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リファレンス・デザイン
アクティブ・シリアル・リモート・
システムのアップグレード・リファレ

ンス・デザイン

AN-603-1.1
このアプリケーションノートは、Arria II GX、Stratix III および Stratix IV デバイス

のアクティブ・シリアル（AS）リモート・システム・アップグレード機能に向けて

のリファレンス・デザインを提供します。AS リモート・システム・アップグレード

機能により、サポートするアルテラ デバイスがリモート・ソースからの新しいコ

ンフィギュレーション・データを受信、フラッシュ・メモリ内容を更新、および新
しいコンフィギュレーション・データをデバイスのリコンフィギュレーションに使

用可能となり、デザイン・サイクルの短縮、規格の進化への対応、および遠隔地で

のシステム配備といった困難な課題の克服を実現します。

このリファレンス・デザインを使用すれば、リコンフィギュレーション・サイクル

を開始するために、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションおよびユーザー・ロ

ジックをインスタンス化することができます。このリファレンス・デザインを使用

して、Arria II GX、Stratix III、および Stratix IV デバイスのリモート・システム・アッ

プグレード機能の使用を開始し、あなたのシステムの使用状況に合わせてデザイン

を変更することができます。

このアプリケーション・ノートには次の内容が含まれています。

■ 2 ページの “ リモート・アップデート・モード ”

■ 3 ページの “ 機能の説明 ”

■ 10 ページの “ ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロ

ジック・ステート・マシン ”

■ 16 ページの “ アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのユー

ザー・ロジック・ステート・マシン ”

■ 20 ページの “ リモート・システム・アップグレード・リコンフィギュレーション ”

■ 24 ページの “AS リモート・システム・アップグレードのテスト手順 ”

1 このリファレンスデザインは、Arria II GX デバイスをターゲットにしています。Stratix 
III および Stratix IV デバイス用のリモート・システム・アップグレード回路は、Arria 
II GX デバイスで使用されている回路と同じであるため、このリファレンスデザイン

は Stratix III および Stratix IV デバイスにも適用可能です。

f Arria II GX、Stratix III および Stratix IV デバイス用の AS モードおよびリモート・システ

ム・アップグレード機能の詳細については、以下の章を参照してください。

■ 「Arria II GX デバイス・ハンドブック 」Volume 1 の「Arria II GX デバイスのコンフィ
ギュレーション、デザイン・セキュリティおよびリモート・システム・アップグ
レード」の章

■ 「StratixIII デバイス・ハンドブック 」Volume 1 の「StratixIII デバイスのリモート・シ
ステム・アップグレード」の章

■ 「Stratix IV デバイス・ハンドブック」Volume 1 の Stratix IV デバイスのコンフィギュ
レーション、デザインのセキュリティ、およびリモート・システム・アップグ
レード の章。
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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2 リモート・アップデート・モード
リモート・アップデート・モード
リモート・アップデート・モードでデバイスの最初のパワーアップが行われると、

ページ・ゼロ（page registers PGM[23..0] = 24’h000000）にあるファクトリ・コ

ンフィギュレーションがロードされます。システムのファクトリ・コンフィギュ

レーション・イメージは、必ずページ・アドレス・ゼロに格納します。これはシリ

アル・コンフィギュレーション・デバイス（EPCS）の開始アドレス位置 0×000000 に

対応します。 

パワーアップまたはコンフィギュレーション・エラーの後、ファクトリ・コンフィ

ギュレーション・ロジックが自動的にロードされます。ユーザ定義ファクトリ・コ

ンフィギュレーションは、リコンフィギュレーション・サイクルを開始する前にど

のアプリケーション・コンフィギュレーションをロードするかを決定します。ファ

クトリ・コンフィギュレーションは、アプリケーション・コンフィギュレーション

に対してユーザー・ウォッチドッグ・タイマをイネーブルするかどうか指定し、イ

ネーブルする場合はタイマの設定情報も含めます。

図 1 に、リモート・アップデート・モードでのファクトリ・コンフィギュレーショ

ン・イメージとアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ間の遷移を

示します。

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのロード中にエラーが発生

した場合は、お使いのデバイスの専用のリモート・アップグレード回路は、リモー

ト・システム・アップグレード・ステータス・レジスタをエラー情報で更新します。

以下の動作は、リモート・システム・アップグレード・ステータス・レジスタへの

書き込みを引き起こすことがあります。

■ nSTATUSが Low にドライブされている

■ 内部コンフィギュレーションの CRC（cyclic redundancy code）エラー

■ ロジック・アレイからのコンフィギュレーション・リセット（コア nCONFIG）

■ 外部 nCONFIGのアサーション

■ ユーザー・ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト

エラー発生後、システムはファクトリ・コンフィギュレーション・イメージに戻り

ます。リモートアップグレード・ステータス・レジスタを読み出し、リコンフィ

ギュレーション・ソースを特定し、これによりユーザは次に取るべき行動を決定

することができます。

図1. リモート・アップデート・モードでのコンフィギュレーション間の遷移
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機能の説明 3
デバイスがアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージを正しくロード

すると、アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ内のソフト・ロ

ジックがリモート・システム・アップデートの要求時期を判定します。リモート・

システム・アップデートが要求されると、ソフト・ロジックはデータを受信し、そ

のデータをコンフィギュレーション用メモリ・デバイスに書き込み、システムに対

しファクトリ・コンフィギュレーションのロードをトリガします。ファクトリ・コ

ンフィギュレーション・イメージは、リモート・システム・アップグレード・ス

テータス・レジスタを読み出し、ロードする有効なアプリケーション・コンフィ

ギュレーションを決定し、それに応じてリモート・システム・アップグレード・コ

ントロール・レジスタに書き込んでシステムのリコンフィギュレーションを開始し

ます。

機能の説明
このセクションでは、リファレンス・デザインでインスタンス化された各ロジック・

ブロックについて説明します。図 2 は、リモート・システム・アップグレード・リ

ファレンス・デザインのブロック図を示します。 

ユーザー・ロジック・コントロール・ブロック
リモート・システム・アップグレード・アプリケーションでは、ユーザがユーザー・

ロジックを定義します。このリファレンス・デザインでのユーザー・ロジックは、

以下の処理を実行します。

図2. AS リモート・システム・アップグレード・リファレンス・デザインのブロック図 ( 注 1)

図 2 の注：

(1) このブロック図は、アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージに適用されます。イメージ・アップグレード回路
は、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージに含まれていません。
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4 機能の説明
■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションから読み出しを行い、リコンフィギュ

レーションのソースを特定し、それに応じてステータスをレポートします。こ
のリファレンス・デザインのファクトリ・コンフィギュレーション・イメージ
のユーザー・ロジックは、ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト・エラー、
外部 nCONFIGのアサーション、コアnCONFIGのアサーション 、コンフィギュ
レーション CRC エラー、nSTATUSエラー 、または無効なアプリケーション・コ

