをバイトストリームとしてエンコードします。Avalon-ST Bytes to Packets
Converter コアは、エンコードされたバイトストリームを受け入れ、それをパケットのストリームに変換
します。

SPI Slave to Avalon Master Bridge および JTAG to Avalon Master Bridge は、このコアの使用
例です。

ブリッジの詳細に関しては、SPI Slave to Avalon Master Bridge コア/JTAG to Avalon Master
Bridge コアを参照してください。

43.2. 機能の説明

次の 2 つの図は、Avalon-ST Bytes to Packets Converter コアおよび Packetsto Bytes
Converter コアのブロック図を表しています。

図 -130: Avalon-ST Bytes to Packets Converter コア
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図 -131: Avalon-ST Packets to Bytes Converter コア
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43.2.1. インターフェイス

表 425. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー レディー・レイテンシー = 0

データ幅 データ幅 = 8 ビット、シンボルあたりのビット数 = 8

チャネル サポートされており、 大 255 チャネル

エラー 使用されません

パケット Avalon-ST Bytes to Packet Converter コアのソース・インターフェイスと Avalon-ST Packet to Bytes
Converter コアのシンク・インターフェイスでのみサポートされます

Avalon-ST インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してくださ
い。

43.2.2. 動作 — Avalon-ST Bytes to Packets Converter コア

Avalon-ST Bytes to Packets Converter コアは、バイトのストリームを受信し、それらをパケットに
変換します。着信バイトストリームを解析する際に、コアは次の方法で特殊文字をデコードします。ここで
は、優先度の高い操作が 初にリストされています。

• エスケープ (0x7d) - コアはバイトをドロップします。次のバイトは 0x20と XOR されます。

• Start of packet (0x7a) - コアはバイトをドロップし、Avalon-ST ソース・インターフェイスで
startofpacket信号をアサートすることにより、次のペイロードバイトをパケットの始まりとし
てマークします。

• End of packet (0x7b) - コアはバイトをドロップし、Avalon-ST ソース・インターフェイスで
endofpacket信号をアサートすることにより、次のバイトをパケットの終わりとしてマークしま
す。単一ビートのパケットの場合、startofpacketおよび endofpacket信号はどちらも、同
じクロックサイクルでアサートされます。

ペイロードが特殊文字の場合は、次の 2 つのケースが考えられます。

— End of Packet の後に送信されるバイトは、ESC され、0x20と XOR されます。

— End of Packet の後に送信されるバイトは、特殊文字であるか否かに関係なく、 後のバイト
とみなされます。

注意: 次の文字で必要な場合は、End of Packet の後にエスケープ文字を使用する必要がありま
す。

• チャネル番号インジケーター (0x7c) - コアはバイトをドロップし、次の非特殊文字をチャネル番
号として受け取ります。

図 -132: バイトストリーム例
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0x7c 0x01 0x7a 0x7d 0x5a 0x01 0xff 0x7b 0x3a....

0x7c 0x02 0x7a 0x7b 0x3a

チャネル1に対する単一チャネルのパケット

Channel 1 SOP Data = 0x7a Data Bytes EOP Last

Data

Byte

Channel 2 SOP EOP Data

Byte

単一ビートのパケット

0x7c 0x00 0x7a 0x10 0x11 0x7c 0x01 0x30 0x31 0x7c 0x00 0x12 0x13 0x7b 0x14

Channel 0 Data - Ch0 Data - Ch1 Channel 0 Data - Ch0SOP Channel 1 EOP Data

Ch0

パケット内のインターリーブされているチャネル

43.2.3. 動作 - Avalon-ST Packets to Bytes Converter コア

Avalon-ST Packets to Bytes Converter コアは、パケット化されたデータを受信し、パケットをバイ
トストリームに変換します。コアは、次の方法と順序で適切な特殊文字を挿入することにより、発信バイト
ストリームを構築します。

• コアのソース・インターフェイスで startofpacket信号がアサートされると、コアは次の特殊
文字を挿入します。

— チャネル番号インジケーター (0x7c)

— チャネル番号 (必要に応じてエスケープします)

— Start of packet (0x7a)

• コアのソース・インターフェイスで endofpacket信号がアサートされると、コアは、データの 後
のバイトの前に End of Packet (0x7b) を挿入します。

• コアのソース・インターフェイスの channel信号がパケット内で新しい値に変化すると、コアはチ
ャネル番号インジケーター (0x7c)、およびそれに続いて新しいチャネル番号を挿入します。

• データバイトが特殊文字の場合、コアは Escape (0x7d) を挿入し、それに 0x20と XOR された
データが続きます。

43.3.  Avalon-ST Bytes to Packets Converter コアと Packets to Bytes
Converter コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2015 年 11 月 2015.11.06 「動作 - Avalon-ST Bytes to Packets Converter コア」のセクショ
ンを更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 SOPC Builder についての記述を削除し、プラットフォーム・デザイナ
ーに更新しました。

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC
Builder」、「Referenced Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありませ
ん。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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44.  Avalon-ST Delay コア

44.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) Delay コアは、Avalon-ST トランザクションを一定のクロックサ
イクル遅延させるソリューションを提供します。このコアは、 大 16 クロックサイクルの遅延をサポート
します。

Avalon-ST Delay コアはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナーで
生成される任意のシステムに容易に統合することができます。

44.2. 機能の説明

図 -133: Avalon-ST Delay コア
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Avalon-ST Delay コアは、入力インターフェイスと出力インターフェイス間に遅延を追加します。コア
は、入力インターフェイスで提供されるすべてのトランザクションを受け入れ、トランザクションを変更す
ることなく N サイクル後にそれらを出力インターフェイスに再現します。

入力インターフェイスは、Avalon-ST 出力インターフェイスの対応する出力信号に対し、入力信号を一
定の (N) クロックサイクル遅延させます。Number Of Delay Clocks パラメーターは、定数 (N)
を定義します。定数 (N) は、0 から 16 の範囲にする必要があります。In_Valid信号の変化は、正確
に N サイクル後に Out_Valid信号に反映されます。

44.2.1. リセット

Avalon-ST Delay コアには、clk信号に同期する reset信号があります。コアが reset信号をア
サートすると、出力信号は 0 で保持されます。reset信号がデアサートされると、出力信号は N クロッ
クサイクルの間 0 に保持されます。入力信号の遅延されている値はその後、N クロックサイクル後に出
力信号に反映されます。
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44.2.2. インターフェイス

Avalon-ST Delay コアは、パケット化されているインターフェイスおよびパケット化されていないイン
ターフェイスをオプションのチャネル信号およびエラー信号とともにサポートします。このコアはバック
プレッシャーをサポートしていません。

表 426. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー サポートされていません

データ幅 コンフィグレーション可能

チャネル サポートされています (オプション)

エラー サポートされています (オプション)

パケット サポートされています (オプション)

Avalon-ST インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してくださ
い。

44.3. パラメーター

表 427. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Number Of Delay Clocks 0 から 16 1 コアが導入する遅延をクロックサイクルで指定します。値 0 は、パラメ
ーター化されたシステムで遅延を必要としない場合に、一部のケース
でサポートされます。

Data Width 1 から 512 8 Avalon-ST データ・インターフェイスにおけるデータの幅。

Bits Per Symbol 1 から 512 8 入力および出力インターフェイスのシンボルあたりのビット数。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。

Use Packets 0 または 1 0 パケット転送がサポートされているかを示します。パケットサポートに
は、startofpacket、endofpacket、および empty信号が含
まれます。

Use Channel 0 または 1 0 チャネル信号を有効または無効にするオプション。

Channel Width 0 から 8 1 データ・インターフェイスにおける channel信号の幅。このパラメー
ターは、Use Channel が 0 に設定されている場合は無効になりま
す。

Max Channels 0 から 255 1 データ・インターフェイスがサポートできる 大チャネル数。このパラメ
ーターは、Use Channel が 0 に設定されている場合は無効になり
ます。

Use Error 0 または 1 0 エラー信号を有効または無効にするオプション。

Error Width 0 から 31 1 出力インターフェイスの error信号の幅。値 0 は、エラー信号が使
用されていないことを示します。このパラメーターは、Use Error が
0 に設定されている場合は無効になります。

Use packets 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-ST データ・インターフェ
イスでパケットサポートが有効になります。

Use fill level 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-MM ステータス・インタ
ーフェイスが有効になります。
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パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Number of almost-full thresholds 0 から 2 有効にする almost-full しきい値の数。このパラメーターを 1 に設定
すると、Use almost-full threshold 1 が有効になります。2 に設
定すると、Use almost-full threshold 1 および Use almost-
full threshold 2 の両方が有効になります。

Number of almost-empty
thresholds

0 から 2 有効にする almost-empty しきい値の数。このパラメーターを 1 に
設定すると、Use almost-empty threshold 1 が有効になりま
す。2 に設定すると、Use almost-empty threshold 1 および
Use almost-empty threshold 2 の両方が有効になります。

Section available threshold 0 から 2 のアド
レス幅

出力インターフェイスに配信されるデータの量を指定します。このパラ
メーターは、パケットサポートが無効になっている場合にのみ適用さ
れます。

Packet buffer mode 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは完全なパケットの
みを出力インターフェイスに配信します。このパラメーターは、Use
packets が 1 に設定されている場合にのみ適用されます。

Drop on error 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは error信号がア
サートされると、その Avalon-ST データ・シンク・インターフェイスでパ
ケットをドロップします。それ以外の場合は、コアはパケットを受け入
れ、同じエラーとともにそのパケットを Avalon-ST データ・ソース・イ
ンターフェイスで送信します。このパラメーターは、パケット・バッファ
ー・モードが有効になっている場合にのみ適用されます。

Use almost-full threshold 1 0 または 1 このしきい値は、FIFO がほぼフルの状態であることを示します。
Number of almost-full threshold パラメーターが 1 または
2 に設定されている場合に有効になります。

Use almost-full threshold 2 0 または 1 このしきい値は、FIFO がフルに近づいていることを示す 初の指標で
す。Number of almost-full threshold パラメーターが 2 に設
定されている場合に有効になります。

Use almost-empty threshold 1 0 または 1 このしきい値は、FIFO がほぼ空であることを示します。Number of
almost-empty threshold パラメーターが 1 または 2 に設定さ
れている場合に有効になります。

Use almost-empty threshold 2 0 または 1 このしきい値は、FIFO が空に近づいていることを示す 初の指標で
す。Number of almost-empty threshold パラメーターが 2
に設定されている場合に有効になります。

44.4.  Avalon-ST Delay コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2010 年 1 月 v9.1.1 初版
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45.  Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コア

45.1. コアの概要

プラットフォーム・デザイナーの Avalon Streaming (Avalon-ST) コンポーネントは、チャネル・インタ
ーフェイスを提供し、複数のチャネルから単一のコンポーネントにデータをストリーミングします。データ
を格納するマルチチャネル Avalon-ST コンポーネントでは、コンポーネントはデータが着信する順序
(FIFO)、またはチャネルに応じたセグメントのいずれかでデータを格納することができます。データをチ
ャネルに応じたセグメントに格納する場合は、その特定のコンポーネントからの読み出し操作をスケジ
ュールするスケジューラーが必要です。 も基本的なスケジューラーは、Avalon-ST ラウンド・ロビン・
スケジューラー・コアです。

Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コアはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラ
ットフォーム・デザイナーで生成される任意のシステムに容易に統合することができます。

45.2. パフォーマンスおよびリソース使用率

このセクションでは、さまざまなインテル FPGA デバイスファミリーにおけるリソース使用率とパフォー
マンス・データを一覧にします。概算値は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアを使用してコア
をコンパイルすることにより取得しています。

次の表は、Stratix II GX デバイス (EP2SGX130GF1508I4) のリソース使用率とパフォーマンス・デ
ータを示しています。

表 428. Stratix II GX デバイスのリソース使用率とパフォーマンス・データ

チャネル数 ALUT ロジックレジスター メモリー (M512/M4K/
M-RAM

)

fMAX
(MHz)

