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15. スキャン・マネージャ
スキャン・マネージャは、ハード・プロセッサ・システム（HPS）I/O ピンを構成お

よび管理して、FPGA JTAG テスト・アクセスポ・ート（TAP）コントローラとの通信

に使用されます。 スキャン・マネージャはピンが HPS のペリフェラルで使用されて

いる前に、HPS I/O スキャン・チェインを駆動して、I/O バンクのプロパティを設定し

ます。 また、必要に応じて、スキャン・マネージャは FPGA のコントロール・ブロッ

クによって検出された CRC（Cyclic Redundancy Check）エラーを管理するなどの目的

のためにコマンドを送信する FPGA JTAG TAP コントローラと通信することができま

す。 スキャン・マネージャが FPGA JTAG TAP コントローラと通信する場合、FPGA 
JTAG ピンの入力は無視されます。

スキャン・マネージャでは、ARM® JTAG Access Port （JTAG-AP）が含まれています。 
JTAG-AP は、複数のスキャン・チェイン JTAG マスタ・インタフェースを実装しま

す。 一つのスキャン・チェインは、FPGA JTAG に接続して、標準の JTAG 信号を使用

しています。 他の 4 つのスキャン・チェインは、Parallel-to-Serial コンバータとして

JTAG クロックとデータ出力を使用して、I/O バンクの HPS に接続します。

f ARM JTAG-AP について詳しくは、ARM のウェブサイト（infocenter.arm.com）からダウ

ンロードできる ARM Debug Interface v5 Architecture Specification を参照してください 。

スキャン・マネージャの機能
スキャ av_ ン・マネージャは以下の特長を備えています。

■ ドライブ HPS I/O バンクのすべての I/O スキャン・チェイン

■ HPS に FPGA JTAG TAP コントローラにアクセスすることが可能
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スキャン・マネージのブロック図とシステム統合
図 15–1 に、SoC デバイスに統合されているかを示すスキャン・マネージャのブロッ

ク図を示します。 

プロセッサは、レベル 4（L4）のペリフェラル・バスに接続されているレジスタのス

レーブ・インタフェースを介してスキャン・マネージャにアクセスします。

図15‒1. スキャン・マネージのブロック図

図15‒1 の注 :
(1) すべてのデバイスで示すバンクをすべて含むとは限りません。
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第 15 章 : スキャン・マネージャ 15–3
スキャン・マネージのブロック図とシステム統合
表 15–1 には、ARM JTAG-AP 信号がスキャン・マネージャに接続する方法について説