ンフィギュレーション・イメージのロード・エラーで検出されたリコンフィ
ギュレーションのソースをレポートする。

■ Application-not-factory（AnF）ビットを設定するために ALTREMOTE_UPDATE メガ

ファンクションに書き込む。

■ 次のブート・アドレスを決定し、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションに書き

込む。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへの書き込みを行い、アプリケーショ

ン・コンフィギュレーション・イメージ実行中でのウォッチドッグ・タイマ機能

をイネーブルする。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへの書き込みを行い、アプリケーショ

ン・コンフィギュレーション・イメージ実行中でのウォッチドッグ・タイマの値

を設定する。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションをトリガし、リコンフィギュレーション

を開始する。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションから pof_error出力をモニタし、

pof_errorステータスに基づいて次にとるべき処理を決定する。

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ内のユーザー・ロジックの

機能は以下のとおりです。 

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの読み出しを行い、ウォッチドッグ・タ

イマ機能の現在のステータスを特定する。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの読み出しを行い、ウォッチドッグ・タ

イマのタイム・アウト値を特定する。

■ ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションをトリガし、リコンフィギュレーション

を開始する。

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクション
Quartus II ソフトウェアに組み込まれている ALTREMOTE_UPDATE メガファンクショ

ンにより、Arria II GX、Stratix III、および Stratix IV デバイスのリモート・アップグレー

ド回路を利用することができます。ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションにより

専用リモート・アップグレード回路とのユーザー・インタフェースが簡素化される

ため、ユーザーは以下の追加機能を備えたリモート・システム・アップグレードを

実装することができます。

■ ファクトリ・イメージ・コンフィギュレーション

■ アプリケーション・イメージ・コンフィギュレーション

■ ウォッチドッグ・タイマ
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation



機能の説明 5
f ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションについて詳しくは、「リモート・アップデー
ト回路（ALTREMOTE_UPDATE）メガファンクション・ユーザーガイド」を参照してく

ださい。

Enable Reconfig POF Checkingオプション

Arria II GX、Stratix III および Stratix IV デバイスの ALTREMOTE_UPDATE メガファンク

ションには、リコンフィギュレーション・プログラマ・オブジェクト・ファイル

（.pof）チェック機能が含まれています。堅牢なリモート・システム・アップグレー

ドの動作を保証するために、この機能をファクトリ・コンフィギュレーション・イ

メージで有効にすることを推奨します。アプリケーション・コンフィギュレーショ

ン・イメージ内で Enable reconfig POF checking オプションを無効にすることができま

す。

Quartus II ソフトウェアから Enable reconfig POF checking オプションをイネーブルする

には、ALTREMOTE_UPDATEMegaWizard™ Plug-In Manager ダイアログ・ボックス

（図 3）で、Enable reconfig POF checking をオンにします。

Enable reconfig POF checking オプションにより、リモート・アップデート・ブロック

はイメージがロードされる前に、アプリケーション・コンフィギュレーション・イ

メージの存在を確認することができます。指定のアプリケーション・コンフィギュ

レーション・イメージの開始アドレスにあるシリアル・コンフィギュレーション・

デバイス（EPCS）の内容が読み出され、イメージの検証が実行されます。

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションが EPCS の内容を読み出し、検証を行えるよ

うにするには、デザインに ALTASMI_PARALLEL メガファンクションをインスタンス

化する必要があります。 

図3. Enable reconfig POF checking オプション
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
リファレンス・デザイン
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6 機能の説明
アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージに無効なイメージが含まれ

ている場合、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは pof_error出力ピンを

High にアサートし、エラーを表示します。無効なイメージは、空白のイメージまた

は部分的にプログラムされたアプリケーション・コンフィギュレーション・イメー

ジとなります。pof_error出力ピンがアサートされる場合、EPCS 内の特定の位置

に新しいイメージを再度書き込みする必要があります。また、有効なアプリケー

ション・コンフィギュレーション・イメージを含む別のアドレス位置を指定する必

要があります。

この機能が有効になっている場合、4 つの出力および 3 つ入力が ALTREMOTE_UPDATE
メガファンクションブのロック上に追加されます。

表 1 は、Enable reconfig POF checking オプションをイネーブルにした場合に必要とな

る追加のALTREMOTE_UPDATEメガファンクションの入力および出力を示しています。 

表1. Enable Reconfig POF Checking オプションでALTREMOTE_UPDATE メガファンクションブロックに追加
される入力および出力

I/O
ポート・タ
イプ 説明

asmi_busy 入力 このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL メガファンク
ションが操作を処理しているためビジー状態であることを示して
います。

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは、このピンが Low にな
るまで別の操作の開始を待ちます。 

このピンを ALTASMI_PARALLEL メガファンクションの asmi_busy
出力ポートに配線します。

asmi_data_valid 入力 このピンがロジック High であれば、ALTASMI_PARALLEL メガファ
ンクションの asmi_dataout[7..0]出力ポートに有効なデータ
が存在することを示しています。 

ALTASMI_PARALLEL メガファンクションの asmi_data_valid出
力ポートにこのピンを配線します。

asmi_dataout[7..0] 入力 ALTASMI_PARALLEL メガファンクションはリードし動作の完了後、
このピンの有効なデータを提示します。 

ALTASMI_PARALLELメガファンクションのasmi_dataout[7..0] 
出力ポートにこのピンを配線します。

asmi_addr [23..0] 出力 ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは、ALTASMI_PARALLEL メ
ガファンクションでリード動作を開始する前に、このピンのアド
レス情報を提供します。 

ALTASMI_PARALLEL メガファンクションの asmi_addr[23..0]入
力ポートにこのピンを配線します。

asmi_read 出力 このピンがロジック High であれば、ALTASMI_PARALLEL メガファ
ンクションでのリード動作を開始します。 

ALTASMI_PARALLEL メガファンクションの asmi_read入力ポート
にこのピンを配線します。
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation



機能の説明 7
1 pof_error出力ピンの使用、およびデザイン内でこのピンをインスタンス化する方

法の詳細については、10 ページの “ ファクトリ・コンフィギュレーション・イメー

ジのユーザー・ロジック・ステート・マシン ” を参照してください。

1 busy信号がLowにプルダウンされるまでreconfig入力が最初にトリガされる場合、

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションが ALTASMI_PARALLEL メガファンクション

にアクセス可能である必要があります。例えば、EPCS の内容を更新するなどの、他

の目的のために ALTASMI_PARALLEL メガファンクションにアクセスする必要がある

別のロジックがデザインに含まれている場合、このロジックと ALTASMI_PARALLEL
メガファンクションを供給する ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションからの出力

との間で出力をマルチプレクス化する必要があります。。リファレンス・デザイン・

フォルダ内で multiplexer.v という名称の Verilog コード例を見つけることができます。

イメージ・アップデート回路
デバイスがユーザ・モードになった後、新しいアプリケーションを更新することが

できる位置で実際のアプリケーションをエミュレートするには、このリファレンス・

デザイン内のアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージに異なるメモ

リ位置から新しいイメージをリードし、EPCS 内部の指定された場所に新しいイメー

ジをライトするイメージ・アップデート回路を含める必要があります。図 4 に、イ

メージ・アップデート回路のブロック図を示します。 

asmi_rden 出力 このピンは、ALTASMI_PARALLEL メガファンクションでのリード動
作を可能にします。 

ALTASMI_PARALLEL メガファンクションの asmi_rden入力ポート
にこのピンを配線します。

pof_error 出力 このピンがロジック High であれば、ALTREMOTE_UPDATE メガファ
ンクションが無効なアプリケーション・コンフィギュレーション・
イメージを検出したことを示しています。High でアサートする場
合は、新しいアプリケーション・コンフィギュレーション・イ
メージを再ロードするか、有効なアプリケーション・コンフィ
ギュレーション・イメージを含む EPCS 内の異なる位置にアドレス
を指定するといった適切な処置をとる必要があります。ご使用の
システム要件に基づいて、このピンを配線します。