4 7 7 0/0/0 > 125

12 25 17 0/0/0 > 125

24 62 30 0/0/0 > 125

次の表は、Stratix III デバイス (EP3SL340F1760C3) のリソース使用率とパフォーマンス・データを
示しています。Stratix IV デバイスの IP コアのパフォーマンスは、Stratix III デバイスに類似していま
す。

表 429. Stratix III デバイスのリソース使用率とパフォーマンス・データ

チャネル数 ALUT ロジックレジスター メモリー (M9K/
M144K/MLAB)

fMAX
(MHz)

4 7 7 0/0/0 > 125

12 25 17 0/0/0 > 125

24 67 30 0/0/0 > 125
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次の表は、Cyclone III デバイス (EP3C120F780I7) のリソース使用率とパフォーマンス・データを示
しています。

表 430. Cyclone III デバイスのリソース使用率とパフォーマンス・データ

チャネル数 合計ロジックエレメント 合計レジスター メモリー M9K fMAX
(MHz)

4 12 7 0 > 125

12 32 17 0 > 125

24 71 30 0 > 125

45.3. 機能の説明

Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コアは、チャネルごとにデータをバッファーするマルチチ
ャネル Avalon-ST コンポーネントからの読み出し操作を制御します。このコアは、マルチチャネル・コン
ポーネントの複数のチャネルから almost-full しきい値を読み取り、ラウンド・ロビン・スケジューリン
グ・アルゴリズムに従い読み出し要求を Avalon-ST ソースに発行します。

図 -134: Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーのブロック図
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45.3.1. インターフェイス

Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コアでは、次のインターフェイスを利用することができま
す。

• Almost-Full ステータス・インターフェイス

• 要求インターフェイス

Almost-Full ステータス・インターフェイス

Almost-Full ステータス・インターフェイスは、Avalon-ST シンク・インターフェイスです。
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表 431. Avalon-ST インターフェイスにおける機能のサポート

機能 プロパティー

バックプレッシャー サポートされていません

データ幅 データ幅 = 1、シンボルあたりのビット = 1

チャネル 大チャネル = 32、チャネル幅 = 5

エラー サポートされていません

パケット サポートされていません

このインターフェイスは、シンク・コンポーネントから almost-full ステータスを収集します。これは、すべ
てのチャネルに対して提供されているシーケンスで行われます。

要求インターフェイス

要求インターフェイスは、Avalon Memory-Mapped (MM) 書き込みマスター・インターフェイスです。
このインターフェイスは、特定のチャネルからのデータを要求します。Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケ
ジューラー・コアは、サポートするすべてのチャネルを循環し、データの読み出しをスケジュールします。

45.3.2. 動作

特定のチャネルが almost full の場合、Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーは、ソース・コンポ
ーネントのそのチャネルから読み出されるデータをスケジュールしません。

Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーは、チャネルからの 1 ビートのデータのみを各トランザク
ションで要求します。1 ビートのデータをチャネル n から要求する際に、スケジューラーは値 1をアドレ
ス (4 ×n) に書き込みます。例えば、スケジューラーがチャネル 3 からデータを要求している場合、スケ
ジューラーは 1をアドレス 0xCに書き込みます。

すべてのクロックサイクルで、Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーは、次のチャネルからデータ
を要求します。そのため、Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーがチャネル 1 から要求を開始して
いる場合、次のクロックサイクルではチャネル 2 からのデータが要求されます。Avalon-ST ラウンド・ロ
ビン・スケジューラーは、チャネルの almost-full ステータスがアサートされている場合、その特定のチャ
ネルからのデータを要求しません。その場合、1 クロックサイクルが要求トランザクションなしで使用さ
れます。

Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーは、要求されているコンポーネントで要求トランザクショ
ンを処理できるかを判断することができません。新しい要求を受け入れることができない場合、コンポー
ネントは waitrequestをアサートします。

表 432. Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーのポート

信号 方向 説明

クロックとリセット

clk 入力 クロック・リファレンス

reset_n 入力 非同期アクティブ Low リセット

Avalon-MM 要求インターフェイス

request_address (log 2
Max_Channels–1:0)

出力 書き込みアドレスで、要求の対象となるチャネルの通知に使用されま
す。

request_write 出力 書き込みイネーブル信号

continued...   
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信号 方向 説明

request_writedata 出力 特定のチャネルから要求されているデータ量。
この値は常に 1 に固定されています。

request_waitrequest 入力 待機要求信号。この信号を使用し、スレーブで新しい要求を受け入れる
ことができない場合にスケジューラーを一時停止します。

Avalon-ST Almost-Full ステータス・インターフェイス

almost_full_valid 入力 almost_full_channelおよび almost_full_dataが有効
なことを示します。

almost_full_channel
(Channel_Width–1:0)

入力 現在のステータス表示に対応するチャネルを示します。

almost_full_data (log 2
Max_Channels–1:0)

入力 1 ビットの信号で、High にアサートされると、
almost_full_channelで示されているチャネルがほぼフルの
状態であることを示します。

45.4. パラメーター

表 433. Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コンポーネントのパラメーター

パラメーター 値 説明

Number of channels 2 から 32 Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラーがサポートするチャネル数を指定します。

Use almost-full status 0 から 1 almost-full インターフェイスが使用されるかを指定します。インターフェイスが使用されてい
ない場合、コアは常に、次のチャネルからのデータを次のクロックサイクルで要求します。

45.5.  Avalon-ST ラウンド・ロビン・スケジューラー・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 11 月 v9.1.0 前回のリリースから変更はありません。

2009 年 3 月 v9.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2008 年 11 月 v8.1.0 ページサイズを 8-1/2 x 11 に変更しました。内容に変更はありません。

2008 年 5 月 v8.0.0 初版
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46.  Avalon-ST Splitter コア

46.1. コアの概要

Avalon Streaming (Avalon-ST) Splitter コアを使用すると、Avalon-ST ソース・インターフェイス
から複数の Avalon-ST シンク・インターフェイスにトランザクションを複製することが可能になります。
このコアは、1 から 16 の出力をサポートすることができます。

Avalon-ST Splitter コアはプラットフォーム・デザイナーに対応しており、プラットフォーム・デザイナー
で生成される任意のシステムに容易に統合することができます。

46.2. 機能の説明

図 -135: Avalon-ST Splitter コア
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Avalon-ST Splitter コアは、サイズや機能を変更することなく、入力インターフェイスからのすべての入
力信号を各出力インターフェイスの対応する出力信号にコピーします。これには、ready信号を除くす
べての信号が含まれます。

Avalon-ST Splitter コアにはクロック信号が含まれており、それをプラットフォーム・デザイナーで使用
してこのコアが存在する Avalon-ST インターフェイスとクロックドメインを特定します。このクロック信
号は内部で使用されないため、このコアを使用しても遅延は発生しません。

46.2.1. バックプレッシャー

Avalon Streaming インターフェイス Splitter コアは、すべての出力インターフェイスからの ready
信号を AND 演算し、結果を入力インターフェイスに送信することでバックプレッシャーを処理します。そ
のため、出力インターフェイスで ready信号がデアサートされた場合、入力インターフェイスもまたデ
アサートされている ready信号を受信します。このメカニズムにより、出力インターフェイスのバック
プレッシャーが入力インターフェイスに伝播されるようになります。
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Qualify Valid Out パラメーターが 1 に設定されている場合、1 つの出力インターフェイスからバッ
クプレッシャーが適用されると、他のすべての出力インターフェイスの Out_Valid信号がゲーティン
グされます。この場合、いずれかの出力インターフェイスで ready信号がデアサートされると、残りの出
力インターフェイスの Out_Valid信号も同様にデアサートされます。

Qualify Valid Out パラメーターが 0 に設定されている場合、バックプレッシャーが適用されると、
出力インターフェイスはゲーティングされていない Out_Valid信号を保有します。この場合、1 つの
出力インターフェイスで ready 信号がデアサートされても、残りの出力インターフェイスの
Out_Valid信号は影響されません。

ロジックは純粋な組み合わせであるため、コアで遅延は発生しません。

46.2.2. インターフェイス

Avalon-ST Splitter コアは、パケット化されているインターフェイスおよびパケット化されていないイ
ンターフェイスをオプションのチャネル信号およびエラー信号とともにサポートします。コアは、バックプ
レッシャーを出力インターフェイスから入力インターフェイスに伝播します。

表 434. Avalon-ST インターフェイスのプロパティー

機能 プロパティー

バックプレッシャー レディー・レイテンシー = 0

データ幅 コンフィグレーション可能

チャネル サポートされています (オプション)

エラー サポートされています (オプション)

パケット サポートされています (オプション)

Avalon-ST インターフェイスの詳細に関しては、 Avalon インターフェイスの仕様書を参照してくださ
い。

46.3. パラメーター

表 435. コンフィグレーション可能なパラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Number Of Outputs 1 から 16 2 出力インターフェイスの数。値 1 は、パラメーター化されたシステムで重複出
力を必要としない場合に、一部のケースでサポートされます。

Qualify Valid Out 0 または 1 1 バックプレッシャーが適用された際に Out_Valid信号がゲーティングされ
るかされないかを決定します。

Data Width 1 から 512 8 Avalon-ST データ・インターフェイスにおけるデータの幅。

Bits Per Symbol 1 から 512 8 入力インターフェイスおよび出力インターフェイスのシンボルあたりのビット
数。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。

Use Packets 0 または 1 0 パケット転送がサポートされるかを示します。パケットサポートには、
startofpacket、endofpacket、および empty信号が含まれます。

Use Channel 0 または 1 0 チャネル信号を有効または無効にするオプション。

Channel Width 0 から 8 1 データ・インターフェイスにおける channel信号の幅。このパラメーターは、
Use Channel が 0 に設定されている場合は無効になります。
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パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Max Channels 0 から 255 1 データ・インターフェイスがサポートできる 大チャネル数。このパラメーター
は、Use Channel が 0 に設定されている場合は無効になります。

Use Error 0 または 1 0 エラー信号を有効または無効にするオプション。

Error Width 0 から 31 1 出力インターフェイスの error信号の幅。値 0 は、エラー信号が使用されて
いないことを示します。このパラメーターは、Use Error が 0 に設定されてい
る場合は無効になります。

Use packets 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-ST データ・インターフェイスでパ
ケットサポートが有効になります。

Use fill level 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定すると、Avalon-MM ステータス・インターフェイ
スが有効になります。

Number of almost-full
thresholds

0 から 2 有効にする almost-full しきい値の数。このパラメーターを 1 に設定すると、
Use almost-full threshold 1 が有効になります。2 に設定すると、Use
almost-full threshold 1 および Use almost-full threshold 2 の
両方が有効になります。

Number of almost-empty
thresholds

0 から 2 有効にする almost-empty しきい値の数。このパラメーターを 1 に設定する
と、Use almost-empty threshold 1 が有効になります。2 に設定する
と、Use almost-empty threshold 1 および Use almost-empty
threshold 2 の両方が有効になります。

Section available
threshold

0 から 2 のアド
レス幅

出力インターフェイスに配信されるデータの量を指定します。このパラメーター
は、パケットサポートが無効になっている場合にのみ適用されます。

Packet buffer mode 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは完全なパケットのみを出力
インターフェイスに配信します。このパラメーターは、Use packets が 1 に設
定されている場合にのみ適用されます。

Drop on error 0 または 1 このパラメーターを 1 に設定している場合、コアは error信号がアサートさ
れると、その Avalon-ST データ・シンク・インターフェイスでパケットをドロップ
します。それ以外の場合は、コアはパケットを受け入れ、同じエラーとともにそ
のパケットを Avalon-ST データ・ソース・インターフェイスで送信します。この
パラメーターは、パケット・バッファー・モードが有効になっている場合にのみ適
用されます。

