
Init以前をちょっとだけ
ＣＰＵの起動とフラッシュメモリ



Agenda

• 自己紹介

• Beagle Board-xMの起動処理

• メモリの種類と特徴

• fastbootとは



自己紹介

 ハンドル　：隠者
 Twitter     ：hermit4
 職業          : 文系出身のプログラマ
 分野　　　：計測器業界
 最近の興味 : MeeGo, Android
 最近の課題 : 下回りのお勉強
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おわび

• あまりAndroidらしい内容になりません
でした

• 内容が中途半端かもしれません

• 少々下へ行き過ぎたかもしれません



Beagle Board-xM起動処理

• 第三回 勉強会 

@pakuqiさんの発表

OMAP3の起動シーケンス
• 電源ON

• ROMコードがSDカードからMLOをロード・実行
• MLOがSDカードからu-bootを起動
• u-bootがkernleを起動する



Beagle Board-xM起動処理
SoC TI社 DM3730(OMAP3)

ARM Cortex-A8 1GHz

ARM MPU Subsystem

IVA 2.2

PowerVR SGX530

32KB ROM

64KB Shared SRAM 

800MHz TMS 320C64x+ DSP Core

Texas Instruments DM3730のページより

すでにPandaのようなOMAP4が出てきてるのに、まだそんな古いの
を引っ張り出してくるのかとか言われそうですけど、1年前のチッ
プとはいえ性能は十分です。



Beagle Board-xM起動処理
CPUは、pinがあるレベル以上H(1)となるか
レベルより下L(0)の2値の入出力により動作
します。

このCPUの動作のためには、電源(Vcc)と
GND間に適切な電圧が印可され、CLKに適
切なクロックが提供される必要があります。

電源の投入、電圧やクロックが安定した
後、RESTを解除すると、CPUが動作を開始
します。

CLK

RESET

Vcc
GND



Beagle Board-xM起動処理
• ARMのアーキテクチャでは、RESET解除直後
は、PCとステータスレジスタがクリアされて
います。

• PCは基本的に0x00に設定されています。

• DM3730では、この初期PCのアドレスはReset

直後はROMからの読み出しに宛てられてお
り、ROMのコードがフェッチ・実行されま
す。

• ROMコードは、DM3730のいくつかのピンの
状態に従って、その後の動作を変化させま
す。

DM3730, DM3725 Digital Media Processorsより



Beagle Board-xM起動処理
• ROMコード実行時の以下のpinの状態により、次の実
行コードを探す先を選択できます。

• DM37x Technical Reference Manual 

• 26.2.3 Boot Configuration : sys_boot[0:6]

• sys_boot[6] clock

• sys_boot[5] Memory Preferred boot / Peripheral 
preferred boot mode switch

• sys_boot[0:4] Boot device select. 

• この設定で、MMC, NAND, USB, SD, UARTなど豊富な
ペリフェラルの中から探しに行くデバイスリストを
生成します。BeagleBoard-xMの場合はMMC1に接続さ
れたμSDが選択されます。



Beagle Board-xM起動処理
• MMC1からMLOを探しにいきます。

• MLOはX-LoaderというブートローダにROMコードが探
すマジックナンバーを付加したものです。

• ROMのコードは、MLOをSoC内部のSRAM(Static-RAM)

に読み込み、実行に移します。

Vdd

ワード線

データ線

Static RAMは、高速で、電気的なリフレッ
シュが不要なため、複雑なタイミング制
御が不要なので利用しやすい反面、トラ
ンジスタを4つ必要とするため、回路が複
雑で集積度が上げにくいという特徴があり
ます。



• MLO内部のX-Loaderはいくつかの初期化を行います。
• MMUの初期化
• 内部バスのプロテクション解除
• pin割り当ての設定
• クロックの設定
• SDRAMコントローラの初期化（ここで初めてDRAMが使えるようになる)

• シリアル(UART3)の初期化
• I2C初期化 - 電源管理チップ用
• SD初期化

Beagle Board-xM起動処理

データ線

ワード線 Dynamic RAMは、回路構造が単純で集積度を上げやすい反
面、キャパシタは放電してしまうものなので、定期的にリ
フレッシュしなくてはならず、このため読み書きのタイミ
ング制御のためのコントローラが必要



Beagle Board-xM起動処理
• 64KBしかSRAMが無いため、まずはハー
ドの初期化を行い、DRAM・シリアル・
SDを使えるようにX-Loaderで初期化する

• DRAMにu-bootをロードし実行する

• u-bootがSDカードのkernelを探しだし、
DRAMに展開、実行する



ところで
市販のDeviceはSDカードにAndroid入れて
る分けではないですよね。通常は内蔵の
不揮発性メモリに格納しています。



メモリの種類

揮発性メモリ

不揮発性メモリ

SRAM

EEPROM NOR

DRAM

NAND

EPROM



ちょっと脱線

Vdd

ワード線

データ線

データ線

ワード線

Psub

N+ N+

Gate

FET(電界効果トランジスタ)