表1. Enable Reconfig POF Checking オプションでALTREMOTE_UPDATE メガファンクションブロックに追加
される入力および出力

I/O
ポート・タ
イプ 説明
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
リファレンス・デザイン



8 機能の説明
イメージ・アップデート回路には、パラレル・フラッシュから新しいイメージを

リードするコントローラ・ロジックおよび 新しいイメージを 0×900000 バイト・アド

レスで EPCS にライトする ALTASMI_PARALLEL メガファンクションのインタフェース
があるアップデート・ロジックの 2 つの異なるロジックが含まれます。イメージの

アップデートが完了すると、アプリケーション・コンフィギュレーション・イ
メージのユーザー・ロジックは、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメー
ジへ戻すようリコンフィギュレーションをトリガします。ファクトリ・コンフィ
ギュレーション・イメージのユーザー・ロジックは、リコンフィギュレーショ
ン・ソースの状態を確認し、新しい場所から更新された新しいイメージをロード
するためにリコンフィギュレーションをトリガします。

1 イメージのアップデートを開始するには、vcontroller_reset入力ピンをロジッ

ク Low で保持します。この入力ピンは、イメージ・アップデート回路内のコント

ローラ・ロジックに接続されています。イメージ・アップデート回路を非アクティ

ブ化するには、vcontroller_reset入力ピンをロジック High で保持します。

ウォッチドッグ・タイマ・リセット回路
リモート・システム・アップグレード機能のウォッチドッグ・タイマ回路によって、

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージが有効かつ正常に機能して

いることを確認することができます。このリファレンス・デザイン内でウォッチ

ドッグ・タイマ・リセット回路は、アプリケーション・コンフィギュレーション・

イメージのユーザー・モード動作中にタイマを周期的にリセットします。これは、

システムがエラーのない状態で動作していることを示しています。アプリケーショ

ン・コンフィギュレーション・イメージで動作上の問題が検出されるか、またはシ

ステムがハング・アップした場合、ウォッチドッグ・タイマ・リセット回路は動作

を停止し、その後タイマのリセットを行いません。ウォッチドッグ・タイマはタイ

ム・アウトし、専用回路がリモート・システム・アップグレードのステータス・レ

ジスタを更新し、デバイスをトリガしてファクトリ・イメージをロードします。

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションでは、ウォッチドッグ・タイマ回路用のタ

イム・アウト値は、リモート・システム・アップグレード機能が供給する 10MHz 内
部クロックに基づき、40,894,464 クロック・サイクルに設定されています。タイム・

アウト値は、ファクトリ・イメージ・コンフィギュレーション時に設定されます。

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ内のウォッチドッグ・タイ

図4. イメージ・アップデート回路のブロック図

図 4 の注：

(1) vcontroller_resetは外部 I/O に配線されますこの入力には、ロジック High またはロジック Low に設定する外部トリガが
必要となります。

Controller
Logic

Update
Logic

ALTASMI_PARALLEL
Megafunction

Application Image

Remote Update Circuitry

Parallel
Flash

EPCS

vcontroller_reset (1)
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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マ・リセット回路を使用して、ウォッチドッグ・タイマが満了する前にウォッチ

ドッグ・タイマがリセットされるよう設定します。ウォッチドッグ・タイマ・リ

セット回路は、10MHz 外部クロック・ソースに基づいて、タイマが満了するまで

33,554,432 クロック・サイクルごとにタイマがリセットされるよう設定されていま

す。

ALTASMI_PARALLEL メガファンクション
ALTASMI_PARALLEL メガファンクションは、基本的なアクティブ・シリアル・メモ

リ・インタフェース（ASMI）ブロックを実装しています。このメガファンクション

は、パラレル・データ入力ポートおよび出力ポートを介して EPCS デバイス・メモリ

へのアクセスを提供します。このメガファンクションでは、次の操作が実行可能で

す。

■ 使用する EPCS の種類を指定する

■ EPCS のシリコン識別を読み出す

■ 書き込みや消去から EPCS デバイスの特定のセクターを保護する

■ EPCS デバイスから、指定されたアドレスのデータを読み出す

■ EPCS へシングル・ビット・ライトを実行する

■ EPCS へページ・ライトを実行する

■ EPCS デバイスのステータスを読み出す

■ EPCS デバイス上の特定のセクターを消去する

■ EPCS デバイス上のすべてのメモリを消去する

1 ALTASMI_PARALLEL メガファンクションについて詳しくは、「アクティブ・シリアル・
メモリ・インタフェース（ALTASMI_PARALLEL）メガファンクション・ユーザーガイ
ド」を参照してください。

ステータス・インジケータ
このリファレンスデザインには、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージ
とアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージがそれぞれ 1 つずつ含

まれています。ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロ
ジックは、ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト・エラー、外部 nCONFIGのア

サーション 、コア nCONFIGのアサーション 、コンフィグレーション CRC エ
ラー、 nSTATUSエラー 、または無効なアプリケーション・コンフィギュレー

ション・イメージ・ローディング・エラーによってトリガされるリコンフィギュ

レーション・ソースをレポートします。ファクトリ・コンフィギュレーション・

イメージのユーザー・ロジックは、システム・ステータスを示すために、様々な
組み合わせで 3 つの LED をてン・オフします。

表 2 に、LED[2..0]オン・オフの様々な組み合わせで表されるシステム・ステータ

ス情報を示します。
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
リファレンス・デザイン
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10 ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロ
ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロ
ジック・ステート・マシン

図 5 で示すように、このセクションではファクトリ・コンフィギュレーション・イ

メージのユーザー・ロジック・ステート・マシンについて説明します。

表2. ステータス・インジケータの説明 ( 注 1)

LED[2..0] ステータス情報
3'b111 ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージは、電源投入後にロードされた場合。

3'b000 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、nSTATUSエラー検出により、
ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。

3'b010 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、CRC エラー検出により、ファクト
リ・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。

3'b101 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、コア nCONFIGのアサーションに
より、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。

3'b001 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、外部 nCONFIGのアサーションに
より、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。

3'b110 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、ウォッチドッグ・タイマのタイ
ム・アウト・エラー検出により、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージがロードさ
れた場合。

3'bX00 アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中、ファクトリ・コンフィギュレー
ション・イメージが無効なアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージをロードし
ようとする試みを検知した場合。

3'bX1X アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。LED[2]および
LED[0]が点滅した場合、ウォッチドッグ・タイマ・リセット回路が連続的にウォッチドッ
グ・タイマをリセットしていることを示します。イメージ・アップデート回路がアイドル状態
になっている場合。

3'bXXX アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージがロードされた場合。LED[2]および
LED[0]が点滅した場合、ウォッチドッグ・タイマ・リセット回路が連続的にウォッチドッ
グ・タイマをリセットしていることを示します。LED[1]が点滅した場合、イメージ・アップ
デート回路が動作中であることを示します