明します。 これらの信号は、スキャン・マネージャの内部にあり、参考用にのみ提供

されており、表 15–1 には表示されません 。 表に記載されている信号、レジスタ、お

よびフィールド名は、AARM Debug Interface v5 Architecture Specification で使用される名

前と一致しています。 この章の残りの部分では、Altera SoC レジスタのマニュアルに

記載されているレジスタ名とフィールド名を使用しています。 2 組のレジスタ名を照

合する方法についてには、表 15–3 を参照してください。

ARM JTAG-AP は 8 スキャン・チェインをサポートします。 スキャン・マネージャはス

キャン・チェイン 0、1、2、3、および 7 のみをし使用しています。

TAG-AP のスキャン・チェイン 7 は、FPGA JTAG TAP コントローラに接続します。 シス

テム・マネージャは、コールド・リセットを実行すると、この接続がディセーブル

され、FPGA JTAG ピンは、FPGA JTAG TAP コントローラに接続されています。 HPS の

上で動作するソフトウェアは、FPGA JTAG TAP コントローラとの通信を可能にする接

続をイネーブルするためにシステム・マネージャを設定することができます。 この場

合、ソフトウェアは、FPGA JTAG への JTAG コマンド（SHIFT_EDERROR_REG JTAG 命令

など）を送信し、FPGA ファブリックがユーザー・モードのとき、コントロール・ブ

ロックによって検出された CRC エラーの詳細を決定するために応答を得ることがで

きます。 FPGA のマネージャを介して、ソフトウェアは検出された CRC エラーを決定

することができます。 TAP コントローラについて詳しくは、15–5 ページの「JTAG TAP
コントローラとの通信」を参照してください。

JTAG-AP のスキャン・チェイン 0 から 3 までは、I/O コンフィギュレーション・シフ

ト・レジスタ（IOCSR）マルチプレクサを介して、HPS I/O のスキャン・チェイン・

バンクの構成情報を接続します。 詳細は、15–4 ページの「HPS I/O スキャン・チェイ

ンのコンフィギュレーション」を参照してください。

表15‒1.  スキャン・マネージャで使用する ARM JTAG-AP 信号

信号 入力 / 出
力 実装

SRSTCONNECTED[7:0] 入力
0 に設定されます。CSW レジスタの読み出し専用 SRSTCONNECTED フィール
ドは常に 0 として読み出されます。

PORTCONNECTED[7:0] 入力

ポートの 0 から 3 と 7 のみ接続する 0x8F に設定されます。 PORTSEL レジス
タが接続しているポートのうちの 1 つをイネーブルし、それ以外の場合 0
として読み出し値で書き込まれたときに、CSW レジスタの読み出し専用
PORTCONNECTED フィールドは 1 として読み出されます。

PORTENABLED[7:0] 入力

0x8F に設定されますので、接続されたすべてのポートは、常に電源がオン
とみなされます。 PSTA レジスタは、有用な値が含まれていませんので、そ
れをアクセスするためのソフトウェアのための理由はありません。 ソフト
ウェアは、ポート 0-3 のステータスを常にオンの状態にあるため、監視す
る必要はありません。 ポート 7 の場合、ソフトウェアは、FPGA の電源のス
テータスを確認するために、FPGA マネージャの stat レジスタの mode 
フィールドを読み出すことができます。

nSRSTOUT[7:0] 出力
接続されていません。 CSW レジスタの SRST_OUT フィールドに書き込んでも
効果はありません。

nTRST*[7:0] 出力

nTRST*[7] は FPGA JTAG TAP コントローラに接続されていますが、
nTRST*[6:0] には接続されていません。 CSW レジスタ（スキャン・マネー
ジャでの stat レジスタの trst ビット）の TRST_OUT フィールドへの書き
込みは、ポート 7 がソフトウェアによりイネーブルにされているときに効
果があります。 詳細については、 15–5 ページの「JTAG TAP コントローラと
の通信」を参照してください。
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スキャン・マネージャの機能の説明
1 I/O スキャン・チェインは、JTAG プロトコルを使用しないでください。 スキャン・マ

ネージャは、I/O スキャン・チェインのためのパラレル ・ツー・シリアル変換として

JTAG-AP を使用しています。 I/O スキャン・チェインは、シリアル出力データ（TDI 
JTAG 信号）とシリアル・クロック（TCK JTAG 信号）にのみ接続されています。