P型の半導体にイオン注入でN型のソースとドレインを形
成後、酸化膜を張り、その上に金属でGateを形成する事で
作られます。

Source-Gate間の電位差で、ソース・ドレイン間の電流の流
量を制御するダムのような挙動をします。



EPROM/EEPROMのセル

Psub
N+ N+

Floating Gate

Gate N-ch FETのGateとPSub間に、酸化膜で絶縁された
Floating Gateをもう一層形成したものが、1bitを保
持する「セル」になります。

Floating Gateは酸化膜で絶縁されていますが、特定
の条件下では、酸化膜を超えて電荷がFloating Gate

に到達します。

この時、Gateにかける電圧と流れる電流の量に変
化が起きるので、この変化で1か0かの判定が行わ
れます。

紫外線を使って消していた頃のEPROMとEEPROMの
違いは、酸化膜の薄さでしかなく、昔のEPROMは
膜が厚くて電気的な条件だけでは、Floating Gateに
飛び込んだ電子を引き抜けなかったのです。

Psub
N+ N+

Floating Gate

Gate

-

-

書き込み時

Psub
N+ N+

Floating Gate

Gate

-

-

消去時



NORは、データ線に対して、セルを並列に配置した形になりま
す。これは、論理回路のNOR型の結線に類似しているため、
NORと呼ばれています。

NOR型はその構成上、ワード単位での読み書きが可能になりま
すが、コンタクトの数が多く、回路の集積度を上げる事には向
きません。

それぞれのセルが独立に結線されるため、読み書きに関して
NANDよりも信頼性が高いのが特徴です。

NANDは、データ線に対してセルを直接に接続した形になりま
す。データ線やソース側を数珠つなぎにして共有するため、配
線が少なく、集積度を上げられます。ただし、ランダムアクセ
スはできず、構造上、読み書きに対する信頼制度があまり高く
ありません。

NANDとNOR

ワード線

ワード線

データ線 データ線

選択線

ワード線

ワード線

データ線



NANDとNOR
Flashメモリの書き込みは、Floating Gateに電荷がない(1)の状
態を、電荷のある状態(0)にする事しかできません。

つまり、データの上書きができないことになります。

同じ領域を使うためには、消去が必要です。

NOR,NANDとも、Floating Gateから電荷を抜くのは、ブロッ
ク単位で行う事になります。

また、これらの書き込み・消去は絶縁層の酸化膜を電荷を
トンネリングさせることにより行われるため、酸化膜を劣
化させてしまいます。この劣化でのセルの機能の耐久性が
となります。

データの上書きは、ブロックをRAM等に読み込み、必要な
データに変更を加えた上で、ブロックを消去、書き込みと
なります。

Psub
N+ N+

Floating Gate

Gate



NANDの種類

NANDには、さらに大きく分けて、SLCとMLCの2種類が存在します。

SLCは一つのセルに蓄えられた電荷で1bitを表すメモリに対し、MLCは、１つのセル
に蓄えられた電荷量のレベルによって、複数のbitを表すメモリです。

現在の主流は、2bit（4値）タイプで、同じ集積度のセルで、倍以上のデータ量を作
り出せる事になります。

しかし、NANDはその構造上、Floating Gateへの電荷が過剰に入ったり、読み込み時
にノイズの影響を大きく受ける等の欠点があります。このため、ECCによるエラー
訂正が必須になります。特にMLCはわずかなレベル差で、その示すbit値が変わって
しまうため、補正用のビット数も多くなっています。

NAND SLC

MLC



NANDの種類

さて、NANDの場合、誤り訂正(ECC)の符号格納などに利用する目的で、ページ毎に
Out Of Bandと呼ばれる冗長領域が用意されています。

NANDコントローラを持つ場合、書き込み時のECC計算はコントローラが請け負っ
てくれる場合もありますが、ソフトウェア的に計算する場合もあるようです。

またウェアレベリングなどのためのシーケンス番号などをここに格納する場合もあ
ります。

この冗長領域を、YAFFSのような一部のファイルシステムは利用する場合もあるた
め、NANDドライバ側が利用するOOB領域とファイルシステムで利用される領域が
かぶらないように注意が必要かもしれません。

Page 読み書きする範囲 2048Byte

OOB Page毎の冗長領域 64Byte

Block 消去単位 64page



Fastbootとは
NANDの領域の書き換えについて
通常の組込開発の場合、NANDの書き換えは

(1) ICEを使って書き換える

(2) Bootloaderを使い、シリアル経由でバイナリを転送して書き換える

といった手段が主流でしたが、Androidでは、これにUSB経由での転送を追加して
います。それが、Fastbootプロトコルです。

Fastbootについて
Androidのソースコードをビルドすると、ホスト側のツールのfastbootプログラム
がビルドされます。また、ブートローダ側の実装のサンプルコードも、ツリーの
中に存在しています。

fastbootコマンドは、fastbootプロトコルを使い、USBを使ってフラッシュの書き換
えを行うツールということになります。



Fastboot
fastbootコマンド

source : system/core/fastboot

binary:  out/host/<os>_<arch>/bin/fastboot

fastboot [option] <command>

commands:
 update <filename>                                reflash device from update.zip
 flashall                                                  'flash boot' + 'flash system'
 flash <partition> [ <filename> ]              write a file to a flash partition
 erase <partition>                                  erase a flash partition
 getvar <variable>                                   display a bootloader variable
 boot <kernel> [ <ramdisk> ]                  download and boot kernel
 flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
 devices                                                  list all connected devices
 reboot                                                   reboot device normally
 reboot-bootloader                                 reboot device into bootloader

options:
 -w                                               erase userdata and cache
 -s <serial number>                       specify device serial number
 -p <product>                               specify product name
 -c <cmdline>                               override kernel commandline