表 2 の注：

(1)  「1」は LED がオンになっていることを示します。「0」は LED がオフになっていることを示します。「X」は LED が点滅して
いることを示します。
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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リコンフィギュレーション・ソース条件のリード
システムがファクトリ・コンフィギュレーション・イメージをロードするたびに、

リコンフィギュレーション・ソースのトリガ条件をリードすることができます。こ

れにより、エラーがアプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中に発

生したものなのか、あるいはシステムが電源投入後に初めてファクトリ・コンフィ

ギュレーション・イメージをロードした際に発生したものかを決定することができ

ます。

リコンフィギュレーション・トリガ条件をリードするために、ユーザー・ロジック

は ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへ param = 3'b000および

read_param = 1'b1を発行します。ALTREMOTE_UPDATE は、クロックの立ち上が

りエッジで busy信号を High でアサートし、リモート・アップグレード回路が操作

を処理しているためビジー状態であることを示します。busy信号が Low になる場

合、リード動作が完了したこと、および有効なデータが ALTREMOTE_UPDATE メガ

ファンクションの data_out出力に提示されていることを示します。 

図5. ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロジック・ステート・マシン

図 5 の注：

(1) Start_writeは、ファクトリ・コンフィギュレーションイメージのユーザー・ロジック・ステート・マシン・コントロー
ル・ブロックへの入力です。このピンをロジック High に設定すると、リコンフィギュレーションを開始する前に、リモート・
システム・アップグレード回路にシステム・パラメータの書き込みを開始するようユーザ・ロジックをトリガします。

(2) Pof_errorは、Enable reconfig POF checking オプションがイネーブルされる場合に ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションか
らの出力となります。factory-to-application イメージ・リコンフィギュレーション中に無効なアプリケーション・コンフィギュ
レーション・イメージが検出された場合、この出力が High でアサートされます。

(3) Image_updateは外部 I/O に配置されます。この入力にはロジック High またはロジック Low を設定する外部トリガが必要で
す。

Power-up/
Reconfiguration

Read the reconfiguration
source condition

Report the reconfiguration
source condition

Set the AnF bit

Enable the watchdog
timer feature

Set the watchdog timer
time-out value

Set the application image
start address

Trigger reconfiguration

pof_error is at
logic high (2)

pof_error is at
logic low (2)

start_write is at
logic low (1)

image_update (3)
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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図 6 は、SignalTap™ II ロジック・アナライザでのリード・リコンフィギュレーショ

ン・ソース条件のリード動作のスクリーンショットを示しています。図 6 のサンプ

ル・クロック周波数は 20MHz です。

図 6 に示すように、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションからのリコンフィギュ

レーション・ソースのステータスは、24'h08(5'b01000)で、外部 nCONFIGがア

プリケーション・コンフィギュレーション・イメージにアサートされた後にファク

トリ・コンフィギュレーション・イメージのロードが行われたことを示しています。 

f リコンフィギュレーション・ソースの条件について詳しくは、「Arria II GX デバイス・
ハンドブック Volume1」の「Arria II GX デバイスのコンフィギュレーション、デザイ
ン・セキュリティ、リモート・システム・アップグレード」の章を参照してくださ

い。 

詳細は、 20 ページの “ リモート・システム・アップグレード・リコンフィギュレー

ション ” を参照してください。

リコンフィギュレーション・ソースの条件のレポート
リコンフィギュレーション・トリガ条件のソースをリードした後、ファクトリ・コ

ンフィギュレーション・イメージ内のユーザー・ロジックは、10 ページの表 2 でリ

ストするシステム・ステータスをリポートします。ファクトリ・コンフィギュレー

ション・イメージが ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへの書き込みを開始し、

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージにリコンフィギュレーショ

ンをトリガするために start_write入力が High にアサートされるまで、ファクト

リ・コンフィギュレーション・イメージ・ステート・マシンはこの状態で維持され

ます。

AnF ビット動作の設定
リモート・アップデート・モードでは、AnFビットの設定は自動的には行われませ

ん。アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージにリコンフィギュレー

ション・をトリガする前に AnFビットを 1'b1 に設定する必要があります。 

図6. SignalTap II ロジック・アナライザで見るリコンフィギュレーション・ソース条件のリード動作 ( 注 1)

図 6 の注：

(1) 操作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは data_out_nodeの 24'h08に戻ります。
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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AnFビットを設定するには、ユーザー・ロジックが param = 3'b101、data_in = 
24'h000001およびwrite_param = 1'b1をALTREMOTE_UPDATEメガファンクションへ

発行するようにします。クロックの立ち上がりエッジで、ALTREMOTE_UPDATE メガ

ファンクションは busy信号を High にアサートし、リモート・アップグレード回路

が操作の処理のためビジーであることを示します。この動作が完了すると、busy信

号は Low になります。 

図 7 は、SignalTap II ロジック・アナライザでの AnFビット操作設定時のスクリーン

ショットを示しています。図 7 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。

ウォッチドッグ・タイマ機能の有効化
ウォッチドッグ・タイマ機能は、アプリケーション・コンフィギュレーション・イ

メージの有効性と機能性を判断する際に役立つオプション機能です。

ウォッチドッグ・タイマ機能を有効にするには、ユーザー・ロジックが param = 
3'b011,data_in = 24'h000001および write_param = 1'b1を

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへ発行するようにします。クロックの立ち

上がりエッジで、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy信号を High にア

サートし、リモート・アップグレード回路が操作の処理のためビジーであることを

示します。この動作が完了すると、busy信号は Low になります。 

図 8 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのウォッチドッグ・タイマ機能を有効

にする際のスクリーンショットです。図 8 のサンプルクロック周波数は 20 MHz で
す。

図7.  SignalTap II ロジック・アナライザで見る AnF ビット動作の設定方法

図8.  SignalTap II ロジック・アナライザで見るウォッチドッグ・タイマ機能の有効化
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
リファレンス・デザイン
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1 この機能を使用しない場合は、param_nodeを 3'b011、data_in_nodeを 24'000000、
write_param_nodeを 1'b0 に設定することで、機能を無効にすることができます。

ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値の設定
ウォッチドッグ・タイマ機能をイネーブルにした後、10 MHz 内部クロックに基づい

て、ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値を設定する必要があります。29 ビッ

トのウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値の上位 12 ビットを指定します。リ

モート・アップグレード回路が 29 ビットウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値

の残りの下位 17 ビットをゼロに設定します。 

このリファレンス・デザインでは、ウォッチドッグ・タイマ機能のタイム・アウト

値は、10MHz 内部クロックに基づいて 40,894,464 クロック・サイクルに設定されて

います。これを達成するには、ユーザー・ロジックが param = 3'b010、data_in 
= 24'h000138および write_param = 1'b1を ALTREMOTE_UPDATE メガファンク

ションへ発行するようにします。クロックの立ち上がりエッジで、

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy信号を High にアサートし、リモー

ト・アップグレード回路が操作の処理のためビジーであることを示します。この動

作が完了すると、busy信号は Low になります。 

図 9 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのウォッチドッグ・タイマのタイムア

ウト値を設定する際のスクリーンショットです。図 9 のサンプル・クロック周波数

は 20MHz です。 

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ・アドレスの設定
リコンフィギュレーションをアプリケーション・コンフィギュレーション・イメー

