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MAX® 10 デバイスは、IEEE Std. 1149.1（JTAG）BST（バウンダリー・スキャン・テスト）をサポ
ートしています。
BST を実行すると、物理的なテストプローブを使用せずにピンの接続をテストすることができ、
また、通常動作中に機能データをキャプチャーすることができます。デバイスの BSC（バウンダ
リー・スキャン・セル）は、信号をピンにフォースすること、あるいはピンやコアロジック信号
からデータをキャプチャーすることができます。フォースされたテストデータは、シリアルに
BSC にシフトインされます。キャプチャーされたデータは、シリアルにシフトアウトされ、外部
で期待値と比較されます。
注意: BST は、MAX 10 デバイスのコンフィグレーション時やその前、あるいは完了後に行うこ

とができます。
関連情報
• MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド

JTAG インシステム・プログラミングについての詳しい情報を提供します。
• 2-1ページの JTAG BST のアーキテクチャー
• 2-2ページの JTAG バウンダリー・スキャン・レジスター
• 3-1ページの JTAG BST 動作コントロール
• 4-1ページの JTAG チェーンでの I/O 電圧のサポート
• 5-1ページの JTAG BST 回路を有効または無効にする
• 6-1ページの JTAG BST のガイドライン
• 7-1ページの バウンダリー・スキャン記述言語のサポート
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MAX 10 の JTAG インターフェイスは、TDI、TDO、TMS、と TCK の 4 つのピンを使用します。

JTAG ピン

表 2-1: JTAG ピンの概要

ピン 機能 説明

TDI 以下に用いるシリアル入力ピン
• 命令
• テストデータ
• プログラミング・データ

• TDI は TCK の立ち上がりエッジでサンプリン
グされる

• TDI ピンは内部ウィークプルアップ抵抗を
備えている

TDO 以下に用いるシリアル出力ピン
• 命令
• テストデータ
• プログラミング・データ

• TDO は TCK の立ち下がりエッジでサンプリン
グされる

• このピンは、データがデバイスからシフトア
ウトされなければトライステートになる

TMS TAP コントローラー・ステート・マシ
ンの遷移を決定するコントロール信
号を提供する入力ピン

• TMS は TCK の立ち上がりエッジでサンプリン
グされる

• TMS ピンは内部ウィークプルアップ抵抗を
備えている

TCK BST 回路へのクロック入力 —

すべての JTAG ピンは、VCCIO 1B によって駆動されます。JTAG モードでは、I/O ピンは LVTTL
あるいは LVCMOS の 3.3 V～1.5 V の規格をサポートします。

JTAG 回路機能モデル
JTAG BST 回路には、以下のレジスターが必要です。
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• 命令レジスター：実行する動作およびアクセスするデータレジスターを決定する
• バイパスレジスター（1 ビット長のデータレジスター）：TDI ピンと TDO ピンの間に最短のシ
リアルパスを提供する

• バウンダリー・スキャン・レジスター：デバイスのすべての BSC から構成されたシフトレジ
スター

図 2-1: JTAG 回路機能モデル

• TAP（テスト・アクセス・ポート）コントローラー：JTAG BST を制御する
• TMS ピンと TCK ピン：TAP コントローラーを操作する
• TDI ピンと TDO ピン：データレジスターにシリアルパスを提供する
• TDI ピンはまた、データレジスターへのコントロール・ロジックを生成するためのデータを命
令レジスターに供給する
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JTAG バウンダリー・スキャン・レジスター
バウンダリー・スキャン・レジスターを使用して、外部ピンの接続テスト、または内部データの
キャプチャーをすることができます。バウンダリー・スキャン・レジスターは、TDI ピンを入力
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として、TDO ピンを出力として使用する大規模なシリアル・シフトレジスターです。
バウンダリー・スキャン・レジスターは、 MAX 10 の I/O ピンと関連付けられた 3 ビットのペリ
フェラル・エレメントで構成されています。

MAX 10 I/O ピンのバウンダリー・スキャン・セル
MAX 10 の 3 ビット BSC は、以下のレジスターを含んでいます。
• キャプチャー・レジスター：OUTJ 信号、OEJ 信号、と PIN_IN 信号を介して内部のデバイスデ
ータと接続する

• アップデート・レジスター：PIN_OUT 信号と PIN_OE 信号を介して外部のデータと接続する

UG-M10JTAG
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図 2-2: MAX 10 デバイスでの JTAG BST 回路のユーザー I/O BSC

TAP コントローラーが、JTAG BST レジスターである shift、clock と、update にグローバル・コ
ントロール信号を内部的に生成します。命令レジスターは、MODE 信号を生成します。
バウンダリー・スキャン・レジスターのデータ信号パスは、SDI（Serial Data In）信号から SDO

