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1. リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド

リモート・アップデートの Intel® FPGA IP コアは、サポートされているデバイスで使用可能な専用のリ
モート・システム・アップグレード回路を使用して、デバイスのリコンフィグレーションを実装します。リモ
ート・システム・アップグレードは、製品を思い出さずに機能拡張とバグ修正を提供し、市場投入までの時
間を短縮し、製品の寿命を延ばすのに役立ちます。リモート・アップデートの Intel FPGA IP コアは、コ
ンフィグレーション回路にリコンフィグレーション・サイクルを開始するように命令します。

専用回路は、コンフィグレーション・プロセス中およびコンフィグレーション・プロセスの完了後にエラー
検出を実行します。専用回路がエラーを検出すると、この回路は安全なデフォルトのファクトリー・コンフ
ィグレーション・イメージまで戻ってシステム回復を容易にし、エラー・ステータス情報を提供します。

次の図は、一般的なリモート・システム・アップデート・プロセスの機能図を表しています。

図 -1: 一般的なリモート・システム・アップデート・プロセス
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注意: Intel 次のリモート・アップデートを使用することを推奨しています。Intel FPGA IP コア入力クロック
（fMAX）値：

• 10MHz- Arria® II と Stratix® IV デバイス

• 20MHz-その他のサポートされているデバイスの場合
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図 -2: ADC ソリューションの上位レベルのブロック図
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注意: 各コンフィグレーション・スキームのリモート・システム・アップグレード機能のサポートは、デバイスファ
ミリーによって異なります。コンフィグレーションスキームとリモート・システム・アップグレード機能の詳
細については、それぞれのデバイスファミリーハンドブックのコンフィグレーションの章を参照してくだ
さい。

関連情報
• インテル FPGA IP コアナレッジベースのリモート・アップデート

• コンフィグレーション・サポート・センター

• インテル FPGA IP コアの概要
すべての Intel FPGA IP コアに関する基本的な情報を提供しています。これには、IP コアのパ
ラメーター化、生成、アップグレード、シミュレーションが含まれます。

• バージョンに依存しない IP および Qsys シミュレーション・スクリプトの作成
ソフトウェアまたは IP のバージョンのアップグレードに対して手動更新が不要なシミュレーシ
ョン・スクリプトを作成します。

• プロジェクト管理のベスト・プラクティス
プロジェクトと IP ファイルの効率的な管理と移植性について説明するガイドラインです。

• リモート・アップデート の Intel FPGA IP ユーザーガイドアーカイブ (40 ページ)
オンチップ・メモリー IP コアの前バージョン向けのユーザーガイドのリストを提供します。

1.1. リモート・アップデートの Intel FPGA IP コアでの Avalon®-MM

Avalon®-MM インターフェイスはリモート・アップデートの Intel FPGA IP コアでサポートされていま
す。IP コアは、Avalon-MM インターフェースの有無にかかわらずのみ使用できます。Remote Update
Intel FPGA IP パラメーター・エディターで Add support for Avalon Interface オプションをオ
ンにすると、Avalon-MM インターフェイスをインスタンス化できます。

注意: Remote Update Intel FPGA IP コアの-MM サポートは、インテル® Quartus® Prime ソフトウェ
ア・バージョン 15.0 以降で使用できます。

1. リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド
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図 -3: リモート・アップデートの Intel FPGA IP コア実装ありとなし Avalon-MM インターフェース
図は、2 つのコンポーネントで構成される Avalon Remote アップデート・サポート・アーキテクチャーを示しています。 リモート
Intel FPGA IP コアおよび Avalon リモート・アップデート・コントローラー。Avalon インターフェイスが有効になっている場合、
Remote Update Intel FPGA IP コアのコンジット・インターフェイスはコントローラーのコンジットインターフェースに接続します。
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1.2. インテル Arria 10 およびインテル Cyclone® 10 GX デバイス

1.2.1. リモート・システム・コンフィギュレーション・モード

リモート・コンフィグレーションは、「Direct toapplication」（DTA）および
「ApplicationtoApplication」の更新をサポートします。リモート・コンフィグレーションは 4 バイトのア
ドレススキームのみをサポートするため、128M ビット未満の密度のデバイスはサポートされません。

1. リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド
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図 -4: リモート・アップデート・モードでのコンフィグレーション間の遷移
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or externaly pulse nCONFIG

Reconfiguration &
 Start Address > 0 and not 32

Error Count > 3

Watchdog
Timeout

Error Count <= 3

No Error

Factory Configuration Application Configuration

Reconfiguration &
Start Address = 32

Reconfiguration &
Start Address = 32

Reconfiguration &
Start Address > 0

and not 32

アプリケーション・イメージの CRC チェックは、イメージデータのみを考慮して行われます。プログラミ
ングファイルのダミーバイトは、CRC チェック中に考慮されません。

リモート・アップデート・モードをシリアル・コンフィギュレーション（EPCS）デバイスまたはクワッド・シリ
アル・コンフィギュレーション（EPCQ）デバイスとともに使用すると、コンフィギュレーション・スペースは
いずれのフラッシュ・セクタ境界でも開始することができ、EPCQ-L256 デバイスで 大 512 ページ、
EPCQ-L512 デバイスで 大 1024 ページを可能にします。なお、各ページの 小容量は 512Kbits で
す。さらに、リモート・アップデート・モードにはアプリケーション・コンフィギュレーションで機能エラーを
検出できるユーザー・ウォッチドッグ・タイマ機能があります。

注意: エラーが発生すると、AS コントローラーはファクトリー・イメージに戻る前に、同じアプリケーション・コ
ンフィグレーション・イメージを 3 回ロードします。それに要する合計時間は 100 ms を超え、CvP の
使用時の PCIe のブートアップ時間に違反します。デザインが PCIe ブートアップ要件に影響を与える
場合は、Intel は direct-to-application 機能の使用を推奨しません。

注意: Intel は、固定開始アドレスを設定し、ユーザーモード時に開始アドレスを更新しないことを推奨してい
ます。新しいアプリケーション・イメージを持っている場合のみ、既存のアプリケーション・コンフィグレー
ション・イメージを上書きする必要があります。これは、ファクトリー・コンフィグレーション・イメージが開
始アドレスの更新のたびに意図せず消去されるの防ぐためです。

注意: アプリケーション・イメージのビットストリームの 後の 576 バイトが破損している場合、ファクトリー・
イメージへのフォールバックは機能しません。 Intel は、 アプリケーション・イメージのコンフィグレーシ
ョンをトリガーする前に、アプリケーション・イメージの 後の 576 バイトを調べることを推奨していま
す。
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1.2.1.1. リモート・システム・アップグレード・ステート・マシン

電源投入して POR を終了すると、リモート・システム・アップグレードのレジスターが 0 にリセットされ、
設定デバイスまたは QSPI フラッシュに 0x00〜0x1Fに格納されている開始アドレスに基づいてファ
クトリーまたはアプリケーション設定イメージがロードされます。 Remote Update Intel FPGA IP コ
アを使用すると、ファクトリーまたはアプリケーション・イメージが正常にロードされると、次のリモート・
アップデート機能を実行できます。

• ファクトリーのイメージからアプリケーション・イメージに切り替える

• DTA モードで、 初のアプリケーション・イメージから他のアプリケーション・イメージに切り替えま
す。

コンフィギュレーション・モード（AnF）ビットはデフォルトで DTA モードで 0 に設定されており、AnF ビ
ットを使用して FPGA にロードされたイメージのタイプ（ファクトリー・イメージやアプリケーション・イメ
ージなど）を示すことはできません。 DTA モードでは、ウォッチドッグ・タイマーはデフォルトで無効にな
っています。デバイスの電源投入時にロードされた初期または 初のアプリケーション・イメージでウォ
ッチドッグ・タイマーを有効にすることはできません。 初のアプリケーション・イメージから他のアプリ
ケーション・イメージへのリモート更新を実行するときに、ウォッチドッグ・タイマー機能を有効にできま
す。