ジにトリガする前に、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージの動作中に

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの開始アドレスをリモート・

アップグレード回路へ発行する必要があります。EPCS 内の 0×650000 バイト・アド

レスにアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージをロードすることを

選択した場合、リモート・アップグレード回路へ 0×650000 を発行する必要がありま

す。

図9.  SignalTap II ロジック・アナライザで見るウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値の設定方法
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの開始アドレスを 0×650000
に設定するには、ユーザー・ロジックが param = 3'b100、data_in = 
24'h650000、および write_param = 1'b1を ALTREMOTE_UPDATE メガファンク

ションへ発行するようにします。クロックの立ち上がりエッジで、

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy信号を High にアサートし、リモー

ト・アップグレード回路が操作の処理のためビジーであることを示します。この動

作が完了すると、busy信号は Low になります。 

図 10 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのアプリケーション・コンフィギュ

レーション・イメージの開始アドレスを設定する際のスクリーンショットです。

図 10 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。 

リコンフィギュレーションのトリガ
すべてのパラメータが正しく書き込まれた後に、ALTREMOTE_UPDATE メガファンク

ションの reconfig入力を High にアサートすると、アプリケーション・コンフィ

ギュレーション・イメージに対しリコンフィギュレーションを開始することができ

ます。これは、コア nCONFIGからのリコンフィギュレーションのトリガに相当しま

す。Enable reconfig POF checking をイネーブルにする場合、ALTREMOTE_UPDATE メガ

ファンクションは busy信号を High にアサートし、リモート・アップグレード回路

が操作の処理のためビジーであることを示します。ALTREMOTE_UPDATE メガファン

クションは、EPCS 内の指定した場所からイメージの最初のフレームを読み込み、ア

プリケーション・コンフィギュレーション・イメージが有効であるかを決定します。 

有効なアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージが指定された場所で

利用可能である場合、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは、アプリケーショ

ン・コンフィギュレーション・イメージをロードするためにリモート・アップデー

ト回路をトリガします。それ以外の場合、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクション

は pof_error出力を High にアサートし、エラーがあることを示します。エラーが

報告されると、リモート・アップデート回路は、ファクトリ・コンフィギュレー

ション・イメージを維持し、アプリケーション・コンフィギュレーション・イメー

ジのリコンフィギュレーションを中止します。その結果、ユーザー・ロジックはシ

ステムの状態を示すために app_loading_error出力ピンを High にアサートしま

す。

このエラーから回復するには、無効なアプリケーション・コンフィギュレーション・

イメージを有効なイメージで置き換え、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションを

使用して改めてリコンフィギュレーション・サイクルを開始します。 

図10.  SignalTap II ロジック・アナライザで見るアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの開
始アドレスの設定方法
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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図 11 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのトリガ・リコンフィギュレーション

のスクリーンショットを示しています。図 11 のサンプル・クロック周波数は 20MHz
です。 

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのユー
ザー・ロジック・ステート・マシン

このセクションでは、アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの

ユーザー・ロジック・ステート・マシンについて説明します。図 12 は、ファクト

リ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロジック・ステート・マシン

を示しています。

図11.  SignalTap II ロジック・アナライザ ( 注 1)、(2) で見るトリガ・リコンフィギュレーションの設定方法

図 11 の注：

(1) この動作を実行するには、Enable reconfig POF checking オプションをイネーブルにします 。Enable reconfig POF checking オプ
ションについて詳しくは、5 ページの “Enable Reconfig POF Checking オプション ” を参照してください。

(2) リコンフィギュレーションをトリガするには、最小 250 ns の間 reconfig入力信号をロジック High にアサートします。これ
により、EPCS 内の指定したアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのアドレスからリードし、有効な FPGA イ
メージが存在するかどうかを判断するよう ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションがトリガされます。
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・ステータスのリード
ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージの設定でウォッチドッグ・タイマ・

イネーブル・ステータスのリードを検証するには、ターゲットとするアプリケー

ション・コンフィギュレーション・イメージ内でウォッチドッグ・タイマ・イネー

ブル・ステータスをリードします。

ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・ステータスをリードするために、ユーザ・

ロジックは param = 3'b011および read_param = 1'b1を ALTREMOTE_UPDATE
メガファンクションに発行します。クロックの立ち上がりエッジで、

ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy信号を High にアサートし、リモー

ト・アップグレード回路が操作の処理のためビジーであることを示します。busy信

号が Low になった後、リード動作が完了したこと、および ALTREMOTE_UPDATE メガ

ファンクションの data_out出力に有効なデータが存在することが示されます。 

図 13 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのウォッチドッグ・タイマ・イネーブ

ル・ステータスのリードのスクリーンショットを示しています。図 13 のサンプル・

クロック周波数は 20MHz です。

図12. アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロジック・ステート・マシン

図 12 の注：

(1) Start_writeは、アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロジック・ステート・マシンのコン
トロール・ブロックへの入力です。このピンをロジック High に設定すると、リコンフィギュレーションを開始する前に、リ
モート・システム・アップグレード回路にシステム・パラメータの書き込みを開始するようユーザ・ロジックをトリガします。

(2) これらの操作はオプションです。ウォッチドッグ・タイマの設定や AnFビットの設定を読む必要のない場合は、アプリケー
ション・コンフィギュレーション・イメージのデザインで、この操作をインスタンス化する必要はありません。

Reconfiguration

Idle

Read the watchdog timer
enable status

Read the watchdog timer
time-out value

Read the AnF bit

Trigger reconfiguration

start_write is at
logic low (1)

start_write is at
logic high (1)

(2)

(2)

(2)
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1 図 13 に示す例では、リード動作が完了した後 data_out出力は ALTREMOTE_UPDATE
メガファンクションから 24'h000001に戻ります。これは、ユーザー・ウォッチ

ドッグ・タイマの機能がアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージで

正しくイネーブルされていることを意味します。

ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値のリード
ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージの設定でウォッチドッグ・タイマ・

タイムアウト値を検証するには、ターゲットとするアプリケーション・コンフィ

ギュレーション・イメージ内でウォッチドッグ・タイマ・タイムアウト値ををリー

ドします。 

ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値をリードするために、ユーザ・ロジック

は param = 3'b010および read_param = 1'b1を ALTREMOTE_UPDATE メガファ

ンクションに発行します。クロックの立ち上がりエッジで、ALTREMOTE_UPDATE メ

ガファンクションは busy信号を High にアサートし、リモート・アップグレード回

路が操作の処理のためビジーであることを示します。busy信号が Low になった後、

リード動作が完了したこと、および ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの

data_out出力に有効なデータが存在することが示されます。 

図 14 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのウォッチドッグ・タイマ・タイムア

ウト値のリード時のスクリーンショットを示しています。図 14 のサンプル・クロッ

ク周波数は 20MHz です。

図13. SignalTap II ロジック・アナライザで見るウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・ステータスのリード
動作

図14. SignalTap II ロジック・アナライザで見るウォッチドッグ・タイマのタイムアウトに値のリード動作
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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1 図 14 に示す例では、リード動作が完了した後 data_out出力は ALTREMOTE_UPDATE
メガファンクションから 24'h000138に返されます。これは、ウォッチドッグ・タ

