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アルテラが推奨するリセット・シーケンスを使用すれば、各トランシーバ・チャネル内のフィジ

カル・コーディング・サブレイヤ（PCS）ブロックおよびフィジカル・メディア・アタッチメン
ト（PMA）ブロックが初期化され正しく動作します。

トランスミッタとレシーバのアナログ部分およびデジタル部分をリセットする複数のリセット・

オプションが利用可能です。

表3-1: 利用可能なリセット・オプション
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• Arria V Device Handbook: Known Issue
Arria Vデバイス・ハンドブックの章にプランニングされる更新を一覧表示します。

• アルテラのトランシーバPHY IPコア・ユーザーガイド
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PHY IPエンベデッド・リセット・コントローラ
PHY IPのエンベデッド・リセット・コントローラは、トランシーバ・フィジカル・コーディン
グ・サブレイヤ（PCS）ブロックおよびフィジカル・メディア・アタッチメント（PMA）ブロッ
クを初期化することができます。

エンベデッド・リセット・コントローラは、トランシーバ・ベースのデザインの簡素化に向け

て、1つのコントロール入力で自動リセット・シーケンスの実装が可能となるオプションを提供
します。PHYIPインスタンス内のすべてのチャネルにおいて、利用可能なエンベデッド・リセッ
ト・コントローラは1つだけです。

エンベデッド・リセット・コントローラは、phy_mgmt_clk_reset信号がトリガされるたびに、全

トランシーバ・リセット・シーケンスを自動的に実行します。リンクの喪失またはデータの損失

がある場合、エンベデッド・リセット・コントローラは適切なリセット信号をアサートします。

tx_readyとrx_readyをモニタする必要があります。なぜなら、これらのステータス信号がHighの
場合、トランシーバがリセット状態を終了し、データ送受信ができる状態であることを示してい

るからです。

phy_mgmt_clk_resetがキャリブレーションを開始する以前あるいは開始と同時に、トラン

シーバ・リコンフィギュレーション・コントローラのmgmt_rst_reset信号をディアサートし

ます。

注:

ATX PLLキャリブレーションを成功に導くには、phy_mgmt_clk_resetおよびmgmt_rst_reset

信号をディアサートする前に、有効かつ安定したATXPLL基準クロックがなければいけませ
ん。

ATX PLLは、Arria V GZデバイスで利用可能です。

注:

PHYIPエンベデッド・リセット・コントローラは、NativePHYIPコアを除くすべてのトラン
シーバPHY IPコアによりデフォルトでイネーブルされます。

注:

エンベデッド・リセット・コントローラ信号
以下の図は、エンベデッド・リセット・コントローラとPHY IPインスタンス内の信号を示して
います。 エンベデッド・リセット・コントローラを使用する場合、これらの信号はトランシー

バをリセットします。
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図 3-1: エンベデッド・リセット・コントローラ
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表3-2: エンベデッド・リセット・コントローラのリセット・コントロールおよびステータス信号

説明信号タイプ信号名

エンベデッド・リセット・コントローラのク
ロック。

コントロール入
力

phy_mgmt_clk

この非同期リセット信号がHighからLowへ遷移
することで、自動リセット・シーケンス・コン
トロールが開始されます。この信号をHighで保
持し、リセット信号をアサートし続けます。

コントロール入
力

phy_mgmt_clk_reset

この信号が継続してHighの場合、トランスミッ
タ（TX）チャネルがリセット状態を終了し、
データ伝送の準備ができる状態であることを示
しています。この信号はphy_mgmt_clkに同期し

ています。

ステータス出力tx_ready

この信号が継続してHighの場合、受信（RX）
チャネルがリセット状態を終了し、データ受信
の準備ができる状態であることを示していま
す。この信号はphy_mgmt_clkに同期しています。

ステータス出力rx_ready
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説明信号タイプ信号名

トランシーバ・リコンフィギュレーション・コ
ントローラ・ブロックからの出力は、ダイナ
ミック・リコンフィギュレーション・コント
ローラの状態を示します。パワーアップ後の最
初のmgmt_clk_clkクロック・サイクルの間、

reconfig_busyはLowに維持されます。

この信号は、キャリブレーション・プロセスが
進行中であることを示すために第2周期のmgmt_

clk_clkクロック・サイクルからアサートされま

す。キャリブレーション・プロセスが完了する
と、reconfig_busy信号がディアサートされま

す。

また、この信号はPHYIPとトランシーバ・リコ
ンフィギュレーション・コントローラ間の
reconfig_to_xcvrバスに信号を埋め込むこと

で、Quartus
®
IIソフトウェアによってエンベデッ

ド・リセット・コントローラにルーティングさ
れます。

ステータス出力reconfig_busy

この信号は、TXPLLが入力基準クロックにロッ
クを達成したときに、アサートされます。この
信号がHighにアサートされると、エンベデッ
ド・リセット・コントローラは、tx_