Use almost-full threshold
1

0 または 1 このしきい値は、FIFO がほぼフルの状態であることを示します。Number of
almost-full threshold パラメーターが 1 または 2 に設定されている場
合に有効になります。

Use almost-full threshold
2

0 または 1 このしきい値は、FIFO がフルに近づいていることを示す 初の指標です。
Number of almost-full threshold パラメーターが 2 に設定されてい
る場合に有効になります。

Use almost-empty
threshold 1

0 または 1 このしきい値は、FIFO がほぼ空であることを示します。Number of
almost-empty threshold パラメーターが 1 または 2 に設定されている
場合に有効になります。

Use almost-empty
threshold 2

0 または 1 このしきい値は、FIFO が空に近づいていることを示す 初の指標です。
Number of almost-empty threshold パラメーターが 2 に設定され
ている場合に有効になります。

46.4.  Avalon-ST Splitter コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。
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日付 バージョン 変更内容

2010 年 12 月 v10.1.0 「Device Support」、「Instantiating the Core in SOPC Builder」、「Referenced
Documents」のセクションを削除しました。

2010 年 7 月 v10.0.0 前回のリリースから変更はありません。

2010 年 1 月 v9.1.1 初版
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47.  Avalon-MM DDR Memory Half Rate Bridge コア

47.1. コアの概要

Avalon Memory-Mapped (MM) Half-Rate Bridge コアは、高速メモリーへの低遅延アクセスを必
要とする CPU を対象とする専用クロッククロッシング・ブリッジです。このコアは、メモリークロックの周
波数が CPU クロックの 2 倍で、2 つの間の位相シフトが 0 であることを前提として機能します。このコ
アを使用すると、高速メモリーをフルレートで実行できると同時に、CPU でメモリーにアクセスするため
の低レイテンシー・インターフェイスを提供することが可能です。これには、軽量ロジックを使用して 1 つ
のシングルワード要求を 2 ワードのバーストに変換することで、クロックの 2 倍の周波数と半分の幅で
実行されるメモリーに対応します。8 ビットの DDR インターフェイスを備えるシステムの場合、Half-
Rate DDR Bridge を DDR SDRAM 高性能メモリー・コントローラーと組み合わせて使用すると、
DDR メモリーから CPU へのスループットに一致するデータパスが作成されます。このハーフレート・ブ
リッジはクロッククロッシング・ブリッジと同じ機能を提供しますが、レイテンシーが 12 サイクルから 2
サイクルに大幅に低減します。

コアのマスター・インターフェイスは、高速 DDR SDRAM コントローラーに接続するように設計されて
いるため、バーストのみをサポートします。スレーブ・インターフェイスはシングルワード要求を受信する
ように設計されているため、バーストをサポートしません。次の図は、8 ビットの DDR メモリー、高性能
メモリー・コントローラー、Half-Rate DDR Bridge、および CPU を含むシステムを表しています。

図 -136: DDR Memory Half-Rate Bridge を使用するプラットフォーム・デザイナーのメモリーシステム

8

DDR Clk          <-----------> Controller  Clk      <----------->     Controller Clk/2

16
DDR2/3 High
Performance

Controller
(full rate)

FPGA

PCB

32DDRn

burst count = 4 burst count = 2 burst count = 1

Half-Rate
Bridge 

SS M M CPU

Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge コアには、次の機能と要件があります。

• プラットフォーム・デザイナーに対応しており、タイミング・アナライザーの制約があります

• マスタークロックとスレーブクロックが同期している必要があります

• CPU とメモリー間の異なるバスサイズを処理します

• マスタークロックの周波数をスレーブクロックの 2 倍にする必要があります

• マスター・インターフェイスにはコンフィグレーション可能なアドレスおよびデータのポート幅があ
ります
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47.2. リソース使用率とパフォーマンス

このセクションでは、Half-Rate Bridge とフルレート DDR SDRAM 高性能メモリー・コントローラー
で動作している場合の、サポートされるデバイスのリソース使用率とパフォーマンス・データを示します。

Half-Rate Bridge をフルレート DDR SDRAM 高性能メモリー・コントローラーとともに使用すると、
ハーフレート DDR SDRAM 高性能メモリー・コントローラーを一連の組み込みアプリケーションで使
用しているシステムと比較し、平均 48%のパフォーマンスの向上が得られます。Dhrystone ベンチマ
ークに基づくと、パフォーマンスの向上は 62.2%であり、キャッシュをバイパスしてメモリーにアクセス
した場合は 87.7%です。Half-Rate Bridge を DDR2 または DDR3 高性能コントローラーと組み合
わせて使用するメモリーシステムの場合、データのスループットは、Half-Rate Bridge のマスター・イン
ターフェイスとスレーブ・インターフェイスで同じです。Half-Rate Bridge のスレーブ・インターフェイス
でメモリー・レイテンシーが低減すると、プロセッサーのパフォーマンスが向上します。

次の表は、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアにおける Stratix II および Stratix III デバイ
スのリソース使用率を示しています。データ幅は 16 ビット、アドレススパンは 24 ビットです。

表 436. Stratix II および Stratix III デバイスのリソース使用率に関するデータ

デバイスファミリー 組み合わせ ALUT ALM ロジックレジスター エンベデッド・メモリー

Stratix II 61 134 153 0

Stratix III 60 138 153 0

表 437. Cyclone III デバイスのリソース使用率に関するデータ

ロジックセル (LC) ロジックレジスター LUT 専用 LC レジスター専用 LC LUT/レジスター LC エンベデッド・メモリー

233 152 33 84 121 0

47.3. 機能の説明

Avalon MM DDR Memory Half Rate Bridgeは、次の 2 つの制約下で機能します。

• メモリー側のマスターのクロック周波数が CPU 側のスレーブと同期し (0 位相シフト)、2 倍の周
波数である

• メモリー側のマスターの幅が CPU 側のスレーブの半分である

ブリッジはこれらの 2 つの制約を利用し、軽量で低レイテンシーのクロッククロッシング・ロジックを
CPU とメモリーの間に提供します。これらの制約は、Avalon-MM Clock-Crossing Bridge とは対称
的です。Avalon-MM Clock-Crossing Bridge では、マスター側とスレーブ側のクロック間に周波数と
位相の関係を想定せず、2 つのドメイン間で受け渡されるすべての信号を完全に同期する高レイテンシ
ー・ロジックが提供されます。

Avalon MM DDR Memory Half-Rate Bridge には Avalon-MM スレーブ・インターフェイスがあり、
それによってシングルワード (バーストなし) のトランザクションを受け入れます。スレーブ・インターフ
ェイスは、接続されている CPU からトランザクションを受信すると、マスター・インターフェイス (幅は半
分、速度は 2 倍) で 2 ワードのバースト・トランザクションを発行します。トランザクションが読み出し要
求の場合、ブリッジのマスター・インターフェイスはスレーブの 2 ワードの応答を待機します。その後、そ
の 2 ワードを連結して単一の読み出しデータワードとし、スレーブ・インターフェイスで CPU に提供しま
す。データ幅が半分になると、クロックレートは 2 倍になります。そのため、データのスループットは CPU
とオフチップ・メモリー・デバイス間で一致します。
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次の図は、Avalon-MM Half-Rate Bridge コアのレイテンシーを表してします。コアは、読み出しトラ
ンザクションにおいて、2 サイクルのレイテンシーをスレーブ・クロック・ドメインで追加します。 初のサ
イクルはトランザクションのコマンドフェーズに導入され、2 番目のサイクルはトランザクションの応答
フェーズに導入されます。合計レイテンシーは 2+<x> です。この <x> は、DDR SDRAM 高性能メモ
リー・コントローラーのレイテンシーを指しています。これと同じ目的でクロッククロッシング・ブリッジを
使用すると、約 12 サイクルの追加レイテンシーが発生します。

図 -137: Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge ブロックのドメイン
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47.4.  プラットフォーム・デザイナーでのコアのインスタンス化

プラットフォーム・デザイナーの IP Catalog を使用し、Avalon-MM DDR Memory Half-Rate
Bridge コアを検索します。パラメーター・エディター・ウィンドウでは、コアのコンフィグレーションを指
定することができます。次の表に、Avalon-MM Half-Rate Bridge コアにコンフィグレーションするこ
とができるパラメーターを示します。

表 438. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge コアにコンフィグレーションすることができる
パラメーター

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Data Width 8、16、32、64、128、256、512 16 マスター・インターフェイスでのデ
ータ信号の幅

Address Width 1 から 32 24 マスター・インターフェイスでのア
ドレス信号の幅

次の表は、Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge コアの Data Width および Address
Width の設定に基づき導出されるパラメーターについて説明しています。

表 439. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge コアで得られるパラメーター

パラメーター デフォルト値 説明

Master interface’s Byte Enable Width 2 マスター・インターフェイスでのバイト・イネーブ
ル信号の幅

Slave interface’s Data Width 32 スレーブ・インターフェイスでのデータ信号の幅

Slave interface’s Address Width 22 スレーブ・インターフェイスでのアドレス信号の
幅

Slave interface’s Byte Enable Width 4 スレーブ・インターフェイスでのバイト・イネーブ
ル信号の幅
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47.5. システム例

次の例は、Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge コアをシステムで接続する手順の概略を示
しています。この例では、プラットフォーム・デザイナーの GUI に精通していることを前提としています。

1. Nios II Processor をシステムに追加します。

2. DDR2 SDRAM High-Performance Controller を追加し、full-rate モードにコンフィグ
レーションします。

3. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge をシステムに追加します。

4. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge のパラメーターをメモリー・コントローラーに基
づきコンフィグレーションします。例えば、32M バイトの DDR メモリー・コントローラーがフルレー
トモードで 8 つの DQ ピンを備える場合 (図 136 (541 ページ) 参照)、パラメーターを次のよう
に設定する必要があります。

• Data Width = 16

8 つの DQ ピンを備えるメモリー・コントローラーの場合、ローカル・インターフェイス幅は 16
ビットです。ローカル・インターフェイス幅とデータ幅は同じにする必要があるため、データ幅は
16 ビットに設定されます。

• Address Width = 25

メモリー容量が 32M バイトの場合、バイトアドレスは 25 ビットです。ブリッジのマスターアドレス
はバイトでアライメントされるため、アドレス幅は 25 ビットに設定されます。

5. altmemddr_auxhalfを Half-Rate Bridge のスレーブ・クロック・インターフェイス
(clk_s1) に接続します。

6. altmemddr_sysclkを Half-Rate Bridge のマスター・クロック・インターフェイス
(clk_m1) に接続します。

7. Nios II プロセッサーとメモリー・コントローラー間のすべての接続を削除します (存在する場合)。

8. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge のマスター・インターフェイス (m1) をメモリー・
コントローラーのスレーブ・インターフェイスに接続します。

9. Avalon-MM DDR Memory Half-Rate Bridge のスレーブ・インターフェイス (s1) を Nios II
プロセッサーの data_masterインターフェイスに接続します。

10. altmemddr_auxhalfを Nios II プロセッサーのクロック・インターフェイスに接続します。

47.6.  Avalon-MM DDR Memory Half Rate Bridge コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

2016.06.17 16.0 初版
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48.  インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コア

注意: この IP コアは、Cyclone V SoC デバイスのみをサポートします。

48.1. コアの概要

インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアは、FPGA ファブリックで利用可能なソフト IP で
す。このコアは、ハード・プロセッサー・システム (HPS) におけるイーサネット・コントローラーの
GMII/MII インターフェイスを RGMII インターフェイスに変換します。デフォルトで、HPS イーサネッ
ト・コントローラーは、HPS ピンで RGMII インターフェイスを提供する、もしくは FPGA ローン I/O を
使用して GMII/MII インターフェイスを提供することができます。GMII to RGMII コンバーターはま
た、FPGA ロジックを介して外部 RGMII PHY にインターフェイス接続する場合の、設計者に向けたソリ
ューションとしても機能します。