イマの値がアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージで 24'h000138 と

正しく設定されていることを示します。

AnF ビットのリード
実行中のアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージに、 AnFビット・

ステータスをリードします。

AnFビットのステータスをリードするために、ユーザー・ロジックは param = 
3'b101およびread_param = 1'b1をALTREMOTE_UPDATEメガファンクションに発

行します。クロックの立ち上がりエッジで、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクショ

ンは busy信号を High にアサートし、リモート・アップグレード回路が操作の処理

のためビジーであることを示します。busy信号が Low になった後、リード動作が

完了したこと、および ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの data_out出力に

有効なデータが存在することが示されます。 

図 15 は、SignalTap II ロジック・アナライザでの AnFビット動作のリード時のスク

リーンショットです。図 15 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。 

1 図 15 に示す例では、リード動作が完了した後 data_out出力は ALTREMOTE_UPDATE
メガファンクションから 24'h000001 に返されます。これは、アプリケーション・

コンフィギュレーション・イメージで AnFビットが正しくイネーブルされているこ

とを示します。

リコンフィギュレーションのトリガ
アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージでは、ファクトリ・コン

フィギュレーション・イメージにリコンフィギュレーション・パラメータを記述す

る必要はありません。ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの reconfig入力を

High にアサートし、ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージにリコンフィ

ギュレーションを開始します。これは、コア nCONFIGからのリコンフィギュレー

ションのトリガに相当します。 

図 16 は、SignalTap II ロジック・アナライザでのリコンフィギュレーション動作をト

リガするプロセスのスクリーンショットです。図 16 のサンプル・クロック周波数は

20MHz です。 

図15.  SignalTap II ロジック・アナライザで見る AｎFビットのリード動作
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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リモート・システム・アップグレード・リコンフィギュレーショ
ン

アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのロード中にエラーが検出

された場合、リモート・システム・アップグレード回路は、リモート・システム・
アップグレードのステータス・レジスタに書き込みを行い、 Page 0（ページ・レ

ジス　　タPGM [23 .. 0] = 24'h000000)の位置にある使用しファクトリ・コン
フィギュレーション・イメージをリロードしてエラーから回復します。リモート・
システム・アップグレード回路は、以下のエラー条件から回復することができま
す：
■ コンフィギュレーション時の nSTATUSエラー

■ 内部コンフィギュレーション CRC エラー

■ コア nCONFIGのアサーション

■ 外部 nCONFIGのアサーション

■ ユーザー・ウォッチドッグ・タイマのタイム・アウト

リモート・システム・アップグレード・ステータス・レジスタの長さは 5 ビットで
す。それぞれのビット位置は、1 つのエラー状態を表します。リモート・システム・

アップグレード・ステータス・レジスタをリードするには、ユーザー・ロジックが、 
ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションを使用しリコンフィギュレーション・ソース
条件のパラメータを読み込むようにします。図 17 は、リモート・システム・アップ

グレード・コントロール・レジスタの内容を示しています。

図16. SignalTap II ロジック・アナライザで見るリコンフィギュレーション動作のトリガ ( 注 1)、(2)

図 16 の注：

(1) リコンフィギュレーション・をトリガするには、ロジック・ハイに最小の 250ns の間 reconfig入力信号をロジック High に
アサートします。

(2)  Enable reconfig POF checking オプションがアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージでイネーブルされていないた
め、 reconfig入力がアサートされ、FPGA がアドレス 24'h000000でファクトリ・コンフィギュレーション・イメージに戻
すリコンフィギュレーションを実行した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションの busy信号は Low に保持されます。

図17. リモート・システム・アップグレード・ステータス・レジスタの内容

Wd nCONFIG Core_nCONFIG nSTATUS CRC

34 2 1 0
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1 11 ページの “ リコンフィギュレーション・ソース条件のリード ” で説明されているよ

うに、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションを介しリコンフィギュレーション条

件のパラメータ・ソースを読み取ることで、リモート・システム・アップグレード・

レジスタの内容を監視することができます 。

内部コンフィギュレーション CRC エラー
アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション時に CRC エラーが検出され

た場合、リモート・システム・アップグレード回路は、リモート・システム・アッ

プグレード・レジスタに 5'b00001を書き込み、ファクトリ・コンフィギュレー

ション・イメージに戻すリコンフィギュレーションを開始します。

1 コンフィギュレーション CRC エラーを発生させるには、部分的に破損したアプリケー

ション・コンフィギュレーション・イメージ・ファイルを EPCS 内にダウンロード

し、factory-to-application イメージからリコンフィギュレーションを開始します。

1 リモート・システム・アップグレード回路は、アプリケーション・イメージのコン
フィギュレーション中に検出された CRC エラーから回復します。ユーザ・モー

ド動作中にリモート・システム・アップグレード回路が検出された場合に
は、CRC エラーから回復しません。

図 18 は、SignalTap II ロジック・アナライザ内で内部コンフィギュレーション CRC エ

ラーがシステム・リコンフィギュレーションをトリガした状態のスクリーンショッ

トです。図 18 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。

コンフィギュレーション中の nSTATUS エラー
アプリケーション・イメージのコンフィギュレーション中に nSTATUSエラーが検出

された場合、リモート・システム・アップグレード回路はリモート・システム・

アップグレード・レジスタに 5'b00010を書き込み、ファクトリ・コンフィギュ

レーション・イメージに戻すリコンフィギュレーションを開始します。 

図18. リコンフィギュレーションが内部 CRC エラーによってトリガされた場合のリモート・システム・アッ
プグレード・ステータス・レジスタの設定 ( 注 1)

図 18 の注：

(1) リコンフィギュレーション・ソース条件のリード動作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy_node
を Low にアサートします。24'h000001と等しい data_out_nodeバスからリコンフィギュレーション・ソース条件をリードす
ることができます。これは、内部のコンフィギュレーション CRC エラーがあるために、FPGA がファクトリ・コンフィギュ
レーション・イメージに戻ることを示しています。
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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1 nSTATUSエラーを発生させるには、アプリケーション・イメージのコンフィギュ

レーション中に nSTATUS入力ピンをローにドライブします。 

図 19 は、SignalTap II ロジック・アナライザ内で内部 nSTATUSエラーがシステム・

リコンフィギュレーションをトリガした状態のスクリーンショットです。図 19 のサ

ンプル・クロック周波数は 20MHz です。 

コア nCONFIG のアサーション
コア nCONFIGがアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージでトリガさ

れると、リモート・システム・アップグレード回路はリモート・システム・アップ

グレード・レジスタに 5'b00100を書き込み、ファクトリ・コンフィギュレーショ

ン・イメージに戻すリコンフィギュレーションを開始します。 

1 コア nCONFIGをトリガすることは、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションへ

reconfig入力をアサートすることに相当します。 

図 20 は、SignalTap II ロジック・アナライザ内でコア nCONFIGのアサーションがシ

ステム・リコンフィギュレーションをトリガした状態のスクリーンショットです。

図 20 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。 

図19. nSTATUSエラーによりリコンフィギュレーションがトリガされた場合のリモート・システム・アップ
グレード・ステータス・レジスタの設定 ( 注 1)