1.2.1.1.1. 工場からアプリケーション・イメージへの切り替え、または初期アプリケーション・イメージから他のアプリ
ケーション・イメージへの切り替え

次の手順に従って、ファクトリーからアプリケーション・イメージに、または 初のアプリケーション・イメ
ージから他のアプリケーション・イメージに切り替えます。

1. RU_RECONFIGレジスター経由で AnF ビットを 1 に書き込みます。

2. ロードするアプリケーションイメージの開始アドレスを RU_PAGE_SELECTレジスターを介して
書き込みます。

3. ウォッチドッグ・タイマー設定を有効にします。

a. RU_WATCHDOG_TIMEOUT レジスターにタイムアウト値をに書き込みます 。

b. RU_WATCHDOG_ENABLE レジスターを介してウォッチドッグ・タイムアウトを有効にしま
す 。

4. RU_RECONFIG を「1」に書き込み、アプリケーション・イメージへのリコンフィグレーションをトリ
ガーします。リコンフィグレーションが成功すると、システムはアプリケーション・コンフィグレーショ
ンのままになります。リコンフィグレーション中にエラーが発生した場合、RSU ステートマシンはフ
ァクトリー・イメージにフォールバックします。

5. オプションのステップ。 RU_RECONFIG_TRIGGER_CONDITIONS レジスターを介してコンフ
ィグレーションステータスを読み出します。

6. 立ち下がりエッジ信号を書き込んで、ウォッチドッグ・タイマーをリセットします。

7. 手順 1〜6 を繰り返して、他のアプリケーション・イメージへのリモート更新を実行します。

注
意: 

ユーザーモードでアプリケーション・イメージを更新する必要がない場合は、アプリケーショ
ン・イメージのリモート・アップデートの Intel FPGA IP コアをインスタンス化することはオプ
ションです 。この IP コアがアプリケーション・イメージでインスタンス化されていなくても、ア
プリケーション・イメージのロード中にエラーが発生した場合でも、デバイスはファクトリーの
イメージに戻すことができます。
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1.2.2. リモート・システム・コンフィグレーション・コンポーネント

表 1. インテル Arria 10 と インテル Cyclone® 10 GX デバイスのリモートシステムコンフィグレーシ
ョンコンポーネント

コンポーネント 説明

ページ・モード機能 専用の 32 ビット開始アドレスレジスター PGM[31..0]が開始アドレスを保持しています。

ファクトリー・コンフィグレ
ーション

ファクトリーの設定は、アドレスポインタセットに応じてデフォルトの設定設定として設定できます。
ファクトリーのコンフィグレーションは、電源投入時にデバイスにロードされます。
アプリケーション・コンフィグレーション・データのロード中にシステムにエラーが発生したか、nCONFIGのアサーシ
ョンによってデバイスがリコンフィグレーションした場合、デバイスはファクトリー・コンフィグレーションをロードしま
す。なお、リモート・システム・コンフィグレーション・レジスターがファクトリー・コンフィグレーションの理由を判断しま
す。この情報に基づいて、ファクトリー・コンフィグレーションはロードするアプリケーション・コンフィグレーションを決
定します。

アプリケーション・コンフィ
グレーション

アプリケーション・コンフィグレーションは、アドレスポインタセットに応じてデフォルトのコンフィグレーション設定に
することができます。
アプリケーション・コンフィグレーションは、電源投入時にデバイスにロードされます。
アプリケーション・コンフィグレーションは、リモート・ソースから受信するコンフィグレーション・データです。このデー
タはメモリー・ストレージ・デバイスのさまざまな位置またはページ（ファクトリー・デフォルト・ページは除く）に格納さ
れます。

ウォッチドッグ・タイマー ウォッチドッグ・タイマーは別のメカニズムの機能性を判断する回路です。ウォッチドッグ・タイマーは、アプリケーショ
ンが正しく実行している間、リセット状態のままの時間遅延リレーのように機能します。
インテル Arria 10 およびインテル Cyclone® 10 GX デバイスは、誤ったアプリケーション・コンフィグレーションに
よってデバイスが停止したままになるのを防ぐため、リモート・システム・コンフィグレーション向けのビルトイン・ウォッ
チドッグ・タイマーを備えています。
タイマーは 29 ビット・カウンタですが、ウォッチドッグ・タイマーの値を設定するにあたっては上位 12 ビットのみを使
用します。
アプリケーション・コンフィグレーションが有効であることを確認するには、ユーザーモードが動作中の一定時間内、ウ
ォッチドッグ reset_timeを継続的にリセットする必要があります。
アプリケーション・コンフィグレーションがカウント・アップ前にユーザー・ウォッチドッグ・タイマーをリセットしない場
合、専用回路は、デバイスをファクトリー・コンフィグレーションでリコンフィグレーションし、ユーザー・ウォッチドッグ・
タイマーをリセットします。