48.2. 機能の説明

48.2.1. サポートされる機能

コアは、次に示される機能をサポートします。

• GMII/MII インターフェイスから RGMII インターフェイスへの変換を実行します

• 3 速 (10/100/1000Mbps) の動作をサポートします

• 動的な速度の切り替えをサポートします

• 送信パスと受信パスのパイプライン・レジスターを有効にする生成時のオプションをサポートします

48.2.2. サポートされない機能

インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアは、TX/RX クロックの内部遅延をサポートしませ
ん。ただし、FPGA は、2ns の遅延を中央でアライメントされるデータの送受信に提供することができま
す。これは、FPGA I/O バッファーを介して行われます。この遅延機能は通常、PHY デバイスでサポート
される、もしくはボードレベルで処理されます。

インテル Quartus Prime の遅延設定に関しては、RocketBoards.org で提供されているお使いのデ
バイスの Golden Hardware Reference Design (GHRD) ユーザーマニュアルを参照してください。

関連情報
GSRD User Manual
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48.3. パラメーター

48.3.1. IP のコンフィグレーション・パラメーター

これらのパラメーターは、生成時にユーザーによってコンフィグレーションすることができます。

パラメーター 選択可能な値 デフォルト値 説明

Transmit Pipeline Register
Depth

0 から 10 0 TX_PIPELINE_DEPTH - HPS 送信出力と FPGA I/O バッファー
間のレジスターステージ数

Receive Pipeline Register
Depth

0 から 10 0 RX_PIPELINE_DEPTH - FPGA I/O バッファーと HPS 受信入力
間のレジスターステージ数

48.4.  インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアのインターフェイス

図 -138: インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアのトップ・レベル・インターフェイス

Altera GMII to RGMII 
Converter Core

peri_clock
peri_reset

pll_25m_clock
pll_2_5m_clock

hps_gmii

phy_rgmii

注意: この図に示されているインターフェイスに関する情報と詳細なリストについては、以降の表で、対応する
インターフェイス名を参照してください。

表 440. peri_clock

インターフェイス名: peri_clock
説明: ペリフェラル・クロック・インターフェイス

信号 幅 方向 説明

clk 1 入力 ペリフェラル・クロック・ソース

表 441. peri_reset

インターフェイス名: peri_reset
説明: ペリフェラル・リセット・インターフェイス

信号 幅 方向 説明

rst_n 1 入力 アクティブ Low ペリフェラル非同
期リセットソース
この信号は非同期でアサートさ
れ、同期してデアサートされます。
同期デアサートは、このコアの外
部で提供する必要があります。
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表 442. pll_25m_clock

インターフェイス名: pll_25m_clock
説明: FPGA PLL 出力からの 25MHz クロック

信号 幅 方向 説明

pll_25m_clk 1 入力 FPGA PLL からの 25MHz 入力ク
ロック

表 443. pll_2_5m_clock

インターフェイス名: pll_2_5m_clock
説明: FPGA PLL 出力からの 2.5MHz クロック

信号 幅 方向 説明

pll_2_5m_clk 1 入力 FPGA PLL からの 2.5MHz 入力
クロック

表 444. hps_gmii

インターフェイス名: hps_gmii
説明: インテル FPGA HPS Emac Interface Splitter コアに面する GMII/MII インターフェイス

信号 幅 方向 説明

mac_tx_clk_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信クロ
ック

mac_tx_clk_i 1 出力 HPS への GMII/MII 送信クロッ
ク

mac_rx_clk 1 出力 HPS への GMII/MII 受信クロッ
ク

mac_rst_tx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信リセ
ットソースで、アクティブ Low の
リセット

mac_rst_rx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 受信リセ
ットソースで、アクティブ Low の
リセット

mac_txd 8 入力 HPS からの GMII/MII 送信デー
タ

mac_txen 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信イネ
ーブル

mac_txer 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信エラ
ー

mac_rxdv 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データ
の Valid

mac_rxer 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データ
エラー

mac_rxd 8 出力 HPS への GMII/MII 受信データ

mac_col 1 出力 HPS への GMII/MII 衝突検出

mac_crs 1 出力 HPS への GMII/MII キャリアセ
ンス

mac_speed 2 入力 HPS からの MAC 速度通知
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表 445. phy_rgmii

インターフェイス名: phy_rgmii
説明: PHY デバイスに面する RGMII インターフェイス

信号 幅 方向 説明

rgmii_tx_clk 1 出力 PHY への RGMII 送信クロック

rgmii_rx_clk 1 入力 PHY からの RGMII 受信クロック

rgmii_txd 4 出力 PHY への RGMII 送信データ

rgmii_tx_ctl 1 出力 PHY への RGMII 送信制御

rgmii_rxd 4 入力 PHY からの RGMII 受信データ

rgmii_rx_ctl 1 入力 PHY からの RGMII 受信制御

48.5. 機能の説明

図 -139: システムレベルのブロック図
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インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアは、HPS イーサネット・コントローラーに直接接続
されません。代わりに、インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアと呼ばれる中間コンポー
ネントが、HPS コアとインテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアの間でブリッジとして使用さ
れます。この中間コンポーネントは、HPS コアからの EMAC コンジット・インターフェイス出力をそれら
の機能に応じていくつかのインターフェイス (hps_gmii、ptp、mdio インターフェイス) に分割する役
割を果たします。また、Arria V、Cyclone V、インテル Arria 10 の HPS の EMAC インターフェイスに
おける違いを管理する役割を担います。

関連情報
インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コア (550 ページ)

インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアの詳細を提供しています。

48.5.1. アーキテクチャー

48.5.1.1. データパス
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図 -140: データパスの図
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送信パスでは、GMII/MII データは、送信パイプライン・レジスター・ステージを通過して SDR/DDR コ
ンバーター・ブロックに入ります。パイプライン・ロジックは、ユーザーによって生成時にオプションで有効
または無効にすることができます。

受信パスでは、GMII/MII データは、SDR/DDR コンバーター・ブロックの直後に、インテル FPGA HPS
EMAC Interface Splitter コアを介して EMAC コントローラーに直接送信されます。また、受信パイプ
ライン・レジスター・ステージを通過します。同様に、このパイプライン・ロジックは、ユーザーによって生成
時にオプションで有効または無効にすることができます。

SDR/DDR コンバーター・ブロックは、シングル・データ・レートからダブル・データ・レートへの変換、およ
びその逆の変換を管理します。インテル FPGA DDIO コンポーネント (ALTDDIO_IN および
ALTDDIO_OUT) を使用し、このタスクを実行します。このブロックはまた、インバンドのステータス検
出を通じて衝突とキャリアセンス状態をデコードします。

48.5.1.2. クロックスキーム

48.5.1.2.1. 送信

インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアのすべての送信シーケンシャル・ロジックは、GMII
モード (1000Mbps) では HPS PLL によってクロックが提供され、MII モード (10/100Mbps) では
FPGA PLL によってクロックが提供されます。
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図 -141: 送信クロックスキーム
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48.5.1.2.2. 受信

インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアのすべての受信シーケンシャル・ロジックは、
rgmii_rx_clk (常に PHY デバイスから駆動されます) によってクロックが提供されます。

48.6.  インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コア

インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアは、HPS コアとインテル FPGA GMII to
RGMII コンバーター・コア間のブリッジとして使用されます。HPS コアからの EMAC コンジット・インタ
ーフェイス出力を、それらの機能に応じていくつかのインターフェイス (hps_gmii、ptp、mdio インタ
ーフェイス) に分割する役割を果たします。また、Arria V、Cyclone V、およびインテル Arria 10 の
HPS の EMAC インターフェイスにおける違いを管理する役割があります。Avalon-MM スレーブ・イン
ターフェイス・ロジック以外に、このコアには実際のロジックはありません。ただし、HPS から入力信号を
受け取り、それらを機能に応じて再グループ化して出力します。

関連情報
機能の説明 (562 ページ)

48.6.1. パラメーター

48.6.1.1. システム情報パラメーター

次のパラメーターは、ユーザーがコンフィグレーションすることはできません。

パラメーター 説明

DEVICE_FAMILY 名称: DEVICE_FAMILY
プラットフォーム・デザイナーで現在選択されているデバイスのデバイス・ファミリー・タイプを示します。
このパラメーターを使用し、現在選択されているデバイスでサポートされる HPS のバージョン (Arria V、
Cyclone V、インテル Arria 10 HPS) を特定します。この情報を使用し、特定のロジックを有効または無効にす
る、もしくはこのコアの特定のインターフェイスを終端します。

48.6.1.2. HDL パラメーター

このパラメーターは、プラットフォーム・デザイナーを介してユーザーでコンフィグレーションすることは
できません。この値は、DEVICE_FAMILY パラメーターに基づきコンポーネントによって自動的に導出
されます。

パラメーター 説明

Enable mac speed CSR 名称: MAC_SPEED_CSR_ENABLE
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パラメーター 説明

0: MAC Speed CSR ブロックはこのコアでインスタンス化されません。この場合、Mac Speed 情報は HPS
EMAC インターフェイスから直接取得されます。
1: MAC Speed CSR ブロックはこのコアでインスタンス化されます。この場合、Mac Speed 情報はこのコアで
定義されているコントロール・レジスターによって決まります。

48.6.1.3. インターフェイス信号

図 -142: インターフェイス信号

HPS 
EMAC

 Interface
Splitter Core

MAC
Speed

CSR

peri_clock
peri_reset

avalon_slave
emac

emac_gtx_clk
emac_tx_reset
emac_rx_reset

emac_tx_clk_in
emac_rx_clk_in

hps_gmii
ptp
mdio

表 446. peri_clock

インターフェイス名: peri_clock
説明: ペリフェラル・クロック・インターフェイス。このインターフェイスは、選択されているデバイスが Arria V または Cyclone V の場合にのみ存

在します。

信号 幅 方向 説明

clk 1 入力 Avalon-MM スレーブ・インターフ
ェイスに使用されるペリフェラル・
クロック・ソース

表 447. peri_reset

インターフェイス名: peri_reset
説明: ペリフェラル・リセット・インターフェイス。このインターフェイスは、選択されているデバイスが Arria V または Cyclone V の場合にのみ存

在します。

信号 幅 方向 説明

rst_n 1 入力 アクティブ Low のペリフェラル非
同期リセットソース。Avalon-MM
スレーブ・インターフェイスのリセ
ットに使用されます。
この信号は非同期でアサートさ
れ、同期してデアサートされます。
同期デアサートは、このコアの外
部で提供する必要があります。
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表 448. avalon_slave

インターフェイス名: avalon_slave
説明: このインターフェイスは、選択されているデバイスが Arria V または Cyclone V の場合にのみ存在します。

信号 幅 方向 説明

addr 1 入力 Avalon-MM アドレスバス(38)

read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御

write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御

writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス

readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス

表 449. emac

インターフェイス名: emac
説明: HPS EMAC インターフェイスに接続されるコンジット・インターフェイス

信号 幅 方向 説明

phy_txd_o 8 入力 HPS からの GMII/MII 送信デー
タ

phy_txen_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信イネ
ーブル

phy_txer_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信エラ
ー

phy_rxdv_i 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データ
の Valid

phy_rxer_i 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データ
エラー

phy_rxd_i 8 出力 HPS への GMII/MII 受信データ

phy_col_i 1 出力 HPS への GMII/MII 衝突検出

phy_crs_i 1 出力 HPS への GMII/MII キャリアセ
ンス

phy_mac_speed_o 2 入力 HPS からの MAC 速度通知(39)

mdo_o 1 入力 HPS からの MDIO データ出力

mdo_o_e 1 入力 HPS からの MDIO データ出力イ
ネーブル

mdi_i 1 出力 HPS への MDIO データ入力

ptp_pps_o 1 入力 HPS からの 1 秒あたりの PTP パ
ルス

ptp_aux_ts_trig_i 1 出力 HPS への PTP 補助タイムスタン
プ・トリガー

(38) アドレスバスはワード単位でアドレス指定されます。

(39) これらのビットは、選択されているデバイスがインテル Arria 10 の場合にのみ存在します。
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表 450. emac_gtx_clk