digitalreset信号をディアサートします。

ステータス出力pll_locked

この信号は、オプションの出力状態ポートで
す。アサートされると、この信号がCDRがRX
データにロックされており、CDRは（LTR）ロッ
ク・ツー・データへの（LTD）モードロック・
ツー・リファレンスから変更されていることを
示しています。

ステータス出力rx_is_lockedtodata

これはオプションの出力ステータス・ポートで
す。アサートされると、この信号は、CDRが基
準クロックにロックされていることを示しま
す。

ステータス出力rx_is_lockedtoref

トランシーバ・リコンフィギュレーション・コ
ントローラ用のクロックです。このクロック
は、mgmt_rst_resetをリリースする前に、安定

していなければなりません。

クロックmgmt_clk_clk

トランシーバ・リコンフィギュレーション・コ
ントローラのリセット

リセットmgmt_rst_reset
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デバイス・パワーアップ時におけるPHY IPエンベデッド・リセット・コントロー
ラを使用したトランシーバのリセット

最初のパワーアップ後に、信頼性の高いリンク初期化を確保するには、このリセット・シーケン

スに従ってください。

図中の番号と以下の番号は対応しており、デバイスのパワーアップ時におけるトランシーバ・リ
セット・シーケンスを図示しています。

1. デバイスのパワーアップ時、リセット・シーケンスを初期化するためにmgmt_rst_resetと

phy_mgmt_clk_resetをアサートする必要があります。phy_mgmt_clk_resetがリセット状態でト

ランシーバ・ブロックを保持し、、キャリブレーションIPを開始するためにmgmt_rst_reset

が必要となります。これらの信号は両方とも、最低でも2phy_mgmt_clkクロック・サイクル以

上アサート状態を保持する必要があります。 mgmt_rst_resetと同時にphy_mgmt_clk_resetを

ディアサートします。

2. トランスミッタのキャリブレーションおよびリセット・シーケンスの完了後、tx_readyステー

タス信号がアサートされ、トランスミッタがデータ送信の準備ができていることを示すため

にアサート状態が保持されます。

3. レシーバのキャリブレーションおよびリセット・シーケンスの完了後、rx_readyステータス

信号がアサートされ、トランスミッタがデータ送信の準備ができていることを示すためにア

サート状態が保持されます。

tx_readyとrx_ready信号がアサート状態を継続しない場合、リセット・シー

ケンスが正常に完了されず、リンクはダウンになります。
注：

図 3-2: デバイスのパワーアップ時におけるエンベデッド・リセット・コントローラを使用
したリセット・シーケンスのタイミング図
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デバイス動作中におけるPHY IPエンベデッド・リセット・コントローラを使用し
たトランシーバのリセット

デバイス動作中に任意の時点でトランシーバ全体をリセットする場合、または特定のダイナミッ

ク・リコンフィギュレーション後リンクを再確立する場合は、このリセット・シーケンスに従っ

てください。

図中の番号と以下の番号は対応しており、デバイスの動作中におけるトランシーバ・リセット・
シーケンスを図示しています。

1. トランシーバ・リセット・シーケンス全体を再起動するには、2phy_mgmt_clkクロック・サイ

クル間、phy_mgmt_clk_resetをアサートします。

2. トランスミッタ・リセット・シーケンス完了後、tx_readyステータス信号がアサートされ、

トランスミッタがデータ送信の準備ができていることを示すためにアサート状態が保持され

ます。

3. レシーバ・リセット・シーケンス完了後、rx_readyステータス信号がアサートされ、トラン

スミッタがデータ送信の準備ができていることを示すためにアサート状態が保持されます。

注： tx_readyとrx_ready信号がアサート状態を継続しない場合、リセット・シーケンス

が正常に完了されず、リンクはダウンになります。

図 3-3: デバイス動作中におけるエンベデッド・リセット・コントローラーを使用したリ
セット・シーケンスのタイミング図

rx_ready

tx_ready

phy_mgmt_clk_reset 1

2

3

Status Signals

Control Signals

rx_is_lockedtodata

reconfig_busy

pll_locked

注：全体のリセット・シーケンスを繰り返すことなくトランスミッタとレシーバのアナ
ログおよびデジタル・ブロックを別々にリセットするには、Avalon Memory Mappedレジ
スタを使用します。