図 19 の注：

(1) リコンフィギュレーション・ソース条件のリード ’ 動作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy_node
を Low にアサートします。24'h000002と等しい data_out_nodeバスからリコンフィギュレーション・ソース条件をリードす
ることができます。これは、内部のコンフィギュレーション CRC エラーが原因で、FPGA がファクトリ・コンフィギュレー
ション・イメージに戻ることを示しています。
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外部 nCONFIG のアサーション
外部 nCONFIGがアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ動作中にト

リガされると、リモート・システム・アップグレード回路は、リモート・システム・

アップグレード・レジスタに 5'b01000を書き込み、ファクトリ・コンフィギュ

レーション・イメージに戻すリコンフィギュレーションを開始します。 

1 外部nCONFIGをトリガすることは、FPGAにnCONFIG入力に Lowパルスを与えること

に相当します。 

図 21 は、SignalTap II ロジック・アナライザ内で外部 nCONFIGのアサーションがシ

ステム・リコンフィギュレーションをトリガした際のスクリーンショットです。

図 21 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。 

図20. コア nCONFIGのアサーションによりリコンフィギュレーションがトリガされた場合のリモート・シス
テム・アップグレード・ステータス・レジスタの設定 ( 注 1)

図 20 の注：

(1) リコンフィギュレーション・ソース条件のリード ’ 動作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy_node
を Low にアサートします。24'h000004と等しい data_out_nodeバスからリコンフィギュレーション・ソース条件をリードす
ることができます。これは、コア nCONFIGのアサーションが原因で、FPGA がファクトリ・コンフィギュレーション・イメー
ジに戻ることを示しています。

図21. 外部 nCONFIGのアサーションによりリコンフィギュレーションがトリガされた場合のリモート・シス
テム・アップグレード・ステータス・レジスタの設定 ( 注 1)

図 21 の注：

(1) リコンフィギュレーション・ソース条件のリード ’ 動作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy_node
を Low にアサートします。24'h000008と等しい data_out_nodeバスからリコンフィギュレーション・ソース条件をリードす
ることができます。これは、外部 nCONFIGのアサーションが原因で FPGA がファクトリ・コンフィギュレーション・イメージ
に戻ることを示しています。
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
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ユーザー・ウォッチドッグ・タイマのタイム・アウト
ウォッチドッグ・タイマ機能をイネーブルにし、ユーザー・デザインでのタイマー

の定期的なリセットが成功しない場合、リモート・システム・アップグレード回路

は、リモート・システム・アップグレード・レジスタに 5'b10000を書き込み、

ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージに戻すリコンフィギュレーション

を開始します。

1 ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト・エラーを発生させるには、アプリケー

ション・コンフィギュレーション・イメージでウォッチドッグタイマをリセットし

ないようにします。

図 22 は、SignalTap II ロジック・アナライザ内でウォッチドッグ・タイマのタイムア

ウト・エラーがシステム・リコンフィギュレーションをトリガした際のスクリーン

ショットです。図 22 のサンプル・クロック周波数は 20MHz です。

AS リモート・システム・アップグレードのテスト手順
このセクションでは、Arria II GX デバイス向けの AS リモート・システム・アップグ

レードのリファレンス・デザイン・アプリケーションのシステム要件とテスト手順

について説明します。このテスト手順は、Stratix III および Stratix IV デバイスにも適

用可能です。

システム条件
リファレンス・デザインは、以下の項目を必要とします：

■ （EPCS を使用する）AS モードでの Arria II GX デバイスのセットアップを含むボード

■ Quartus II ソフトウェア・バージョン 9.1 以降

■ アルテラの USB-BlasterÔ ケーブルまたはその他のアルテラ・ダウンロード・ケー

ブル

図22. ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト・エラーによりリコンフィギュレーションがトリガされた場合
のリモート・システム・アップグレード・ステータス・レジスタの設定 ( 注 1)

図 22 の注：

(1) リコンフィギュレーション・ソース条件のリード ’ 動作が完了した後、ALTREMOTE_UPDATE メガファンクションは busy_node
をLowにアサートします24'h000010と等しいdata_out_nodeバスからリコンフィギュレーション・ソース条件をリードする
ことができます。これは、ウォッチドッグ・タイマのタイムアウトエラーが原因で FPGA がファクトリ・コンフィギュレー
ション・イメージに戻ることを示しています。
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リモート・システム・アップグレード機能の有効化
（コンパイラの設定メニューで）デザインのコンパイルを行う前に、Quartus II ソフト

ウェア内で Arria II GX デバイスのリモート・システム・アップデート機能をイネーブ

ルにします。リモート・システム・アップデート・モードでは、auto-restart 
configuration after error オプションが常にイネーブルされています。Quartus II 開発ソ

フトウェアのコンパイラの設定メニューでリモート・システム・アップデート機能

をイネーブルにするには、以下の手順を実行します。

1. Assignments メニューの Device をクリックします。Settings ダイアログ・ボックス

が表示されます（図 23）。

2. Device and Pin Options をクリックします。Device and Pin Options ダイアログ・ボッ

クスが表示されます。

3. Configuration タブをクリックします。

4. Configuration scheme リストから Active Serial（Configuration Device も使用可能）を

選択します。

5. Configuration Mode リストから Remote を選択します。

6. OK をクリックします。

7. Settings ダイアログ・ボックスで、OK をクリックします。

図23. Arria II GX の Compiler Settings メニューでのリモート・システム・アップグレード・アップデート・
モードの有効化
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.pof の生成
このセクションでは、1 つのファクトリ・コンフィギュレーション・イメージおよび

1 つのアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージを含む .pof を生成す

る方法について説明します。

1 アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの開始アドレスは、ファク

トリ・イメージ・ユーザー・ロジックで指定されたアドレスに対応している必要が

あります。

1. Convert Programming File ダイアログ・ボックスを開き、以下の項目を選択しま

す。

■ プログラミング・ファイル・タイプ：Programmer Object File（.pof）

■ コンフィギュレーション・デバイス：EPCS128

■ モード：アクティブ・シリアル

■ ファイル名：AS_RU_Factory_App.pof

2. Memory Map File をオンにします。これにより、参照用のフラッシュ・メモリ割

り当てマッピング・ファイル（.map）が生成されます。

3. Input files to convert セクション下の Add SOF Data をクリックし、ファイル領域に

2 ページ目を追加します。2 つの SOF Data が使用可能となります。次の SRAM オ

ブジェクト・ファイル（.sof）を対応するページへ追加します（図 24 ）：

a. Page_0:AS_RU_Factory.sof

b. Page_1:AS_RU_App.sof
アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・リファレンス・デザイン Altera Corporation
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4. 開始アドレスを割り当てるには SOF Data をハイライトし、Properties をクリック

します。Address mode for selected page で、各ページに対し以下のアドレスを指定

します。

a. Page_0：Start：0×0 ( 図 25)

b. Page_1：Start：0×650000 ( 図 26)

1 アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージの開始アドレスは、´ ファク

トリ・コンフィギュレーション・イメージ・ユーザー・ロジック内の 0×650000 に割

り当てられます。

図24. .sof を .pof へ変換する際の Convert Programming Files の設定方法
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5. ファイル・サイズを小さくするために圧縮機能をイネーブルにします。ファイル
を圧縮するには、ファイル名をハイライトし、Properties をクリックします。 