インターフェイス名: emac_gtx_clk
説明: HPS からの GMII/MII 送信クロック

信号 幅 方向 説明

phy_txclk_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信クロ
ック

表 451. emac_tx_reset

インターフェイス名: emac_tx_reset
説明: GMII/MII 送信リセットソース。HPS からの phy_txclk_o に同期しています。

信号 幅 方向 説明

rst_tx_n_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信リセ
ットソース。アクティブ Low のリ
セット。

表 452. emac_rx_reset

インターフェイス名: emac_rx_reset
説明: GMII/MII 受信リセットソース。HPS からの clk_rx_i に同期しています。

信号 幅 方向 説明

rst_rx_n_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 受信リセ
ットソース。アクティブ Low のリ
セット。

表 453. emac_rx_clk_in

インターフェイス名: emac_rx_clk_in
説明: HPS への GMII/MII 受信クロック

信号 幅 方向 説明

clk_rx_i 1 出力 HPS への GMII/MII 受信クロッ
ク

表 454. emac_tx_clk_in

インターフェイス名: emac_tx_clk_in
説明: HPS への GMII/MII 送信クロック

信号 幅 方向 説明

clk_tx_i 1 出力 HPS への GMII/MII 送信クロッ
ク
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表 455. hps_gmii

インターフェイス名: hps_gmii
説明: FPGA ファブリックに面する GMII/MII インターフェイス

信号 幅 方向 説明

mac_tx_clk_o 1 出力 HPS からの GMII/MII 送信クロ
ック

mac_tx_clk_i 1 入力 HPS への GMII/MII 送信クロッ
ク

mac_rx_clk 1 入力 HPS への GMII/MII 受信クロッ
ク

mac_rst_tx_n 1 出力 HPS からの GMII/MII 送信リセ
ットソース

mac_rst_rx_n 1 出力 HPS からの GMII/MII 受信リセ
ットソース

mac_txd 8 出力 HPS からの GMII/MII 送信デー
タ

mac_txen 1 出力 HPS からの GMII/MII 送信イネ
ーブル

mac_txer 1 出力 HPS からの GMII/MII 送信エラ
ー

mac_rxdv 1 入力 HPS への GMII/MII 受信データ
の Valid

mac_rxer 1 入力 HPS への GMII/MII 受信データ
エラー

mac_rxd 8 入力 HPS への GMII/MII 受信データ

mac_col 1 入力 HPS への GMII/MII 衝突検出

mac_crs 1 入力 HPS への GMII/MII キャリアセ
ンス

mac_speed 2 出力 HPS からの MAC 速度通知

表 456. ptp

インターフェイス名: ptp
説明: FPGA ファブリックに面する PTP インターフェイス

信号 幅 方向 説明

ptp_pps_out 1 出力 FPGA ソフトロジックへの 1 秒あ
たりの PTP パルス

ptp_aux_ts_trig_in 1 入力 FPGA ソフトロジックからの PTP
補助タイムスタンプ・トリガー

ptp_tstmp_data_out 1 出力 HPS から FPGA ソフトロジックへ
の PTP タイムスタンプ・データ

ptp_tstmp_en_out 1 出力 HPS から FPGA ソフトロジックへ
の PTP タイムスタンプ・イネーブ
ル
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表 457. mdio

インターフェイス名: mdio
説明: PHY デバイスに面する MDIO インターフェイス

信号 幅 方向 説明

mdo_out 1 出力 FPGA 双方向 I/O バッファーへの
MDIO データ出力

mdo_out_en 1 出力 FPGA 双方向 I/O バッファーへの
MDIO データ出力イネーブル

mdi_in 1 入力 FPGA 双方向 I/O バッファーから
の MDIO データ入力

関連情報
Avalon-MM スレーブ・インターフェイス (556 ページ)

Avalon-MM スレーブ・インターフェイスに関しては、Avalon-MM スレーブ・インターフェイスのセク
ションを参照してください。

48.6.1.4. レジスター

48.6.1.4.1. レジスターのメモリーマップ

このレジスターブロックは、選択されているデバイスが Arria V または Cyclone V の場合にのみ存在
します。各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表します。

名称 アドレスオフセット 幅 属性 説明

CTRL 0x0 2 R/W Control レジスター

48.6.1.4.2. レジスターの説明

Control レジスター

表 458. Control レジスター

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:2 Reserved 該当なし 0x0 予約済み

1:0 MAC_SPEED R/W 0x0 このフィールドは、HPS
EMAC および PHY デバイ
スで使用される速度モード
を示します。HPS ソフトウ
ェアでは、オートネゴシエ
ーション・プロセスに続い
て MAC Speed を HPS
EMAC レジスター空間で
設定後、このフィールドに
書き込む必要があります。
0x0-0x1: 1000Mbps
(GMII)
0x2: 10Mbps (MII)
0x3: 100Mbps (MII)
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48.6.1.5.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイス

次の内容は、HPS EMAC Interface Splitter コアの Avalon スレーブ・インターフェイスの特性を示し
ています。

• バースト幅: 32 ビット

• バーストサポート: なし

• 固定の読み出しおよび書き込み待機時間: 0 サイクル

• 固定の読み出しレイテンシー: 1 サイクル

• ロックサポート: なし

48.7.  インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアの改訂履歴

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

2019.08.16 19.2 インテル FPGA GMII to RGMII コンバーター・コアのデバイスサポートを明確にする注
記を追加しました。

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

日付 バージョン 変更内容

2015 年 11 月 2015.11.06 • 「アルテラ HPS EMAC Interface Splitter コア・インターフェイス」の PTP の表を更
新しました。

• 「サポートされない機能」を更新しました。

2014 年 7 月 2014.07.24 初版
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49.  インテル FPGA MII to RMII コンバーター・コア

この章では、インテル FPGA MII (Media Independent Interface) to RMII (Reduced Media
Independent Interface) コンバーター・コアの機能について説明します。RMII は、PHY をイーサネッ
ト MAC に接続する MII に代わるピン数の少ない方法です。

MII には、データと制御 (4 ビット) で使用する 16 のピンがポートごとにあります。RMII の場合は 8 ピ
ンです。したがって、RMII は高ポート密度のインターコネクトでの使用に 適化されています。

RMII には次の特徴があります。

• 10Mbps および 100Mbps のデータレートをサポートします。

• 単一の 50MHz クロック・リファレンスは、PHY または外部から供給されます。

• 独立した 2 ビット幅 (di ビット) の送信および受信データパスを提供します。

• 一般的なデジタル CMOS ASIC プロセスと互換性のある TTL 信号レベルを使用します。

49.1. サポートされる機能

インテル FPGA MII to RMII コンバーター・コアは、次の機能をサポートします。

• パラメーター・ベースの速度モードの選択 (100Mbps と 10Mbps)

• 受信スループットの自動検出

• RMII 1.2 に対するパラメーター・ベースの選択

• 送信 MAC からのエラー報告をサポート

• 50MHz の固定周波数
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49.2. インターフェイス信号

図 -143: インターフェイス信号

Intel FPGA MII to RMII 
Converter Core

m_tx_err
m_tx_en

m_tx_d[3:0]
 tx_clk

m_rx_en
m_rx_d[3:0]

rx_clk
m_rx_crs
m_rx_col
m_rx_err

ena_10

rmii_tx_d[1:0]
rmii_tx_en

rmii_rx_d[1:0]
rmii_crs_dv
rmii_rx_err

RefClk
Rstn

Conduit Interface

信号名 タイプ 幅 (ビット) 説明

クロックとリセット

RefClk 入力 1 50MHz の固定周波数のインターフェイス・クロック。PHY によって駆動されま
す。

Rstn 入力 1 アクティブ Low のリセット信号。EMAC でこの信号を提供し、MII to RMII コン
バーター・コアと PHY に接続されます。

RMII: コアから RMII PHY への送信インターフェイス

rmii_tx_d[1:0] 出力 2 送信データ

rmii_tx_en 出力 1 送信イネーブル

RMII: PHY から RMII への受信インターフェイス

rmii_crs_dv 入力 1 多重化されているキャリアセンスまたはデータの Valid 信号 (RMII 1.2)

rmii_rx_d[1:0] 入力 2 受信データ

rmii_rx_err 入力 1 受信エラー

MII: RMII コアから MAC への送信インターフェイス

tx_clk 出力 1 送信クロック:
• 100Mbps の速度モードで 25MHz
• 10Mbps の速度モードで 2.5MHz

m_tx_en 入力 1 送信クロックに同期する送信データの Valid 信号

m_tx_d[3:0] 入力 4 送信データ

m_tx_err 入力 1 送信エラー

MII: MAC から RMII コアへの受信インターフェイス

rx_clk 出力 1 受信クロック

continued...   
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信号名 タイプ 幅 (ビット) 説明

m_rx_en 出力 1 受信データの Valid (CRS_DVから抽出される)

m_rx_err 出力 1 受信エラー

m_rx_crs 出力 1 イーサネット・キャリア・センス信号

m_rx_col 出力 1 イーサネット衝突信号

m_rx_d[3:0] 出力 4 受信データ

コアの速度選択

ena_10 入力 1 MAC が 10Mbps のスループットにコンフィグレーションされていることを示し
ます。

49.3. パラメーター

表 459. パラメーター

パラメーター 説明

MBPS 設定は次のとおりです。
• 1: 100Mbps 速度モード
• 0: 10Mbps 速度モード

THROUGHPUT CONTROL 1 に設定されている場合、IP コアは固定スループットに設定されます。スループットは MBPS パラメーターで
示されます。

MAC_SPEED 1 に設定されている場合、MAC は IP コアに速度を提供します。

表 460. パラメーターの使用シナリオ

MAC_SPEED MBPS THROUGHPUT
CONTROL シナリオ

1 該当なし 該当なし

RX と TX の速度は、入力信号の
MIIMAC2CORESPEED10で提供されます。
MIIMAC2CORESPEED10 == 1 の場合、スループッ
トは 10Mbps に固定されます。それ以外の場合は、
100Mbps に固定されます。

0 0 0 RX は動的な速度検出
TX は固定 10Mbps 速度

0 0 1 RX は固定 10Mbps
TX は固定 10Mbps

1 1 0 RX は動的な速度検出
TX は固定 100Mbps 速度

1 1 1 RX は固定 100Mbps
TX は固定 100Mbps

49.4. 機能の説明

49.4.1. クロックスキーム

PHY または外部ソースのいずれかにより、固定 50MHz のリファレンス・クロックを IP コアに供給しま
す。IP コアは、2 つの内部クロック分周器をインスタンス化し、送信機と受信機に必要なクロックを生成
することにより 100Mbps および 10Mbps の速度モードをサポートします。
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クロック分周器 2 による分周は 2 つ、クロック分周器 10 による分周は 1 つあります。

クロック要件は次のとおりです。

• IP コアから MII MAC への送信クロック (100Mbps データレート) の場合は 25MHz

• IP コアから MII MAC への送信クロック (10Mbps データレート) の場合は 2.5MHz

• RMII PHY から IP コアへの受信クロック (10Mbps データレート) の場合は 5MHz

図 -144: クロックスキーム

Divide by 10

Divide by 2

Divide by 2
2.5 MHz Clock 

25 MHz Clock

5 MHz ClockRefClk (50 MHz)

Rstn

49.4.2. 送信インターフェイス

送信ロジックは、MII 送信インターフェイスを介して MAC から 4 ビット (ニブル) のデータを取得し、そ
れを RMII インターフェイスを介して RMII PHY に送信します。次の図は、MII TX フレームのさまざま
な信号間におけるタイミングの関係性を示しています。