ユーザー制御のリセット・コントローラ
トランシーバ・フィジカル・コーディング・サブレイヤ（PCS）およびフィジカル・メディア・
アタッチメント（PMA）ブロックを初期化するためにエンベデッド・リセット・コントローラ
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を無効にする場合は、外部リセット・コントローラ・ロジック（ユーザー制御リセット・コント

ローラ）を実装する必要があります。

以下のいずれかを使用して、ユーザ制御のリセット・コントローラを実装できます：

• リセット・シーケンスの実装にあたって、独自のverilog/vhdlコードを使用する
• 独自のverilog/vhdlコードの配置を目的とする既製のリセット・コントローラIPを提供する

Quartus II MegaWizard Plug-In Managerを使用する

ユーザ制御のリセット・コントローラを使用する前に、エンベデッド・リセット・コント

ローラをディセーブルする必要があります。

注:

エンベデッド・リセット・コントローラは、カスタムPHY、低レイテンシPHY、および確定
的レイテンシPHYなどの、非プロトコル・トランシーバPHYIPに対してのみディセーブルす

注:

ることができます。ネイティブPHYIPは、エンベデッド・リセット・コントローラを備えて
いないので、独自のリセット・ロジックを実装する必要があります。

独自のリセット・コントローラを実装する場合、以下の点を考慮してください：

• ユーザ制御のリセット・コントローラが、レベル・センシティブ（アクティブ・ハイ）であ
ること

• ユーザ制御のリセット・コントローラが、phy_mgmt_clk_resetに依存しないこと

• リセット・コントローラ・ロジックにクロックとリセットを提供する必要があること
• PHY IPエンベデッド・リセット・コントローラの内部信号がポートとして設定されているこ
と

• 適切なリセット制御信号をアサートすることで、リセット状態にトランシーバ・チャネルを
保持することができます

ATXPLLキャリブレーションを成功に導くには、pll_powerdownとmgmt_rst_reset信号をディ

アサートする前に、有効かつ安定したATX PLL基準クロックが必要となります。

ATX PLLは、Arria V GZデバイスで利用可能です。

注:

関連情報

トランシーバPHYリセット・コントローラの詳細については、アルテラのトランシーバPHYIPコ
アユーザーガイドの"トランシーバPHYリセット・コントローラIPコア"の章を参照してくださ
い。

ユーザー制御のリセット・コントローラ信号
ユーザー制御のリセット・コントローラには、以下に図示する信号を使用してください。
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図3-4:トランシーバPHYインスタンス、トランシーバ・リコンフィギュレーション・コントローラ、
およびユーザー制御のリセット・コントローラ間の連携動作

clock
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tx_cal_busy
rx_cal_busy
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Reset Controller

rx_is_lockedtoref

pll_locked

rx_is_lockedtodata
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rx_analogreset

tx_digitalreset
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Transmitter
PMA

Receiver
PCS

tx_analogreset

Transmitter
PLL

表 3-3: トランシーバPHYインスタンス、トランシーバ・リコンフィギュレーション・コントローラ、
およびユーザー制御のリセット・コントローラによって使用される信号

説明信号の種類信号名

トランシーバ・リコンフィギュレーション・コ
ントローラのクロック。このクロックは、mgmt_

rst_resetをリリースする前に、安定している必

要があります。

クロックmgmt_clk_clk

トランシーバ・リコンフィギュレーション・コ
ントローラのリセット

リセットmgmt_rst_reset

Highにアサートされると、TXPLLをリセットし
ます。

コントロールpll_powerdown

Highにアサートされると、TX PMAをリセット
します。

コントロールtx_analogreset

Highにアサートされると、TXPCSをリセットし
ます。

コントロールtx_digitalreset

Highにアサートされると、RX PMAをリセット
します。

コントロールrx_analogreset

Highにアサートされると、RXPCSをリセットし
ます。

コントロールrx_digitalreset

この信号がHighの場合、リコンフィギュレー
ションがアクティブであることを示します。

ステータスreconfig_busy
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説明信号の種類信号名