HPS I/O ピンは 6 バンクに分割されます。 各 I/O バンクは、いずれかのダイ上の位置に

基づいて垂直（VIO）または水平（HIO）I/O です。 I/O バンク表 15–2 に IOCSR スキャ

ン・チェインのマッピングを示します。

FPGA JTAG TAP コントローラが CONFIG_IOモードである場合、コントローラは、ス

キャン・マネージャ JTAG-AP をオーバーライドして、HPS I/O ピンを設定することが

できます。 詳細は、15–4 ページの「HPS I/O スキャン・チェインのコンフィギュレー

ション」を参照してください。

1 CONFIG_IO モードは 、一般的に、バウンダリ・スキャン・テストを実行する前に、

I/O ピンのプロパティを設定するために使用されます。

スキャン・マネージャの機能の説明
この項では、スキャン・マネージャの機能について説明します。スキャン・マネー

ジャは、次の 2 つの目的を果たします。

■ HPS I/O スキャン・チェインのコンフィギュレーション

■ JTAG TAP コントローラとの通信

HPS I/O スキャン・チェインのコンフィギュレーション
HPS I/O ピンは、スキャン・チェインのシリーズを介して構成されます。

1 HPS I/O ピンは、それらを設定する前にフリーズする必要があります。 詳細は、「Arria 
V V デバイス・ハンドブック Volume 3」の「System Manager 」の章を参照してくださ

い。

I/O ピンの設定は、各 I/O バンクの I/O 規格およびドライブ強度を設定するなどの手順

が含まれています。 コールド・リセット後、HPS 内のすべての I/O スキャン・チェイ

ンは、外部デバイスとの通信に使用される前に設定する必要があります。

表15‒2. IOCSR スキャン・チェインのバンクの機能

IOCSR スキャン・
チェイン

バンク・
タイプ HPS I/O バンク 使用

0 VIO I/O バンク 7D および I/O
バンク 7E

EMAC

1 VIO I/O バンク 7B および I/O
バンク 7C

SD/MMC、 NAND、 および
クワッド SPI

2 VIO I/O バンク 7A トレース、 SPI、 UART、 
I2C、および CAN

3 HIO I/O バンク 6 SDRAM DDR
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スキャン・マネージャの機能の説明
ソフトウェアは、スキャン・チェインにコンフィギュレーション・データを書き込

むために、スキャン・マネージャを使用しています。FPGA と HPS 用の単独の I/O コ

ンフィギュレーション・データ・ファイルは、システム・オン・チップ（SoC）デバ

イスの FPGA 部分のコンフィギュレーション・イメージが組み立てられるときに、

Quartus® II ソフトウェアによって生成されます。 HPS のコンフィギュレーション・

データは、ソフトウェアによってスキャン・マネージャに書き込まれます。

特定の IO バンクを設定する前に、対応するスキャン・チェインは en レジスタの

ビットに書き込むことでイネーブルする必要があります。 スキャン・マネージャは、

このプロセス中にアクティブにすることはできません。 ソフトウェアは、statのア

クティブビットは、スキャン・マネージャの状態を判断するためにレジスタを読み

出し。

あるいは、FPGA JTAG TAP コントローラが CONFIG_IO JTAG 命令を受信したときに、

コントロール・ブロックは、CONFIG_IO モードに入ります。 コントロール・ブロック

が CONFIG_IO モードになっている場合、コントローラは、スキャン・マネージャ

JTAG-AP をオーバーライドして、HPS I/O ピンを設定することができます。 CONFIG_IO 
命令は、FPGA I/O ピンおよび HPS I/O ピンを含む SoC デバイス内のすべての設定可能

な I/O ピンを設定します。 デバイスの FPGA および HPS 部分は CONFIG_IO 命令を実行

するために電源をオンにする必要があります。 FPGA JTAG ピンに接続された外部ロ

ジックは、すべての FPGA および HPS I/O ピン用のコンフィギュレーション・データ

を提供する CONFIG_IO 命令を送信します。 CONFIG_IO モードがアクティブになって

いる間は、ソフトウェアが潜在的に I/O コンフィギュレーションに干渉することを防

ぐために、HPS はコールド・リセット状態に保持されます。

JTAG TAP コントローラとの通信
システム・マネージャは、コールド・リセットを実行した後、FPGA コントロール・

ブロック内の JTAG TAP コントローラへのアクセスは専用の FPGA JTAG I/O ピンを介し

て行われます。 必要な場合、JTAG TAP コントローラに HPS のプロセッサ・アクセス

を提供するために、スキャン・マネージャを使用するようにシステムをコンフィ

ギュレーションすることができます。 この機能により、プロセッサがデバイスの

FPGA 部分に JTAG 命令を送信することができます。 

スキャン・マネージャと FPGA JTAG TAP コントローラ間のスキャン・チェイン 7 を接

続するには、次の機能がイネーブルする必要があります。

■ FPGA JTAG TAP コントローラ用のスキャン・チェイン — スキャン・チェイン 7 をイ

ネーブルすると、スキャン・マネージャで enレジスタの fpgajtagフィールドを

設定します。詳細は、15–7 ページの「スキャン・マネージャー・アドレス・マッ

プおよびレジスタ定義」を参照してください。

■ FPGA JTAG ロジック・ソース・セレクト — このソース・セレクトは、スキャン・

マネージャまたは専用の FPGA JTAG ピンがデバイスの FPGA 部分の FPGA JTAG TAP
コントローラに接続されているかどうかを決定します。 システム・マネージャの