図 -145: MII TX フレーム

MBPS パラメーターでは、送信インターフェイスのデータレートを決定します。MBPS が 1 に設定され
ている場合、TX の速度は 100Mbps です。MBPS が 0 に設定されている場合は、TX の速度は
10Mbps です。TX クロックの周波数は、100Mbps モードで 25Mhz、10Mbps モードで 2.5Mhz です。
IP コアは、MII MAC に TX クロックを提供します。

送信時に、MII MAC は m_tx_en信号をアサートし、TX クロックの各サイクルで 4 ビットのデータを
送信します。送信にエラーがある場合、MII MAC は TX クロックに同期する m_tx_err信号をアサー
トします。次の図は、m_tx_errのある TX フレームを示しています。
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図 -146: エラー信号のある TX フレーム

TX エラーを検出すると、コアは出力 RMII インターフェイスでの残りの送信で 01 パターンを送信する
ため、フレームは巡回冗長検査 (CRC) に合格しません。

49.4.3. 受信インターフェイス

受信インターフェイスは 2 ビットのデータ・インターフェイスで、RMII MAC から di ビットを取得し、4 ビ
ットを累積後、MII データ・インターフェイスを介して MII MAC に送信します。次の図は、RMII 受信転
送を示しています。

図 -147: RMII 受信転送

PHY は、受信メディアがアイドル状態でない場合に、キャリアセンスまたは受信データ Valid
(rmii_crs_dv) 信号をアサートします。キャリアを喪失した場合は、rmii_crs_dvが同期してデ
アサートされます。ただし、これはニブル境界でのみ発生します。キャリアの喪失に続いて PHY に
rmii_rx_d[1:0]で提供する他のビットがある場合、PHY は、各ニブルの 2 番目の di ビットを表す
ref_clkのサイクルで rmii_crs_dvをアサートします。

キャリアを喪失すると、ニブル境界で rmii_crs_dvがトグルします (100Mbps モードでは
25MHz、10Mbps モードでは 2.5MHz)。これは、IP コアで受信データの Valid およびキャリアセンス
信号を回復するのに有効です。

49.5.  インテル FPGA MII to RMII コンバーター・コアの改訂履歴

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

2020.07.22 20.2 次の信号名を訂正しました。
• ref_clkを RefClkに変更
• rst_nを Rstnに変更
• m_tx_dvを m_tx_enに変更

2019.12.16 20.1 初版
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50.  インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII
PCS ブリッジコア

50.1. コアの概要

インテルのハード・プロセッサー・システム (HPS) は、イーサネット MAC の機能を EMAC ペリフェラル
を介して提供します。EMAC ペリフェラルは、HPS 専用の I/O への RGMII または RMII インターフェイ
ス、もしくは FPGA I/O への GMII/MII インターフェイスを提供します。SGMII (Serial Gigabit
Media Independent Interface) は、FPGA ファブリックへの GMII/MII インターフェイスを介してサ
ポートされます。

インテル HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジは、FPGA ファブリックのソフト IP
コアであり、HPS の EMAC GMII/MII を Altera 1000BASE-X/SGMII PCS コアに接続して SGMII
インターフェイスを実現するロジックを提供します。

50.2. 機能の説明

図 -148: インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジコアのブロック図
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インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジは、HPS コンポーネントに
直接接続されません。代わりに、Altera HPS EMAC Interface Splitter コアと呼ばれる中間コンポー
ネントが、HPS コアとインテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジ間の
ブリッジとして使用されます。中間コンポーネントは、HPS コアからの EMAC コンジット・インターフェイ
ス出力をそれらの機能に応じていくつかのインターフェイス (hps_gmii、PTP、MDIO インターフェイ
ス) に分割する役割を果たします。また、Arria V HPS、Cyclone V HPS、インテル Arria 10 HPS の
EMAC インターフェイスにおける違いを管理する役割も担います。

関連情報
インテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コア (550 ページ)
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50.2.1. サポートされる機能

このコアでサポートされる機能は次のとおりです。

• HPS の EMAC GMII/MII とインテル FPGA 1000BASE-X/SGMII PCS コアの接続を有効にし
ます

• 3 速 (10/100/1000Mbps) の動作

• 動的な速度の切り替え

50.3. コアのアーキテクチャー

50.3.1. データパス

図 -149: 送信データパス

 

mac _txd[7:0], 
mac _txen ,
mac _txer

tx_d[7:0], 
tx_en ,
tx_err

TX Elastic 
Buffer

GMII port

tx_d[3:0], 
tx_en ,
tx_err

MII port

1000 BASE -X/
SGMII PCS

GMII/MII port

HPS

送信パスでは、HPS からの GMII/MII データは、送信エラスティック・バッファーを通過して PCS GMII
および MII ポートに入ります。送信エラスティック・バッファーは、HPS からの送信クロックと PCS のブ
ロックから生成される送信クロックの間のわずかな周波数の差を処理する役割を担います。

図 -150: 受信データパス

 

mac _rxd[7:0], 
mac _rxdv,
mac _rxer

gmii_rx_d[7:0], 
gmii_rx_en ,
gmii_rx_err

GMII port

{mii_rx_d[3:0],mii_rx_d[3:0]}, 
mii_rx_en ,
mii_rx_err

MII port

1000 BASE -X/
SGMII PCS

GMII/MII port

HPS

mac _speed [1]

PCS ブロックには個別の GMII ポートと MII ポートがありますが、HPS には単一の GMII および MII
ポートしかありません。したがって、受信データパスではマルチプレクサーが必要です。MII モードでは、4
ビットの MII 受信データバスを複製することで、HPS の GMII/MII 受信データバスに 8 ビットを供給し
ます。HPS、もしくはインテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアの CSR からの
mac_speed情報がマルチプレクサー選択として使用されます。
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50.3.2. クロックスキーム

GMII モード (1000Mbps) では、HPS ブロックと PCS ブロックはどちらも送信クロックを生成します。
HPS からの GMII/MII データは HPS の内部 PLL に同期していますが、PCS ブロックでは、送信データ
が PCS の送信クロックに同期していることを前提にしています。送信データパスにおける 2 つの異なる
送信クロックを解決するため、送信データの送信にはエラスティック・バッファーが使用されます。

MII モード (10/100Mbps) では、送信クロックは PCS ブロックからのみ提供されます。HPS に接続さ
れる送信クロックは、PCS ブロックから送信される送信クロックのゲーティングされたバージョンであ
り、 悪のデューティー・サイクルは 1% (High: 4ns、Low: 396ns) です。

受信クロックは PCS ブロックから供給されます。HPS に接続される受信クロックは、PCS ブロックから
送信される受信クロックのゲーティングされたバージョンであり、 悪のデューティー・サイクルは 1%
(High: 4ns、Low: 396ns) です。

50.3.3. MAC 速度

Mac の速度情報を使用して、さまざまな送信クロックソースを選択します。

Arria V または Cyclone V の HPS コアは、Mac の速度情報を FPGA ファブリックに提供しません。そ
のため、コントロール・レジスターがインテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアで定義され
ます。それにより、HPS EMAC および PHY デバイスで使用される速度に応じてそれをソフトウェアで正
しくコンフィグレーションします。

インテル Arria 10 HPS は、Mac の速度情報を FPGA ファブリックに提供します。インテル FPGA
HPS EMAC Interface Splitter コアのコントロール・レジスターは自動的に削除されます。

インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジに入る 2 つの着信
mac_speedビットは、非同期かつ静的であるとして扱われます。1 ビットのみ (mac_speed[1]) を
使用し、MAC が GMII モードで動作しているか MII モードで動作しているかを特定します。よって、
mac_speed[1] の同期には、ダブル・シンクロナイザーで十分です。両方のビットを使用しない限り、追
加のフィルタリング・ロジックは必要ありません。

50.3.4. 送信エラスティック・バッファー

送信エラスティック・バッファーは非同期 FIFO で、固定の高と低のウォーターマーク・レベルを備えます。
高ウォーターマーク・レベルは、TX_BUFFER_DEPTH/2 + 4 の有効エントリーで固定されており、低
ウォーターマーク・レベルは、TX_BUFFER_DEPTH/2 - 4 の有効エントリーで固定されています。有効
なエントリー数が高ウォーターマーク・レベル以上になると、バッファーの書き込みポートに現れる
IDLE シンボルはすべてドロップされます (IDLE シンボルの削除)。有効なエントリー数が低ウォーター
マーク・レベル以下になると、読み出しポートから読み出される IDLE シンボルでバッファーの読み出し
ポインターはインクリメントされません (IDLE シンボル挿入)。IDLE シンボルの定義は、tx_en = 0
および tx_err = 0 です。

バッファーの深さは 64 に固定されています。バッファーの深さが深いほど、オーバーフロー/アンダーフ
ロー状態の発生を回避するためのマージンが大きくなります。バッファー深度のコンフィグレーション
は、イーサネット・プロトコルの 大イーサネット・パケットまたは 大 IDLE シンボル分離、および 2 つ
のクロックソース間で異なる 大 ppm に依存します。
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図 -151: エラスティック・バッファーのウォーターマーク・レベル
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ウォーターマーク低 (TX_BUFFER _DEPTH /2 - 4)
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50.3.4.1. GMII から MII へのモード移行

エラスティック・バッファーは、書き込みポートと読み出しポートのクロック周波数が等しい場合、もしく
は類似している場合に機能します。イーサネットの動作では、動的な速度モードの変更が可能です。
GMII から MII または MII から GMII へのモードの移行時に、HPS のクロックソースと PCS ブロック
からの送信クロックがクロック周波数の点で同期しない場合があります。それらが同期していない場合
は、オーバーフロー/アンダーフロー状態が発生します。

例えば、GMII から MII へのモードの移行時に、PCS からの送信クロックは 25/2.5MHz で動作してい
る一方で、HPS でのクロック切り替えが完了しておらず、125MHz で動作していることがあります。PCS
および HPS のクロック切り替えでは、滑らかなクロックのマルチプレクサー実装により、非アクティブな
クロックが短時間発生する可能性があります。この問題は、ソフトウェアを介して処理されます。バッファ
ーへのソフトリセットとして機能するレジスタービットが、このアダプター・コアで定義されます。ソフトウ
ェアは、PCS および MAC の速度コンフィグレーションに変更がある場合に、バッファーが無効になって
いることを保証する役割を担います。バッファーは、PCS ブロックと MAC ブロックの両方でコンフィグ
レーションが完了し、有効な送信クロックがバッファーの読み出しポートと書き込みポートの両方で機
能している場合にのみ有効になります。

50.3.5.  Avalon-MM スレーブ・インターフェイス

Avalon-MM スレーブ・インターフェイスのコンフィグレーションは次のとおりです。

• バス幅: 32 ビット

• 固定の読み出しおよび書き込み待機時間: 0 サイクル

• バーストサポートなし

• ロックサポートなし

50.3.6. プログラミング・モデル

ソフトウェアでは、速度モードのコンフィグレーションが変更になるたびに、それに応じて送信データパ
スを無効または有効にする必要があります。

Cyclone V および Arria V SoC デバイスの場合、MAC または PHY デバイスの設定に応じて、ソフトウ
ェアでインテル FPGA HPS EMAC Interface Splitter コアの mac_speedレジスターをプログラミ
ングする必要があります。
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MAC および PCS ブロックのそれぞれのプログラミング・シーケンスに関しては、Triple-Speed
Ethernet IP Core User Guide を参照してください。

関連情報
Triple-Speed Ethernet MegaCore Function User Guide

50.4. コンフィグレーション・パラメーター

50.5. インターフェイス

図 -152: インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジのトップ・レベル・イ
ンターフェイス

 