この信号がHighの場合、TXキャリブレーション
がアクティブであることを示します。

ステータスtx_cal_busy

この信号がHighの場合、RXキャリブレーション
がアクティブであることを示します。

ステータスrx_cal_busy

この信号がHighの場合、TXPLLがロックされて
いることを示します。

ステータスpll_locked

この信号がHighの場合、RX CDRがLock To
Reference（LTR）モードであることを示します。

ステータスrx_is_lockedtoref

この信号がHighの場合、RX CDRがLock To Data
（LTD）モードであることを示します。

ステータスrx_is_lockedtodata

デバイスのパワーアップ時におけるユーザー制御のリセット・コントローラ使用
したトランスミッタのリセット

ユーザ制御のリセット・コントローラをデザインする際、トランスミッタの信頼性の高い初期化

を確保するには、最初のパワーアップ後に、このリセット・シーケンスに従ってください。

図中の番号は、次のリスト内の番号に対応し、デバイスのパワーアップ時におけるトランスミッ
タ・リセット・シーケンスを示しています。

1. 以下の順序でトランスミッタをリセットします：

• キャリブレーションのIPを開始するために、パワーアップ時、mgmt_rst_resetをアサート

します。 mgmt_rst_resetを、少なくとも２セット・コントローラ・クロック・サイクル

間、アクティブでホールドします。

• パワーアップ時、pll_powerdown、tx_analogreset、およびtx_digitalresetをアサートか

つホールドし、トランスミッタをリセットします。pll_powerdownと同時にtx_analogreset

をディアサートすることができます。

• 少なくとも1マイクロ秒間（tpll_powerdown）、pll_powerdownをアサートします。（Arria V
GZデバイスで利用可能な）ATX PLLキャリブレーションを使用する場合、ATX PLLがキャ
リブレーション中にパワーダウンされないようにmgmt_rst_resetの前にpll_powerdownを

ディアサートします。この作業を行わないと、pll_powerdownは、mgmt_rst_resetがディア

サートされた後、常にディアサートが実行される可能性があります。
• pll_powerdownとmgmt_rst_resetをディアサートする前にPLLへの安定した基準クロックが
あることを確認してください。

2. トランスミッタPLLがロックした後、tpll_lockの後にpll_lockedステータスがアサートされま

す。

3. トランスミッタのキャリブレーション完了後、tx_cal_busyステータスがディアサートされま

す。トランスミッタのキャリブレーションに応じて、pll_lockedがアサートされる前または

後に、ディアサートが発生する可能性があります。

4. ゲーティング条件発生後、少なくともttx_digitalreset間tx_digitalresetをディアサートします。

ゲーティング条件は次のとおりです。
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• pll_powerdownがディアサートされている。

• pll_lockedがアサートされている。

• tx_cal_busyがディアサートされている。

これで、トランスミッタはリセット状態を終了し、動作実行の準備が整いました。

キャリブレーション中、キャリブレーションIPの実行に伴いpll_lockedがアサートまたは

ディアサートすることがあります。
注：

図 3-5: デバイスのパワーアップ時におけるユーザー制御のリセット・コントローラを使用
したトランスミッタのリセット・シーケンスのタイミング図

pll_locked

tx_cal_busy

tx_digitalreset

tx_analogreset

pll_powerdown

mgmt_rst_reset

ttx_digitalreset min 20 ns

tpll_lockmax 10 μs

1

1

2

3

4

1

1

表 3-4: PLL、TX PMA、およびTX PCSをリセットする際のガイドライン

リセットする必要がある信号リセットの対象

pll_powerdown

tx_analogreset

tx_digitalreset

PLL

tx_analogreset

tx_digitalreset

TX PMA

tx_digitalresetTX PCS

デバイスの動作中におけるユーザ制御のリセット・コントローラを使用したトラ
ンスミッタのリセット

デバイスの動作中に、任意の時点でPLL、あるいはトランスミッタのアナログまたはデジタル・
ブロックをリセットしたい場合は、このリセット・シーケンスに従ってください。リンクの再

確立や、特定のダイナミック・リコンフィギュレーション後に、この作業が必要な場合がありま

す。
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図中の番号と以下の番号は対応しており、デバイスの動作中におけるトランスミッタ・リセッ
ト・シーケンスを図示しています。