Compression をオンにします（図 27）。

1 デザイン・セキュリティ機能を有効にしてリモート・システム・アップグレードを

使用するには、ダイアログ・ボックスの Generate encrypted bitstream をオンにしま

す。これにより、プログラミングのための暗号化されたコンフィギュレーション・

データが生成されます。

図25. Page_0 に向けた .sof プロパティの設定

図26. Page_1 に向けた .sof プロパティの設定
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6. OK をクリックします。

7. Generate をクリックし、.pof ファイルと .map ファイルを生成します。

8. .map ファイルを調べ、ページごとに正しいアドレスが割り当てらていることを

確認します。図 28 は、生成された .map ファイルを示しています。

1 これまでに紹介した方法以外にも、JTAG Indirect Configuration（.jic）プログラミン

グ・ファイルをシリアル・フラッシュ・ローダ（SFL）と共に使用し EPCS をプログ

ラムすることが可能です。SFL について詳しくは、AN370:Using Serial FlashLoader with 
the Quartus II Software を参照してください。

図27. 圧縮機能の有効化

図28. メモリ割り当てマッピング・ファイル（.map）
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EPCS への .pof のプログラミング
QuartusII ソフトウェアで EPCS に .pof をプログラムするには、以下のステップを実行

します。

1. Tools メニューの Programmer をクリックします。

2. Hardware Setup からプログラミング・ケーブルを選択します。

3. モードは Active Serial を選択します。

4. Add File をクリックし、AS_RU_Factory_App.pof に移動して Open をクリックしま

す（図 29）。

図29.  Quartus II プログラマへの .pof の追加
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5. Program/Configure カラムの下にある Page_0と Page_1のチェックボックスに

チェックを入れます（図 30）。

6. Start をクリックして、EPCS への .pof のプログラミングを開始します。

リモート・アップデート・モードでの Arria II GX デバイスのコンフィギュレー
ション

このセクションでは、このリファレンス・デザインのためのリモート・アップデー

ト・モードでのコンフィギュレーション・イメージの変遷を説明します。

EPCS に .pof をダウンロードした後、Arria II GX デバイスがファクトリ・コンフィ

ギュレーション・イメージをロードできるように一旦ボードの電源を切断し、再度

電源を投入します。アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのリコ

ンフィギュレーションを開始するには、ファクトリ・コンフィギュレーション・イ

メージ・ユーザー・ロジックの start_write入力ピンをアサートします。これに
より Arria II GX デバイスがトリガされ、指定の場所からのアプリケーション・コン

フィギュレーション・イメージでデバイスのコンフィギュレーションが実行されま
す。システム・リコンフィギュレーション条件を 1 つでもトリガすれば、ファクト
リ・コンフィギュレーション・イメージに戻すことができます。図 31 に、リモー

ト・アップデート・モードでのコンフィギュレーション・イメージ間の遷移を示し
ます。

1 システムのリコンフィギュレーション・トリガ条件について詳しくは、20 ページの “
リモート・システム・アップグレード・リコンフィギュレーション ” を参照してく

ださい。

図30. Quartus II プログラマからの .pof プログラミングの有効化
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図31. リモート・アップデート・モードのコンフィギュレーション・イメージ間の遷移

図 31 の注：

(1) 「1」は LED がオンになっていることを示します。「0」は、LED がオフになっていることを示します。「X」は、LED が点滅して
いることを示します。

(2) 電源投入後、LED[2..0]は、3'b111に等しくなります。LED [2 .. 0]のステータスは、システムのリコンフィギュレー
ション・トリガ条件によって異なります。LED[2..0]のステータスに基づくシステム・ステータスについて詳しくは、10
ページの表 2 を参照してください。

(3) このリファレンスデザインには、1 つのアプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのみが組み込まれています。
ファクトリ・ユーザー・ロジックの start_write入力をアサートする前に、image_update入力をロジック High に設定す
ることで新しい場所にリコンフィギュレーションをトリガすることができます。これにより Arria II GX のリモート・アップデー
ト回路がトリガされ、0´900000の開始アドレスに新しいイメージのロードが実行されます。

(4) システムのリコンフィギュレーション・トリガ条件について詳しくは、20 ページの “ リモート・システム・アップグレード・
リコンフィギュレーション ” を参照してください。
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改訂履歴
表 3 に、このアプリケーション・ノートの改訂履歴を示します。

表3. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容
2013 年 8 月 1.1 表 1 の asmi_addr[23..0]変数を更新しました。

2010 年 4 月 1.0 年 12 月 初版

101 Innovation Drive
San Jose, CA 95134
www.altera.com
Technical Support
www.altera.com/support

Copyright © 2010 Altera Corporation. All rights reserved. Altera, The Programmable Solutions Company, the stylized 
Altera logo, specific device designations, and all other words and logos that are identified as trademarks and/or service 
marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other 
countries. All other product or service names are the property of their respective holders. Altera products are protected 
under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, maskwork rights, and copyrights. Altera warrants 
performance of its semiconductor products to current specifications in accordance with Altera's standard warranty, 
but reserves the right to make changes to any products and services at any time without notice. Altera assumes no 
responsibility or liability arising out of the application or use of any information, product, or service 
described herein except as expressly agreed to in writing by Altera Corporation. Altera customers are 
advised to obtain the latest version of device specifications before relying on any published 
information and before placing orders for products or services.
Altera Corporation アクティブ・シリアル・リモート・システムのアップグレード・
リファレンス・デザイン

http://www.altera.com
http://www.altera.com/support

	アクティブ・シリアル・リモート・ システムのアップグレード・リファレ ンス・デザイン
	リモート・アップデート・モード
	機能の説明
	ユーザー・ロジック・コントロール・ブロック
	ALTREMOTE_UPDATEメガファンクション
	イメージ・アップデート回路
	ウォッチドッグ・タイマ・リセット回路
	ALTASMI_PARALLELメガファンクション
	ステータス・インジケータ

	ファクトリ・コンフィギュレーション・イメージのユーザー・ロ ジック・ステート・マシン
	リコンフィギュレーション・ソース条件のリード
	リコンフィギュレーション・ソースの条件のレポート
	AnFビット動作の設定
	ウォッチドッグ・タイマ機能の有効化
	ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値の設定
	アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージ・アドレスの設定
	リコンフィギュレーションのトリガ

	アプリケーション・コンフィギュレーション・イメージのユー ザー・ロジック・ステート・マシン
	ウォッチドッグ・タイマ・イネーブル・ステータスのリード
	ウォッチドッグ・タイマのタイムアウト値のリード
	AnFビットのリード
	リコンフィギュレーションのトリガ

	リモート・システム・アップグレード・リコンフィギュレーショ ン
	内部コンフィギュレーションCRCエラー
	コンフィギュレーション中のnSTATUSエラー
	コアnCONFIGのアサーション
	外部nCONFIGのアサーション
	ユーザー・ウォッチドッグ・タイマのタイム・アウト

	ASリモート・システム・アップグレードのテスト手順
	システム条件
	リモート・システム・アップグレード機能の有効化
	.pofの生成
	EPCSへの.pofのプログラミング
	リモート・アップデート・モードでのArria II GXデバイスのコンフィギュレー ション

	改訂履歴