HPS GMII to 
TSE 1000 BASE -X/
SGMII PCS Bridge

peri_reset

hps _gmii
pcs _gmii

pcs _mii

peri_clock pcs _transmit _reset

pcs _receive _reset

pcs _transmit _clock

pcs _clock_enable

pcs _receive _clockavalon _slave

表 461. トップレベルの I/O ポートのリスト

信号 幅 方向 説明

インターフェイス名: peri_clock
説明: ペリフェラル・クロック・インターフェイス

clk 1 入力 ペリフェラル・クロック・ソース

インターフェイス名: peri_reset
説明: ペリフェラル・リセット・インターフェイス

rst_n 1 入力 アクティブ Low ペリフェラル非同期リセットソース
この信号は非同期でアサートされ、同期してデアサートされます。同期デアサートは、このコアの外部で提供
する必要があります。

インターフェイス名: avalon_slave
説明: このコアの CSR アクセスに使用される Avalon MM スレーブ・インターフェイス

addr 1 入力 Avalon-MM アドレスバス。アドレスバスはワード単位でアドレス指定されます。

read 1 入力 Avalon-MM 読み出し制御

write 1 入力 Avalon-MM 書き込み制御

writedata 32 入力 Avalon-MM 書き込みデータバス

readdata 32 出力 Avalon-MM 読み出しデータバス

インターフェイス名: hps_gmii
説明: HPS EMAC GMII/MII インターフェイスに接続しているコンジット・インターフェイス

continued...   
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信号 幅 方向 説明

mac_tx_clk_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信クロック

mac_tx_clk_i 1 出力 HPS への GMII/MII 送信クロック

mac_rx_clk 1 出力 HPS への GMII/MII 受信クロック

mac_rst_tx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信リセットソース。アクティブ Low のリセット。

mac_rst_rx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 受信リセットソース。アクティブ Low のリセット。

mac_txd 8 入力 HPS からの GMII/MII 送信データ

mac_txen 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信イネーブル

mac_txer 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信エラー

mac_rxdv 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データの Valid

mac_rxer 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データエラー

mac_rxd 8 出力 HPS への GMII/MII 受信データ

mac_col 1 出力 HPS への GMII/MII 衝突検出

mac_crs 1 出力 HPS への GMII/MII キャリアセンス

mac_speed 2 入力 HPS からの MAC 速度通知

インターフェイス名: pcs_transmit_reset
説明: HPS からの送信リセットソース

pcs_rst_tx 1 出力 反転バージョンの mac_rst_tx_n。アクティブ Hgh のリセット。

インターフェイス名: pcs_receive_reset
説明: HPS からの受信リセットソース

pcs_rst_rx 1 出力 反転バージョンの mac_rst_rx_n。アクティブ Hgh のリセット。

インターフェイス名: pcs_transmit_clock
説明: PCS ブロックからの送信クロック

pcs_tx_clk 1 入力 PCS ブロックからの送信クロック

インターフェイス名: pcs_receive_clock
説明: PCS ブロックからの受信クロック

pcs_rx_clk 1 入力 PCS ブロックからの受信クロック

インターフェイス名: pcs_clock_enable
説明: PCS ブロックからの送信および受信クロックのイネーブラー

pcs_txclk_ena 1 入力 PCS ブロックからの送信クロック・イネーブラー。この信号は、pcs_tx_clkを有効にします。

pcs_rxclk_ena 1 入力 PCS ブロックからの受信クロック・イネーブラー。この信号は、pcs_rx_clkを有効にします。

インターフェイス名: pcs_gmii
説明: PCS ブロックへの GMII インターフェイス

pcs_gmii_rx_dv 1 入力 PCS ブロックからの受信データの Valid

pcs_gmii_rx_d 8 入力 PCS ブロックからの受信データ

pcs_gmii_rx_err 1 入力 PCS ブロックからの受信データエラー

pcs_gmii_tx_en 1 出力 PCS ブロックへの送信データイネーブル
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50.  インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッジコア
683130 | 2020.09.21

フィードバック エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド

567

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


信号 幅 方向 説明

pcs_gmii_tx_d 8 出力 PCS ブロックへの送信データ

pcs_gmii_tx_err 1 出力 PCS ブロックへの送信データエラー

インターフェイス名: pcs_mii
説明: PCS ブロックへの MII インターフェイス

pcs_mii_rx_dv 1 入力 PCS ブロックからの受信データの Valid

pcs_mii_rx_d 4 入力 PCS ブロックからの受信データ

pcs_mii_rx_err 1 入力 PCS ブロックからの受信データエラー

pcs_mii_tx_en 1 出力 PCS ブロックへの送信データイネーブル

pcs_mii_tx_d 4 出力 PCS ブロックへの送信データ

pcs_mii_tx_err 1 出力 PCS ブロックへの送信データエラー

pcs_mii_col 1 入力 PCS ブロックからの衝突検出

pcs_mii_crs 1 入力 PCS ブロックからのキャリアセンス

50.6. レジスター

50.6.1. レジスターのメモリーマップ

各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表します。

表 462. Control レジスターのメモリーマップ

レジスター アドレスオフセット 幅 属性

CTRL 0x0 1 R/W

50.6.2. レジスターの説明

表 463. Control レジスター (CTRL)

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

31:1 Reserved 該当なし 0x0 予約済み

0 TX_DISABLE R/W 0x1 送信データパスのディスエ
ーブル・ビット。
このフィールドは、アダプ
ターコアの送信データパス
を無効にします。これは、ア
ダプターコア (エラスティ
ック・バッファー・コントロ
ーラーなど) のすべての送
信シーケンシャル・ロジッ
クに対するソフトウェア・リ
セットとして機能します。
1: 送信データパスは無効
です (デフォルト)。
0: 送信データパスは有効
です。
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50.7.  インテル FPGA HPS GMII to TSE 1000BASE-X/SGMII PCS ブリッ
ジコアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

2017.05.08 17.0 初版
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51.  インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプ
ターコア

インテル FPGA ハード・プロセッサー・システム (HPS) は、HPS 専用の IO への RGMII または RMII
インターフェイス、または FPGA IO への GMII/MII インターフェイスを提供する EMAC ペリフェラルを
8 ビット・データ幅でサポートします。

一方、1G/2.5G/5G/10G のマルチレート・イーサネット PHY インテル FPGA IP コアは、IEEE
802.3.2005 標準を実装しており、16 ビットの GMII/MII インターフェイスのみをサポートします。

インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプターコアは拡張機能として機能し、HPS
の EMAC とマルチレート・イーサネット PHY 間の GMII/MII インターフェイスのロジック適応を提供す
ることで、SGMII (Serial Gigabit Media Independent Interface) の実現を可能にします。

51.1. サポートされる機能

インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプターコアは、次の機能をサポートしま
す。

• 3 速 (10/100/1000Mbps) の動作

• 動的な速度の切り替え

• 全二重モード

注意: この IP コアは、インテル Quartus Prime プロ・エディションでのみ利用可能です。

51.2. 機能の説明

次の図は、インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプターコアのシステムレベルの
接続を表しています。
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図 -153: ブロック図
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* マルチレートPHY IPコアのリファレンス・クロックと同じ

I/O PLL は、周波数が 125MHz、25MHz、および 2.5MHz の 3 つのクロックを生成します。HPS
EMAC Interface Splitter Intel IP コアは、HPS からの EMAC コンジット・インターフェイス出力をそ
れらの機能に応じていくつかのインターフェイス信号に分割します。

イーサネットの動作では、動的な速度モードの変更が可能です。GMII から MII または MII から GMII
へのモードの移行時に、HPS のクロックソースと PCS ブロックからの送信クロックがクロック周波数の
点で同期しなくなり、それによりオーバーフロー/アンダーフロー状態が発生することがあります。オーバ
ーフロー/アンダーフローの状態を回避するには、TX_DISABLEレジスタービットを使用し、PCS およ
び MAC の速度のコンフィグレーション変更時にデータパスを無効にします。

表 464. Avalon Memory-Mapped インターフェイスのスレーブ・インターフェイス

コンフィグレーション 値

バス幅 32 ビット

バーストサポート なし

固定の読み出しおよび書き込み待機時間 0 サイクル

固定の読み出しレイテンシー 1 サイクル

ロックサポート なし

関連情報
RocketBoards.org: Intel Stratix 10 SoC SGMII Reference Design v18.1 - User Manual
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51.3. インターフェイス信号

図 -154: インターフェイス信号

Intel FPGA HPS EMAC
 to Multi-rate PHY GMII 

Adapter Core

clk
rst_n

pll_125m_clk
pll_25m_clk

pll_2_5m_clk
pll_locked

avalon_slave (CSR)
hps_gmii

phy_tx_clkout
phy_rx_clkout
phy_tx_clkena
phy_rx_clkena
gmii16b_tx_err
gmii16b_rx_d
gmii16b_rx_en
gmii16b_rx_err
gmii16b_tx_d
gmii16b_tx_en
phy_speed

信号 幅 方向 説明

ペリフェラル・クロック・インターフェイス (peri_clock)

clk 1 入力 ペリフェラル・クロック・ソース

ペリフェラル・リセット・インターフェイス (peri_reset)

rst_n 1 入力
アクティブ Low のペリフェラル非同期リセットソース
この信号は非同期でアサートされ、同期してデアサートされます。同期のデアサートは、このコアの外部で提供す
る必要があります。

PLL クロック・インターフェイス (pll_derived_clock_in)

pll_125m_clk 1 入力 アダプターの動作に使用される 125MHz 派生クロック

pll_25m_clk 1 入力 アダプターの動作に使用される 25MHz 派生クロック

pll_2_5m_clk 1 入力 アダプターの動作に使用される 2.5MHz 派生クロック

pll_locked 1 入力 アダプターの動作に使用される PLL ロック

CSR アクセスで使用される Avalon MM スレーブ・インターフェイス (avalon_slave)

addr 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイスのアドレスバス。アドレスバスはワード単位でアドレス指定されま
す。

read 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイスの読み出し制御

write 1 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイスの書き込み制御

writedata 32 入力 Avalon Memory-Mapped インターフェイスの書き込みデータバス

readdata 32 出力 Avalon Memory-Mapped インターフェイスの読み出しデータバス

HPS EMAC GMII/MII インターフェイス (hps_gmii)

mac_tx_clk_o 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信クロック

mac_tx_clk_i 1 出力 HPS への GMII/MII 送信クロック

mac_rx_clk 1 出力 HPS への GMII/MII 受信クロック

mac_rst_tx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信リセットソース。アクティブ Low のリセット。

mac_rst_rx_n 1 入力 HPS からの GMII/MII 受信リセットソース。アクティブ Low のリセット。
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信号 幅 方向 説明

mac_txd 8 入力 HPS からの GMII/MII 送信データ

mac_txen 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信イネーブル

mac_txer 1 入力 HPS からの GMII/MII 送信エラー

mac_rxdv 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データの Valid

mac_rxer 1 出力 HPS への GMII/MII 受信データエラー

mac_rxd 8 出力 HPS への GMII/MII 受信データ

mac_col 1 出力 HPS への GMII/MII 衝突検出

mac_crs 1 出力 HPS への GMII/MII キャリアセンス

mac_speed 2 入力 HPS からの MAC 速度通知

マルチレート PHY GMII クロック・インターフェイス

phy_rx_clkout 1 入力 マルチレート PHY RX クロック出力

phy_rx_clkena 1 入力 マルチレート PHY RX クロックイネーブル

phy_tx_clkout 1 入力 マルチレート PHY TX クロック出力

phy_tx_clkena 1 入力 マルチレート PHY TX クロックイネーブル

マルチレート PHY GMII データ・インターフェイス (16 ビット)

gmii16b_rx_d 16 入力 マルチレート PHY GMII 受信データ

gmii16b_rx_dv 2 入力 マルチレート PHY GMII 受信データの Valid

gmii16b_rx_err 2 入力 マルチレート PHY GMII 受信データエラー

gmii16b_tx_d 16 出力 マルチレート PHY GMII 送信データ

gmii16b_tx_en 2 出力 マルチレート PHY GMII 送信データイネーブル

gmii16b_tx_err 2 出力 マルチレート PHY GMII 送信データエラー

マルチレート PHY スピード・インターフェイス

phy_speed 3 入力 マルチレート PHY の動作速度

51.4. レジスターのメモリーマップと説明

表 465. レジスターのメモリーマップ
各アドレスオフセットは、メモリーアドレス空間の 1 ワードを表します。

名称 オフセット 幅 アクセス 説明

CTRL 0x0 1 R/W Control レジスター

表 466. レジスターの説明

ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

Control レジスター (CTRL)