1. 以下の順序でトランスミッタをリセットします：

• pll_powerdown、tx_analogresetとtx_digitalresetをアサートします。pll_powerdownと

tx_analogresetがPCSブロックをリセットするためにアサートされるたびにtx_digitalreset

をアサートする必要があります。

• 少なくともtpll_powerdownの間、pll_powerdownのアサート状態を保持します。

• pll_powerdownがディアサートされたと同時、またはその後にtx_analogresetをディアサー

トします。

2. トランスミッタPLLがロックした後、tpll_lock後にpll_lockedステータスがアサートされます。

TX PLLがロックしている間、pll_lockedステータス信号をトグルすることができます。それ

は、tpll_lockの後にアサートされます。

3. 少なくとも、ttx_digitalreset経過してから、そしてすべてのゲート条件が削除された後に

tx_digitalresetをディアサートします：

• pll_powerdownがディアサートされます。

• PLL_LOCKEDがディアサートされます。

• tx_cal_busyがディアサートされます。

図 3-6: デバイス操作中におけるユーザ制御のリセット・コントローラを使用したリセッ
ト・シーケンスのタイミング図
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pll_powerdown tpll_powerdownmin 1 μs

ttx_digitalreset min 20ns

1

2

3

1

1

tpll_lockmax 10 μs

tx_cal_busy
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デバイスのパワーアップ・コンフィギュレーション時におけるユーザー制御のリ
セット・コントローラを使用したレシーバのリセット

最初のパワーアップ後に確実にレシーバを初期化するには、このリセット・シーケンスに従って

ください。
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図中の番号と以下の番号は対応しており、デバイスのパワーアップ時におけるレシーバ・リセッ
ト・シーケンスを図示しています。

1. パワーアップ時に、mgmt_rst_resetをアサートし、キャリブレーションのIPを開始します。
少なくとも、2mgmt_clk_clockサイクル間mgmt_rst_resetアクティブで保持します。パワーアッ

プ時に、rx_analogresetおよびrx_digitalresetを維持し、レシーバをリセット状態に保持し

ます。すべてのゲーティング条件が削除された後、これらをアサートすることができます。

2. レシーバのキャリブレーションの完了後、rx_cal_busyステータスがディアサートされます。

3. rx_cal_busyがディアサートされた後に、少なくともtrx_analogresetの後、rx_analogresetをディ

アサートします。

4. rx_is_lockedtodataは、CDRがLock To Data（LTD）モードであることを知らせるレシーバ
CDRからのステータス信号です。rx_digitalresetをディアサートする前に、rx_is_lockedtodata

がアサートされ、少なくともtLTDの間、アサート状態であることを確認してください。

rx_is_lockedtodataがアサートされておりトグル可能な場合、rx_digitalresetをディアサー

トする前に、別に追加されたtLTD期間を待たなければいけません。

5. rx_is_lockedtodataがアサートされた後、tLTDの最小継続時間の経過後rx_digitalresetをア

サートします。 rx_digitalresetをディアサートする前にrx_analogresetおよびrx_cal_busy

がディアサートされていることを確認します。

これで、レシーバはリセット状態を終了し、動作実行の準備が整いました。

レシーバ入力でのデータがない場合、rx_is_lockedtodataはトグルするこ

とができます。
注：

rx_is_lockedtorefは、rx_is_lockedtodataがアサートされたときにDon't
Careモードになります。

注：

rx_analogresetは、常にrx_digitalresetが続かなければなりま

せん。
注：

図 3-7: デバイスのパワーアップ時にユーザー制御リセット・コントローラを使用したレ
シーバに向けたシーケンスのタイミング図
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関連情報
Arria Vデバイスのトランシーバ・アーキテクチャ
CDRロック・モードの詳細

デバイスの操作中におけるユーザ制御のリセット・コントローラを使用したレ
シーバのリセット

デバイス動作中に任意の時点でレシーバのアナログまたはデジタル・ブロックをリセットする場

合、このリセット・シーケンスに従ってください。これは、リンクの再確立または特定のダイナ

ミック・リコンフィギュレーションに必要である場合があります。

図中の番号と以下の番号は対応しており、デバイス動作中のレシーバ・リセット・シーケンスを
図示しています。

1. 任意の時点でrx_analogresetおよびrx_digitalresetを別々にアサートします。ただし、PCS
ブロックをリセットするためrx_analogresetがアサートされるたびrx_digitalresetをアサー

トする必要があります。

2. 少なくとも、40ns（trx_analogreset）経過してから、rx_analogresetをアサートします。

3. rx_is_lockedtodataは、CDRがLock To Dataデータ（LTD）モードにロック中であることを示
す、レシーバCDRからのステータス信号です。rx_digitalresetをディアサートする前に、

rx_is_lockedtodataがアサートされ、アサート状態であることを確認します。

4. rx_is_lockedtodataがアサートされた後、少なくともtLTD経過してから、rx_digitalresetを

ディアサートします。 rx_analogresetがディアサートされていることを確認します。

レシーバ入力でのデータがない場合、rx_is_lockedtodataはトグルするこ

とができます。rx_is_lockedtorefは、rx_is_lockedtodataがアサートされ

たときにDon't Careモードになります。

注：

図 3-8: デバイス動作中におけるユーザ制御のリセット・コントローラを使用したレシーバ
のリセット・シーケンスのタイミング図
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Avalonメモリ・マップド・レジスタを使用したトランシーバのリセット
Avalonメモリ・マップド・レジスタを使用すれば、Avalonメモリ・マップド・インタフェースを
介してリセット信号を制御することができます。