Fastboot
fastbootは、Bootloaderへコマンドを送り書き換えを要求
するツールですので、Bootloader側の実装も必要になり
ます。

Androidのソースツリーには実装例とプロトコルの説明
テキストが入っています。

source :  bootable/bootloader/legacy/

protocol : bootable/bootloader/legacy/fastboot_protocol.txt

現在、Panda向けのu-bootにfastbootプロトコルをサポー
トするプロジェクトがあるようです。



Fastboot
基本仕様
• Two bulk endpoints (in, out) are required

• Max packet size must be 64 bytes for full-speed and 512 bytes for high-speed USB

• The protocol is entirely host-driven and synchronous (unlike the multi-channel, bi-
directional, asynchronous ADB protocol)

やり取り
(1) ホスト側が、64byteを超えないAscii stringのコマンドを送信する

(2) デバイス側は以下のうちのどれかを応答として返します。応答によって若干分岐
が発生します。

INFO -> 応答メッセージを表示して(2)をもう一度
FAIL   -> コマンド失敗。残りの60byteに情報が付加されている。処理終了 

OKAY -> コマンド成功で終了
DATA -> 続く12byteでhexのデータサイズ数を返し、Data転送フェーズへ



Fastboot
やり取り
(3) データ転送フェーズ

 データの送受信が行われます。0サイズのデータは無視。

クライアント側がDATAで付加されたサイズ分を送信または受信するまで継続され
ます。

(4) DATA転送に関する応答が送られます。

INFO -> 応答メッセージを表示して(2)をもう一度
FAIL   -> コマンド失敗。残りの60byteに情報が付加されている。処理終了 

OKAY -> コマンド成功で終了



Fastboot
送受信の例

Host:    "getvar:version"        request version variable
Client:  "OKAY0.4"               return version "0.4"
Host:    "getvar:nonexistant"    request some undefined variable
Client:  "OKAY"                  return value ""
Host:    "download:00001234"     request to send 0x1234 bytes of data
Client:  "DATA00001234"          ready to accept data
Host:    < 0x1234 bytes >        send data
Client:  "OKAY"                  success
Host:    "flash:bootloader"      request to flash the data to the bootloader
Client:  "INFOerasing flash"     indicate status / progress
           "INFOwriting flash"
           "OKAY"                  indicate success
Host:    "powerdown"             send a command
Client:  "FAILunknown command"   indicate failure



Fastboot
コマンド一覧

"getvar:%s" 
Read a config/version variable from the bootloader. The variable contents 
will be returned after the OKAY response.

 "download:%08x"
 Write data to memory which will be later used by "boot", "ramdisk", 
"flash", etc.  The client will reply with "DATA%08x" if it has enough space in 
RAM or "FAIL" if not.  The size of  the download is remembered.

"verify:%08x"
 Send a digital signature to verify the downloaded data.  Required if the 
bootloader is "secure" otherwise "flash" and "boot" will be ignored.

"flash:%s" 
Write the previously downloaded image to the named partition (if 
possible).

"erase:%s" Erase the indicated partition (clear to 0xFFs)

"boot"
The previously downloaded data is a boot.img and should be booted 
according to the normal procedure for a boot.img

 "continue" Continue booting as normal (if possible)

"reboot" Reboot the device.

 "reboot-bootloader"
Reboot back into the bootloader. Useful for upgrade processes that require 
upgrading oader and then upgrading other partitions
using the new bootloader.

"powerdown" Power off the device.



Fastboot
注意事項
コマンドの文字は小文字で始める事になっていて、今後も追加する可能性がある
ので、OEMでは小文字始まりのコマンドを追加したらだめよ。

Client変数一覧
  version                   Version of FastBoot protocol supported.
                                It should be "0.3" for this document.
  version-bootloader  Version string for the Bootloader.
  version-baseband     Version string of the Baseband Software
  product                  Name of the product
  serialno                  Product serial number
  secure                    If the value is "yes", this is a secure
                               bootloader requiring a signature before
                               it will install or boot images.



宿題
• 今回は、initより前ということで、電源投入
後に行われる動作について少し細かく見て
みました。

• メモリの仕組みとNANDの種類について調
べて見ました。

• 次回は、Fastbootの実装例とコマンドの実装
部分について内容を追いかけてみたいと思
います。