31:1 Reserved - 0x0 予約済み

0 TX_DISABLE R/W 0x1 送信データパスのディスエーブル・ビット。
continued...   
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ビット フィールド アクセス デフォルト値 説明

このフィールドは、アダプターコアの送信データパスを無
効にします。これは、アダプターコア (エラスティック・バ
ッファー・コントローラーなど) のすべての送信シーケン
シャル・ロジックに対するソフトウェア・リセットとして機
能します。
• 1: 送信データパスは無効です (デフォルト)
• 0: 送信データパスは有効です

51.5.  インテル FPGA HPS EMAC to Multi-rate PHY GMII アダプターコアの
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

2019.04.01 19.1 初版
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52.  インテル FPGA MSI to GIC ジェネレーター・コア

52.1. コアの概要

PCI サブシステムにおいて、Message Signaled Interrupts (MSI) は、デバイスの機能でサービスを
要求できるようにする機能です。これは、システムで指定されているデータ値をシステムで指定されてい
るメッセージアドレスに書き込むことによって行います (PCI DWORD メモリー書き込みトランザクシ
ョンを使用)。システムのソフトウェアは、デバイスのコンフィグレーション時にメッセージアドレスとメ
ッセージデータを初期化し、1 つもしくは複数のシステム指定データとシステム指定メッセージアドレス
を各 MSI 対応機能に割り当てます。

MSI のターゲット (レシーバー) である Intel FPGA PCIe RootPort Hard IP は、タイプ MWr の
Avalon Streaming (Avalon-ST) RX TLP を介して MSI 割り込みを受信します。Avalon-MM ベー
スの PCIe RootPort Hard IP では、RP_Master は、システム指定のメッセージデータ値を使用し、受
信した MSI TLP のシステム指定メッセージアドレスに書き込みトランザクションを発行します。このメ
モリー・マップ・メカニズムでは、プロセッサーをホストする割り込み出力を発行しません。また、ホスト・プ
ロセッサーに依存してシステム指定のメッセージアドレスでの値の変化をポーリングすることにより、割
り込み要求を確認し、MSI 割り込みを処理します。このポーリングメカニズムはプロセッサーのサイクル
を圧迫する可能性があり、効率的ではありません。

インテル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーターは、MSI 割り込み到着時のホスト・プロセッサーへのレベ
ル割り込み生成を可能にする目的で導入されます。これは、インテル FPGA PCIe HIP とは異なるモジ
ュールとして存在し、MSI TLP の到着時にプロセッサーをホストする割り込み生成を完遂します。

52.2. バックグランド

インテル FPGA PCIe RootPort での MSI ターゲットの既存の実装では、受信した MSI TLP を PCIe
Hard IP Avalon-MM マスターポート (RP_Master) を介して書き込みトランザクションに変換しま
す。MSI 送信元では、サービスルーチンを開始するホスト・プロセッサーへの割り込み出力は必要ありま
せん。

52.3. 機能の説明

インテル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーターは、MSI のシステム指定データ値に対するストレージを
提供します。また、未読のエントリーがある場合は、レベル割り込み出力を生成します。次の図は、PCIe
サブシステムでの MSI-to-GIC ジェネレーター・モジュールの接続を表しています。
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図 -155: PCIe RP システムにおける MSI-to-GIC ジェネレーター
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このモジュールは、MSI TLP の到着時にメモリーマップ書き込みトランザクションを発行する PCIe
RootPort HIP の RP_Master に接続されます。MSI TLP によって伝送されるシステム指定のデータ値
は、モジュールのストレージに書き込まれます。また、同じ Avalon MM データ・スレーブ・ポートがホス
ト・プロセッサーに接続されており、それによって割り込みアサート時に MSI データを取得します。インテ
ル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーター・モジュールには、1 から 32 ワードの連続アドレススパンのデー
タストレージを含むことができます。ストレージの各データワードは、Status Bit レジスターおよび
Mask Bit レジスターの対応する番号のビットに関連付けられています。各データ・ワード・アドレス位置
には、 大 32 のエントリーを格納することができます。

大 32 ビットの Status レジスターにより、未読エントリーがあるストレージワード位置を示します。ま
た、同様のビットサイズの Interrupt Mask レジスターにより、ホスト・プロセッサーでモジュールの動作
を制御することができます。Interrupt Mask レジスターは、ホスト・プロセッサーで着信割り込みを無視
する柔軟性をもたらします。

サブシステムのインテル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーター・モジュールに割り当てられるベースアド
レスは、デバイスのコンフィグレーション時に、MSI 対応機能のシステム指定メッセージアドレスに対応
させる必要があります。複数のインテル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーター・モジュールをサブシステ
ムでインスタンス化し、さまざまなシステム指定のメッセージアドレスに対応することができます。

このモジュールの Avalon-MM スレーブ・インターフェイスは、アクセスの固定レイテンシーを重視し、接
続されているマスター (この場合は RP_Master) がバックプレッシャーなしでモジュールに正常に書
き込みを行えるようにします。これにより、RP_Master のバックプレッシャーによる PCIe アップストリ
ーム・トラフィックの影響を回避しています。

MSI は複数のメッセージに対応しており、各 MSI 対応機能では複数のベクトルがサポートされるため、
ホスト・プロセッサーで MSI 要求を処理できるようになる前に、システム指定のメッセージアドレスで複
数の MSI メッセージデータを受信する傾向があります。コンポーネントは、データ値が取得されるまで
に、各データ・ワード・アドレスで 大 32 エントリーを受信するようにコンフィグレーションすることがで
きます。 大のデータ値エントリーの 32 に達すると、後続の書き込みトランザクションはドロップされ、
ログに記録されます。これにより、ストレージへのすべての書き込みトランザクションで、システムのロッ
クアップにつながるバックプレッシャーがないことを保証します。

52.3.1. 割り込みサービスプロセス

新しいメッセージデータがインテル FPGA MSI-to-GIC ジェネレーター・モジュールに書き込まれる
と、ストレージワードに関連付けられている Status ビットが自動的に設定され、レベル割り込み出力が
発行されます。この割り込み出力を受信するホスト・プロセッサーでは、次の手順に示すように、MSI 要
求を処理する必要があります。

52.  インテル FPGA MSI to GIC ジェネレーター・コア
683130 | 2020.09.21

エンベデッド・ペリフェラル IP ユーザーガイド フィードバック

576

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%ABIP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683130%202020.09.21)%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


1. ホスト・プロセッサーは Status レジスターを読み出し、ストレージ内の割り込みを引き起こしてい
るデータワード位置を特定します。

2. ホスト・プロセッサーは、割り込みを引き起こしているデータワード位置で、MSI 対応機能により送
信されたシステム指定のメッセージデータ値を読み出します。データワードを読み出すと、メッセー
ジデータは消費済みとみなされ、関連付けられている Status ビットの設定が自動的に解除されま
す。ワード位置のエントリーが空の場合は、Status ビットはアサートされた状態で維持されます。

3. ホスト・プロセッサーは、MSI 送信元、もしくは MSI を呼び出している機能のいずれかに対してサ
ービスを提供します。

4. 初のエントリーの割り込みサービスが完了すると、ホスト・プロセッサーでは、関連付けられてい
る Status ビットを確認することにより、ワード位置内に存在するエントリーがある場合は、残りの
エントリーのサービスを続けることができます。

5. ホスト・プロセッサーでは、Status レジスターを横断し、割り込みを引き起こしている Status ビッ
トを任意の順序で処理することができます。

52.3.2. コンポーネントのレジスター

次の表は、ホスト・プロセッサーが Avalon-MM CSR インターフェイスから観察するインテル FPGA
MSI-to-GIC ジェネレーターのレジスターマップを示しています。各レジスターのビットサイズは、コン
ポーネントの MSI メッセージに対してコンフィグレーションされているデータ・ワード・ストレージの数
に応じて数字が付けられます。コンフィグレーション可能な値の範囲は 1 から 32 であるため、各レジス
ターの 大幅は 32 ビットになります。

表 467. CSR レジスターのマップ

ワード・アドレス・オフセット レジスター/キュー名 属性

0x0 Status レジスター R

0x1 Error レジスター RW

注意: 「1」を書き込みクリアします

0x2 Interrupt Mask レジスター RW

52.3.2.1. Status レジスター

Status レジスターには、各データワード位置のエントリーステータスを表す個々のビットが含まれます。
未読のエントリーでは Status ビットが設定されます。エントリーが空になると、Status ビットは自動的
にクリアされます。リセット時に、レジスターの値はデフォルトで「0」になります。

次の表に、Status レジスターのフィールドを示します。

表 468. Status レジスターのフィールド

フィールド名 ビット位置

メッセージ・データ・ワード位置の Status ビット [31:0] 31:0

52.3.2.2. Error レジスター

Error レジスタービットは、関連付けられているメッセージ・データ・ワード位置に書き込みエントリーが
含まれており、 大エントリー制限に達しているためにドロップされたことを示す場合にのみ自動的に
設定されます。エラービットは、関連付けられているシステム指定のアドレスを MSI TLP がターゲット
にしている可能性を示します。各 MSI 対応機能では、複数のベクトルがサポートされている場合でも
大 32 の MSI しか送信することができないため、この状態が発生することはありません。
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Error ビットは、該当位置に「1」を書き込むことにより、ホスト・プロセッサーでクリアすることができま
す。

リセットすると、Error レジスタービットのデフォルト値が「0」に設定されます。

次の表は、保留中のレジスターフィールドを示しています。

表 469. Error レジスターのフィールド

フィールド名 ビット位置

メッセージ・データ・ワード位置の Error ビット [31:0] 31:0

52.3.2.3. Interrupt Mask レジスター

Interrupt Mask レジスターでは、Status を使用してレベル割り込み出力を生成する前に、個々の
Status ビットにマスクビットを提供します。マスクビットを設定すると、対応する Status ビットでの割
り込みの出力が阻止されます。

リセット時の Interrupt Mask レジスターのデフォルト値は 0 です。これは、すべてのデータ・ワード・ア
ドレス位置が割り込み生成に対して無効になっていることを意味します。専用のメッセージエントリー位
置からの割り込み生成を有効にするには、関連付けられているマスクビットを「1」に設定する必要があり
ます。

次の表に、Interrupt Mask レジスターのフィールドを示します。

表 470. Interrupt Mask レジスターのフィールド

フィールド名 ビット位置

Status に対するマスクビット [31:0] 31:0

52.3.3. サポートされない機能

メッセージ・データ・エントリーの Avalon-MM スレーブは、MSI 機能のシステム指定アドレスを表しま
す。MSI 機能によって認識されるオフセットは、ホスト・プロセッサーで認識されるオフセットと同様にな
ります。この Avalon-MM スレーブ・インターフェイスには、ホスト・プロセッサーと PCIe RP HIP の両方
からアクセス (書き込みと読み出し) できるため、オフセットアドレス (システム指定アドレス) への読
み出しトランザクションではすべて、メッセージ・データ・エントリーが消費されたとみなされます。この制
限に従い、MSI にサービスを提供することが想定されているホストマスターのみが Avalon-MM スレー
ブ・インターフェイスから読み出しを行う必要があります。PCIe の RP_Master から Avalon-MM スレ
ーブへの読み出しは禁止されています。

52.4.  インテル FPGA MSI to GIC ジェネレーター・コアの改訂履歴

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

2018.05.07 18.0 編集上の改善を行いました。

2014.07.24 14.0 初版
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