コールド・リセットでは、専用の FPGA JTAG ピンが選択されています。 ソース・

セレクトは、システム・マネージャの scanmgrgrpグループで ctrlレジスタの

fpgajtagenビットを介して設定されます。 TAPコントローラへの FPGA JTAGピンと

スキャン・マネージャの接続は、それらを切り替えるときに非アクティブでなけ

ればなりません。 両方が非アクティブであることを保証するメカニズムはユー

ザー定義です。

f 詳細は、Arria V V「デバイス・ハンドブック Volume 3」の「System 
Manager」の章を参照してください。
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15–6 第 15章 : スキャン・マネージャ
スキャン・マネージャの機能の説明
1 スキャン・マネージャと FPGA JTAG TAP コントローラ間のスキャン・チェインを接続

または切断する前に、FPGA JTAG TCKおよびスキャン・マネージャ TCK信号の両方が

ディアサートされていることを確認します。 スキャン・マネージャがコントローラに

接続された後、スキャン・マネージャの nTRST 信号を使用して FPGA JTAG TAP コント

ローラをリセットすることを推奨しています。

JTAG-AP FIFO バッファへのアクセスとバイト・コマンド・プロトコ
ル

JTAG-AP には、バイト・コマンドと応答の FIFO バッファが含まれています。 バッファ

は fifosinglebyte、 fifodoublebyte、 fifotriplebyte、 および fifoquadbyteレジス

タを介してアクセスされます。 JTAG-AP は、バッファがリード・アクセスのための十

分なデータが含まれないとき、またはバッファがライト・アクセス用のデータを受

け入れるために十分なスペースが含まれていない場合、レジスタへのプロセッサ・

アクセスをストールさせます。

1 ソフトウェアは、JTAG-AP によってストールされることを回避するためのアクセスを

実行する前に、バッファのステータスを判断するために statレジスタの rfifocnt
と wfifocntフィールドを読み出す必要があります。

JTAG-AP スキャン・チェイン 0、1、2 と 3 は HPS IOCSR に接続される書き込み専用

ポートです。また、JTAG-AP スキャン・チェイン 7 は、FPGA JTAG TAP コントローラ

に接続される読み出し-書き込みのポートです。 プロセッサはスキャン・チェイン 0-3
にデータを送信し、JTAG-AP のコマンドと応答の FIFO バッファにアクセスすること

により、スキャン・チェイン 7 からデータを送受信することができます。

1 無効またはノン・アラインメントされたオフセットでデータにアクセスしようとす

ると、回復するためにリセットする必要があり、予測できない結果を生成すること

ができます。

TAG コマンドおよび TDI データがエンコードされたバイト・プロトコルを使用して

JTAG-AP に送信される必要があります。 同様に、JTAG-AP から受信した TDOデータも

エンコードされています。 すべてのコマンドは、コマンド・バイト・プロトコルで 8
ビット幅です。

f バイト・コマンド・プロトコルの詳細については、ARM のウェブサイト

（infocenter.arm.com）からダウンロードできる RM Debug Interface v5 Architecture 
Specification での JTAG-AP の章を参照してください

クロック
スキャン・マネージャはクロック・マネージャによって生成された spi_m_clkク

ロックに接続されています。

f 小および 大クロック周波数などの詳細については、「Arria V V デバイス・ハンド
ブック Volume 3」の「Clock Manager」の章を参照してください。

スキャン・マネージャは、2 つのクロックを生成します。 1 つのクロックは、

spi_m_clk / 6の周波数を持つ SoCデバイスの FPGA部分のコントロール・ブロックに配

線して、 大 33 MHz で動作されます。 他のクロックは、spi_m_clk / 2 の周波数を持

つ HPS I/O スキャン・チェインに配線してと 大 100 MHz の周波数で動作されます。
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第 15 章 : スキャン・マネージャ 15–7
スキャン・マネージャー・アドレス・マップおよびレジスタ定義
1 spi_m_clkは、SPI マスタが 60 Mbps レートをサポートできるように潜在的にスキャ