これは、全体のリセット・シーケンスを繰り返すことなくトランスミッタとレシーバのアナログ

およびデジタル・ブロックを別々にリセットする柔軟性を提供します。

Avalonメモリ・マップド・レジスタを使用したトランシーバ・リセット・コント
ロール信号

次の表は、CDRロックモードおよびチャネル・リセットのメモリ・マップ・レジスタを示してい
ます。 これらの信号を使用すると、PHY IP内のメモリ・マップ・レジスタを使用する際、トラ
ンシーバをリセットすることができます。

表 3-5: メモリ・マップド・レジスタを使用したトランシーバ・リセット・コントロール

説明レジスタ名

このレジスタは、CDR手動ロックモード専用です。Highにレジス
タを設定すると、RX CDRのPLLがLock To Data（LTD）モードに
ロックされます。両方のレジスタが自動ロック・モードでCDRを
保持している場合、デフォルトはLowになります。

pma_rx_set_locktodata

このレジスタは、CDR手動ロックモード専用です。Highにレジス
タを設定すると、pma_rx_set_lockedtodataがアサートされていな

い場合は、RXCDRPLLがLockToReference（LTR）モードにロック
されます。両方のレジスタが自動ロック・モードでCDRを保持し
ている場合、デフォルトはLowになります。

pma_rx_set_locktoref

このレジスタをHighに設定すると、tx_digitalreset信号がreset_

ch_bitmaskレジスタを介しリセット・コントロールがイネーブル

されているすべてのチャネルでアサートされます。tx_digitalreset

信号をディアサートするには、reset_tx_digitalレジスタを0に設
定します。

reset_tx_digital

このレジスタをHighに設定すると、rx_analogreset信号がreset_

ch_bitmaskレジスタを介しリセット・コントロールがイネーブル

されているすべてのチャネルでアサートされます。rx_analogreset

信号をディアサートするには、reset_rx_analogレジスタを0に設
定してください。

reset_rx_analog
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説明レジスタ名

このレジスタをHighに設定すると、rx_digitalreset信号がreset_

ch_bitmaskレジスタを介しリセット・コントロールがイネーブル

されているすべてのチャネルでアサートされます。rx_digitalreset

信号をディアサートするには、reset_rx_digitalレジスタを0に設
定してください。

reset_rx_digital

レジスタは、リセット・コントロールのためのPHY IPインスタン
スの特定のチャネルをイネーブルまたはディセーブルにするオプ

ションを提供します。デフォルトでは、PHY IPインスタンス内の
すべてのチャンネルはリセット・コントロールがイネーブルになっ

ています。

reset_ch_bitmask

アサートされると、TX Phase-Locked Loop（PLL）はオフになりま
す。

pll_powerdown

関連情報

アルテラのトランシーバPHY IP Coreユーザーガイド
レジスタアドレスの詳細

CDRがマニュアル・ロック・モードのときのリセット・シーケンス
自動ロック・モードでのCDR動作によるデフォルトのタイミングを上書きするために、このモー
ドを使用します。デフォルトでは、CDRが自動ロック・モードになっています。

手動ロック・モードでのCDRをイネーブルにし、制御するコントロール信号には、
rx_set_locktorefとrx_set_locktodataがあります。

CDRがマニュアル・ロック・モードのときのコントロール設定
次のコントロール信号は、CDRがマニュアル・ロック・モードのときに、トランシーバをリセッ
トすることができます。

表 3-6: CDRがマニュアル・ロック・モードのときのコントロール設定

CDRロック・モードrx_set_locktodatarx_set_locktoref

自動00

Manual-RX CDR LTR01

Manual-RX CDR LTD1X

CDRがマニュアル・ロック・モードのときのトランシーバの再設定
CDRがマニュアル・ロック・モードのときのトランシーバの再設定を行うには、このシーケンス
に従ってください。
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図中の番号と以下の番号は対応しており、CDRをマニュアル・ロック・モードにするステップを
図示しています。