（Serial Data Out）信号に続いています。スキャン・レジスターは、デバイスの TDI ピンから始ま
り TDO ピンで終わります。
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表 2-2: MAX 10 デバイスの BSC キャプチャーおよびアップデート・レジスター

ピンタイプ

キャプチャー ドライブ

出力キャプ
チャー・レジ
スター

OE キャプチ
ャー・レジス
ター

入力キャプ
チャー・レジ
スター

出力アップ
デート・レジ
スター

OE アップデ
ート・レジス
ター

入力アップデート・
レジスター

ユーザー I/O OUTJ OEJ PIN_IN PIN_OUT PIN_OE INJ

2-4 MAX 10 I/O ピンのバウンダリー・スキャン・セル
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注意: すべての VCC および GND ピンタイプには BSC はありません。
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JTAG IDCODE
IDCODE は、各 MAX 10 デバイスに固有のものです。このコードを使用して、JTAG チェーン内の
デバイスを識別します。

表 3-1: MAX 10 デバイスの IDCODE 情報

電源オプショ
ン デバイス

デバイス

バージョン（4
ビット）

パートナンバー（16 ビット） メーカー ID（11 ビッ
ト）

LSB（1 ビ
ット）

シングル
電源

10M02 0000 0011 0001 1000 0001 000 0110 1110 1

10M04 0000 0011 0001 1000 1010 000 0110 1110 1

10M08 0000 0011 0001 1000 0010 000 0110 1110 1

10M16 0000 0011 0001 1000 0011 000 0110 1110 1

10M25 0000 0011 0001 1000 0100 000 0110 1110 1

10M40 0000 0011 0001 1000 1101 000 0110 1110 1

10M50 0000 0011 0001 1000 0101 000 0110 1110 1

デュアル
電源

10M02 0000 0011 0001 0000 0001 000 0110 1110 1

10M04 0000 0011 0001 0000 1010 000 0110 1110 1

10M08 0000 0011 0001 0000 0010 000 0110 1110 1

10M16 0000 0011 0001 0000 0011 000 0110 1110 1

10M25 0000 0011 0001 0000 0100 000 0110 1110 1

10M40 0000 0011 0001 0000 1101 000 0110 1110 1

10M50 0000 0011 0001 0000 0101 000 0110 1110 1
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JTAG セキュアモード
JTAG セキュアモードでは、SAMPLE/PRELOAD、BYPASS、EXTEST、および IDCODE JTAG 命令のみを
デバイスで使用できます。
関連情報
MAX 10 FPGA コンフィグレーション・ユーザーガイド
JTAG セキュアモードについての詳しい情報を提供します。

JTAG プライベート命令
注意: 以下の命令コードを呼び出さないでください。これらの命令は、デバイスに損傷を与え、

使用不能にする恐れがあります。
• 10 0100 0000
• 10 0011 0000
• 10 1110 0000
• 10 0011 0001

JTAG 命令

命令名 命令バイナリ
ー

説明

SAMPLE/

PRELOAD

00 0000 0101 • 初期データパターンがデバイスピンで出力になることを許可する
• デバイスが通常動作中の場合、デバイスピンで信号のスナップショ
ットをキャプチャーして調べることを可能にする

EXTEST (1) 00 0000 1111 • テストパターンを出力ピンへと強制し、入力ピンでテスト結果をキ
ャプチャーする

• 外部回路およびボードレベルでの相互接続のテストを可能にする
BYPASS 11 1111 1111 • TDI ピンと TDO ピンの間に 1 ビットのバイパスレジスターを配置

する
• デバイスの通常動作中に BST データがターゲットデバイスから隣
接するデバイスへと同期的に通過することを可能にする

USERCODE 00 0000 0111 • TDI ピンと TDO ピンの間に 1 ビットのバイパスレジスターを配置
する

• USERCODE を TDO ピンからシリアルにシフトアウトすることを可能
にする

(1)
HIGHZ、CLAMP、および EXTEST 命令は、ウィークプルアップ抵抗やバスホールド機能をディスエー
ブルしません。

3-2 JTAG セキュアモード
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命令名 命令バイナリ
ー

説明

IDCODE 00 0000 0110 • IDCODE レジスターを選択し、TDI ピンと TDO ピンの間に配置する
• IDCODE を TDO ピンからシリアルにシフトアウトすることを可能に
する

HIGHZ (1) 00 0000 1011 • TDI ピンと TDO ピンの間に 1 ビットのバイパスレジスターを配置
する。1 ビットのバイパスレジスターはすべての I/O ピンをトラ
イステートにする

• デバイスが通常モードで動作している場合に、BST データがターゲ
ットデバイスから隣接するデバイスへと同期的に通過することを
可能にする

CLAMP (1) 00 0000 1010 • TDI ピンと TDO ピンの間に 1 ビットのバイパスレジスターを配置
する。1 ビットのバイパスレジスターは、バウンダリー・スキャ
ン・レジスターのデータによって定義された状態に I/O ピンをホー
ルドする