ン・マネージャがサポートするよりも高速に実行できます。 SPI マスタがスキャン・

マネージャによってサポートされるよりも高速に実行される場合、スキャン・マ

ネージャを使用することはできなくなり、リセットに保持する必要があります。

リセット
リセット・マネージャはコールドとウォーム・リセットのためのスキャン・マネー

ジャに scan_manager_rst_nリセット信号を提供します。

グリッチがウォーム・リセット時に出力クロックに発生する可能性があるため、ス

キャン・マネージャは、一時的に JTAG-AP および I/O コンフィギュレーション・ク

ロックの生成を停止します。 このアクションは、ウォーム・リセットが出力クロック

のグリッチが発生しないことを保証します。

ウォーム・リセットをアサートする前に、リセット・マネージャはスキャン・マ

ネージャに要求を送信します。 スキャン・マネージャは、出力クロックの生成を停止

して、リセット・マネージャを通知します。 そして、リセット・マネージャはウォー

ム・リセットを発行します。 このウォーム・リセット・ハンドシェイクをイネーブル

するには、リセット・マネージャ ctrlレジスタの scanmgrhsenビットを設定してく

ださい。

f リセット・ハンドシェイクについて詳しくは、「Arria V V デバイス・ハンドブック 
Volume 3」の「 Reset Manager」の章を参照してください。

スキャン・マネージャー・アドレス・マップおよびレジスタ定義
f アドレス・マップとレジスタ定義はこのハンドブックのボリュームと付随する 

hps.html ファイルに常駐します。ファイルを開くためのリンクをクリックします。

モジュールの説明とベース・アドレスを表示するには、次のモジュール・インスタ

ンスのリンクをスクロールとクリックします。

■ scanmgr

次に、レジスタとフィールドの説明を表示するには、レジスタ名をスクロールとク

リックします。 レジスタ・アドレスは、各モジュール・インスタンスのベース・アド

レスからの相対的なオフセットです。

f すべてのモジュールのベースアドレスは、Arria V V デバイス・ハンドブック Volume 3
の「 Introduction to the Hard Processor System」の章に記載されています

JTAG-AP を使用する方法についての明瞭性を向上させるために、SoC デバイスでの

ARM のレジスタ名が変更されます。 表 15–3 には、ARM およびアルテラの名前のクロ

ス・リファレンスを更新します。

表15‒3. JTAG-AP レジスタ名 ( その１ )

Altera 名 ARM 名

stat
CSW コントロール / ステータス・ワー
ド

en PSEL
2012 年 11 月 Altera Corporation Arria V デバイス・ハンドブック
Volume 3: ハード・プロセッサ・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル

http://www.altera.com/literature/hb/arria-v/av_54024.pdf
http://www.altera.com/literature/hb/arria-v/av_54001.pdf
hps.html
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改訂履歴
f .ARM JTAG-AP について詳しくは、ARM ウェブサイト（infocenter.arm.com）からダウン

ロードできる ARM Debug Interface v5 Architecture Specification を参照してください。

改訂履歴
表 15–4 に、本資料の改訂履歴を示します。年 11 月

fifosinglebyte ライトの場合は BWFIFO1 、 リードの
場合は BRFIFO1

fifodoublebyte ライトの場合は BWFIFO2 、リードの
場合は BRFIFO2

fifotriplebyte ライトの場合は BWFIFO3、 リードの
場合は BRFIFO3

fifoquadbyte ライトの場合は BWFIFO4、 リードの
場合は BRFIFO4 

表15‒3. JTAG-AP レジスタ名 ( その２ )

Altera 名 ARM 名

表 15‒4. 改訂履歴

日付 バー
ジョン 変更内容

2012 年 11 月 1.2 JTAG-AP の説明を追加。

2012 年 11 月 1.1 ブロック図とシステム統合、機能の説明、およびアドレス・マップとレジスタ定
義の項を追加。

2012 年 1 月 1.0 初版。
Arria V デバイス・ハンドブック  2012年 11 月 Altera Corporation
Volume 3: ハード・プロセッサ・システムのテクニカル・リファレンス・マニュアル

http://infocenter.arm.com/
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