1. キャリブレーションが完了（rx_cal_busyがLowである）していること、およびトランシーバ
が初期リセットシーケンスを完了していることを確認してください。 rx_digitalresetと

rx_analogreset信号が、Lowでなければいけません。 rx_is_lockedtorefは、Don't careモード
であり、HighまたはLowのいずれかになります。 rx_is_lockedtodataとrx_ready信号は、ト

ランシーバがリセット状態を終了していることを示す、Highでなければいけません。あるい
は、キャリブレーションが完了した後、マニュアル・ロック・モードでCDRを直接起動する
ことができます。

2. CDRをLock-To-Referenceモードに切り替えるために、rx_set_locktoref信号をHighにアサート
します。 rx_is_lockedtodataステータス信号がディアサートされます。ユーザ制御のリセッ

トを使用する場合、同時にまたはrx_set_lockedtorefのアサートと同時、あるいはアサート

後にrx_digitalreset信号をHighにアサートします。エンベデッド・リセット・コントローラ
が使用されている場合、rx_digitalresetが自動的にアサートされます。

3. rx_digitalreset信号がアサートされた後、rx_readyステータス信号がディアサートされま

す。

4. CDRをLock-To-Referenceモードに切り替えるために、tLTR_LTD_manualの後でrx_set_locktodata

信号をhighにアサートします。 rx_is_lockedtodataステータス信号がアサートされます。

rx_is_lockedtorefステータス信号はHighまたはLowになりますが、いずれも無視することが
できます。

5. tLTD_Manualの後でrx_digitalreset信号をディアサートします。

6. エンベデッド・リセット・コントローラを使用している場合、rx_digitalreset信号がディア

サートされた後、rx_readyステータス信号が受信機がアサートされます。これは、CDRがマ
ニュアル・モードであるため、レシーバがデータを受信する準備ができていることを示して

います。

図 3-9: CDRがマニュアル・ロック・モードのときのトランシーバのリセット・シーケンス
のタイミング図

rx_digitalreset

rx_set_locktoref

rx_set_locktodata

rx_is_lockedtoref

rx_is_lockedtodata

rx_analogreset

rx_ready

Status Signals

Control Signals

tLTD_Manual min 4 μs
1

2

2

4

5

6

3

tLTR_LTD_manual min 15 μs

1

1

1

1

2

4
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ダイナミック・リコンフィギュレーション中のトランシーバのリセッ
ト

PMAアナログ・コントロール・リコンフィギュレーション・モード使用時を除いて、ダイナミッ
ク・リコンフィギュレーション時にトランシーバのリセットが必要です。

トランシーバをダイナミック・リコンフィギュレーションする場合、通常は以下のガイドライン
に従ってください。

1. ダイナミック・リコンフィギュレーション開始前に、ターゲットとするチャンネルおよびPLL
をリセット状態で保持します。

2. ダイナミック・リコンフィギュレーションが完了した後、reconfig_busy、tx_cal_busy、

rx_cal_busy信号のディアサーションによって示される、シーケンスを必要に応じて繰り返し

ます。

デバイス動作中におけるトランスミッタのデューティ・サイクル歪みに対する
キャリブレーションが必要な場合のダイナミック・リコンフィギュレーションの
ガイドライン

デバイスの動作中にトランスミッタのデューティ・サイクル歪みに対するキャリブレーションが
必要な場合、トランシーバのダイナミック・リコンフィギュレーションのガイドラインに従って
いることを確認してください。また、以下の事項も推奨しています：

1. トランシーバ・リセット・コントローラIPにtx_cal_busyを接続しないでください。

2. エンベデッド・リセット・コントローラをディセーブルにし、外部リセット・コントローラ
を使用します。

チャネル・リコンフィギュレーションがTXDCDキャリブレーションの前に必要な場合
は、次のことを確認して下さい：

TX PLL、TXチャネルおよびトランシーバ・リコンフィギュレーション・コントロー
ラ・ブロックは、TXDCDキャリブレーション中リセット・ステートにならないように

注：

します。以下の信号がTXDCDキャリブレーション中にアサートされないことを確認し
ます：

• pll_powerdown

• tx_digitalrese

• tx_analogreset

• mgmt_rst_reset

リセットシーケンスを繰り返します。

Arria V GZデバイスは、TXダイナミック・リコンフィギュレーションのキャリブレー
ション前にチャネルのリコンフィギュレーションを必要としません。

注： PMAのリセット信号は、PMA Directモードでのみ必要とされます。
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リセット信号およびパワーダウン信号の影響を受けるトランシーバ・
ブロック