• デバイスが通常モードで動作している場合に、BST データがターゲ
ットデバイスから隣接するデバイスへと同期的に通過することを
可能にする

USER0 00 0000 1100 • MAX 10 ロジックアレイの TDI ピンと TDO ピンの間のスキャンチ
ェーンを定義可能にする

• この命令は、カスタムロジックおよび JTAG インターフェイスに使
用される

USER1 00 0000 1110 • MAX 10 ロジックアレイの TDI ピンと TDO ピンの間のスキャンチ
ェーンを定義可能にする

• この命令は、カスタムロジックおよび JTAG インターフェイスに使
用される

UG-M10JTAG
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1 つの JTAG チェーンに複数のインテル FPGA、ならびにインテル以外の FPGA デバイスを含め
ることができます。
デバイスの TDO ピンは、デバイスの VCCIO に基づく電圧レベルで駆動します。デバイスがそれぞ
れ異なる VCCIO レベルを有していても、デバイスは互いにインターフェイスすることができま
す。
たとえば、3.3 V の VCCIO を用いるデバイスは、5.0 V の VCCIO を用いるデバイスに対して駆動す
ることができ、これは 3.3 V が、5.0 V の VCCIO デバイスの TTL（transistor-to-transistor logic）レ
ベル入力の最小 VIH を満たすからです。
MAX 10 デバイスは、I/O バンク 1B の VCCIO 電圧に応じて、1.5 V、1.8 V、2.5 V、または 3.3 V の
入力レベルをサポートできます。
異なる VCCIO レベルを持つデバイスの JTAG ピンの TDI ラインと TDO ラインをインターフェイ
スするには、レベルシフターをデバイス間に挿入します。可能であれば、より高い V CCIO レベ
ルのデバイスが、同等もしくはより低い V CCIO レベルのデバイスに対して駆動する JTAG チェー
ンを構築します。このセットアップでは、TDO レベルを JTAG テスターが許容するレベルにシフ
トするために必要なレベルシフターは 1 つのみです。

図 4-1: 電圧が混在する JTAG チェーンとレベルシフター
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VCCIO
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MAX 10 デバイスの JTAG BST 回路は、電源投入後に自動的に有効にされます。
必要ではない場合に JTAG BST 回路を誤って有効にしないように、以下の表にリストしたピン接
続によって回路を常に無効に保ちます。

表 5-1: MAX 10 デバイスの JTAG BST 回路を常に無効に保つためのピン接続

JTAG ピン ディスエーブルするための接続

TMS バンク 1B の VCCIO 電源
TCK GND

TDI バンク 1B の VCCIO 電源
TDO 解放のまま

JTAG BST 回路は、BST または ISP 機能を使用する場合にのみ有効にする必要があります。
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デバイスで BST を行う際は、以下のガイドラインについて考慮してください。
• “10...” パターンが SHIFT_IR ステートの最初のクロックサイクルの間に TDO ピンを介して命
令レジスターからシフトアウトされなければ、TAP コントローラーが適切な状態に達しませ
ん。この問題を解決するには、以下の手順のいずれかを実行してください。
• TAP コントローラーが適切に SHIFT_IR ステートに達しているかを確認する。TAP コント
ローラーを SHIFT_IR ステートに進めるには、TAP コントローラーを RESET ステートに戻し
てから TMS ピンに 01100 コードを送る

• デバイスの VCC、GND、JTAG と専用コンフィグレーション・ピンの接続を確認する
• 最初の EXTEST テストサイクルの前に SAMPLE/PRELOAD テストサイクルを実行して、EXTEST

モードに入った時点でデバイスのピンに既知のデータが存在することを確認します。OEJ ア
ップデート・レジスターに 0 が含まれている場合、OUTJ アップデート・レジスターのデータ
はドライブアウトされます。システム内の他のデバイスとの競合を避けるためには、ステー
トが既知の正しいものである必要があります。

• コンフィグレーション前にテストを行うには、nCONFIG ピンを Low に保ちます。
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VHDL のサブセットである BSDL は、テスト可能な IEEE Std. 1149.1 BST デバイスの機能を記述で
きるシンタックスを提供します。ソフトウェア開発システムをテストし、次に BSDL ファイル
を、テスト生成、解析、障害診断とインシステム・プログラミングに使用します。
関連情報
IEEE 1149.1 BSDL Files
BSC グループ定義についての詳しい情報を提供します。
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MAX 10 JTAG バウンダリー・スキャン・テスト・ユーザーガイドの改訂
履歴

日付 バージョン 変更内容

2017年 2月 2017.02.21 ブランド名を「インテル」に変更
2015年 5月 2015.05.04 「概要」の項にバウンダリー・スキャン・テストの実行について

の注を追加
2014年 9月 2014.09.22 初版
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