次の表は、特定のリセット信号およびパワーダウン信号の影響を受けるブロックを示します。

表 3-7: 影響を受けるトランシーバ・ブロック

tx_analogresettx_digitalresetrx_analogresetrx_digitalresetpll_powerdown
トランシーバ・

ブロック

PLL

————有CMU PLL

————有ATXPLL for
Arria V GZ

レシーバの標準PCS

———有—レシーバ・

ワード・ア

ライナ

———有—レシーバ・

デスキュー
FIFO

———有—レシーバ・

レート・

マッチFIFO

———有—レシーバ

8B/10Bデ
コーダ

———有—レシーバ・

バイト・デ

シリアライ

ザ

———有—レシーバ・

バイト・

オーダリン

グ

———有—レシーバ位

相補償FIFO

Arria V GZデバイスのレシーバ10G PCS
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tx_analogresettx_digitalresetrx_analogresetrx_digitalresetpll_powerdown
トランシーバ・

ブロック

———有—レシーバ・

ギア・ボッ

クス

———有—レシーバ・

ブロック・

シンクロナ

イザ

———有—レシーバ・

ディスパリ

ティ・

チェッカ

———有—レシーバ・

デスクラン

ブラ

———有—レシーバ・

フレーム同

期

———有—レシーバ

64B/66Bデ
コーダ

———有—レシーバ
CRC32
チェッカ

———有—レシーバ
FIFO

レシーバPMA

——有——レシーバ・

バッファ

——有——レシーバ
CDR

——有——レシーバ・

デシリアラ

イザ

トランスミッタの標準PCS

Altera CorporationArria Vデバイスのトランシーバ・リセット・コントロール

フィードバック

3-19リセット信号およびパワーダウン信号の影響を受けるトランシーバ・ブロック
AV53003
2013.05.06

mailto:TechDocFeedbackJP@altera.com?subject=%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%20Arria%20V%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%20(AV53003%202013.05.06)&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


tx_analogresettx_digitalresetrx_analogresetrx_digitalresetpll_powerdown
トランシーバ・

ブロック

—有———トランス

ミッタ位相

補償FIFO

—有———バイト・シ

リアライザ

—有———8B/10Bエン
コーダ

—有———トランス

ミッタ・

ビット・ス

リップ

Arria V GZデバイスのトランスミッタ10G PCS

—有———トランス

ミッタFIFO

—有———トランス

ミッタ・フ

レーム・

ジェネレー

タ

—有———トランス

ミッタ

CRC32ジェ
ネレータ

—有———トランス

ミッタ64B/
66Bエン
コーダ

—有———トランス

ミッタ・ス

クランブラ

—有———トランス

ミッタ・

ディスパリ

ティ・ジェ

ネレータ
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tx_analogresettx_digitalresetrx_analogresetrx_digitalresetpll_powerdown
トランシーバ・

ブロック

—有———トランス

ミッタ・ギ

ア・ボック

ス

トランスミッタPMA

有————トランス

ミッタCGB

有————シリアライ

ザ

有————トランス

ミッタ・

バッファ

トランシーバのパワーダウン
電力を最大限に節約するには、トランシーバを使用していないデバイスの側の全チャネルにPMA
ハード・パワー・ダウンをイネーブルにします。

トランシーバPMAのハード・パワー・ダウン粒度制御は、各サイド（Arria V GXおよびArria V
GT）または各トランシーバ・バンク（Arria V GZ）にあります。デバイスの左側または右側の
PMAハード・パワー・ダウンをイネーブルにするには、それぞれの側にトランシーバの電源を
設置します。
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• デバイス動作中にTX DCDキャリブ
レーションが必要な場合のダイナミッ

ク・リコンフィギュレーションのガ

イドラインを更新

• ナレッジ・ベースの既知の文書の問
題へのリンクを追加

2013.05.062013年5月
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変更内容バージョン日付

• 内容を書き換え再編成し、テンプレー
トを更新

• リセット・シーケンスの手順を更新
• デバイス動作中におけるトランシー
バ・リセットのシーケンスを付記

• ArriaVGZトランシーバ・リセットに
関する情報を付記

2012.11.192012年11月

• 「ユーザー制御のリセット・コント
ローラ」のセクションを追加

• 図3-1と表3-1を更新

1.22012年6月

• すべての図と表を更新
• 「トランシーバ・リセット・シーケ
ンス」のセクションを再編・更新

1.12011年11月
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