リモート・アップデート・サ
ブブロック

リモート・アップデート・サブブロックは、リモート・コンフィグレーション機能を管理します。このサブブロックはリモー
ト・コンフィグレーション・ステート・マシンによって制御され、さまざまなコンフィグレーション・レジスターを制御する
にあたって必要な制御信号を生成します。

リモート・コンフィグレーシ
ョン・レジスター

リモート・コンフィグレーション・レジスターは、ページアドレスとコンフィグレーション・エラーの原因を常に把握しま
す。ユーザーはアップデート・レジスターとシフトレジスターの両方を制御することができます。ステータスレジスター
とコントロール・レジスターは内部ロジックによって制御されますが、シフトレジスターを介して読み取られます。
コンフィグレーション・レジスターの詳細については、 コンフィグレーション、デザイン・セキュリティー、およびリモート
システムのアップグレード の章 インテル Arria 10 コアファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック または インテル
Cyclone 10 GX コアファブリックおよび汎用 I/O ハンドブックを参照してください。

関連情報
• インテル Arria 10 コア・ファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック

Arria 10 デバイスのデザイン・セキュリティーについて詳しい情報を提供します。

• インテル Cyclone 10GX コアファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック
インテル Cyclone 10GX デバイスのコンフィグレーション・レジスターに関する詳細情報を提
供します。
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1.2.3. パラメーター設定

表 2. リモート・アップデート の Intel FPGA IP コアパラメーター インテル Arria 10 と インテル
Cyclone 10 GX デバイス

GUI 名 値 説明

Which operation mode
will you be using?

REMOTE リモート・アップデート IP コアのコンフィグレーション・モードを指
定します。

Which configuration
device will you be
using?

EPCQ-L デバイス 使用しているコンフィグレーション・デバイスを選択します。

Add support for
writing configuration
parameters

— コンフィグレーション・パラメーターを書き込む必要がある場合、こ
れをイネーブルします。

Add support for
Avalon Interface

— Avalon インターフェースを使用している場合は、これを有効にしま
す。

Enable reconfig POF
checking

— このオプションはリモート・アップデートではなく FPGAAS コントロ
ーラーによって処理されるため、使用できません。 Intel FPGA IP
芯。予期しないシステム障害が発生しないように、同じアプリケーシ
ョン・イメージが 3 回ロードされてから、ファクトリーのアプリケーシ
ョン・イメージに戻ります。

1.2.4. ポート

表 3. リモート・アップデート の Intel FPGA IP コアポート インテル Arria 10 と インテル Cyclone
10 GX デバイス

レジスター名 ポート 必要性 説明

read_param 入力 不要 param[]入力ポートで指定され、data_out[]出力ポートに供給されるパラメ
ーターのリード信号
param[]ポートで指定されたパラメーターを読み出す必要があることを示す信
号です。data_out[]で設定されるビット数はパラメーターのタイプによって異
なります。この信号は立ち上がりクロック・エッジでサンプリングされます。次のクロ
ックサイクルでパラメーターが再度読み取られることを防ぐため、この信号は 1 ク
ロックサイクルの間だけアサートします。
busy 信号は、read_paramがアクティブとして読み取られるとすぐにアクティブ
化されます。パラメーターが読み取られている間 busy 信号はアサートされたまま
で、data_out[]は無効な値を有します。busy 信号が非アクティブ化されると、
data_out[]は有効になり、別のパラメーターを読み出すことができます。

write_param 入力 不要 param[]で指定され、data_in[]で指定された値が書き込まれるパラメータ
ーのライト信号
param[]で指定されたパラメーターを data_in[]で指定された値でリモート・
アップデート・ブロックに書き込む必要があることを示す信号です。data_in[]
から読み取られるビット数はパラメーターのタイプによって異なります。
この信号は立ち上がりクロック・エッジでサンプリングされます。次のクロックサイ
クルでパラメーターが再度書き込まれることを防ぐため、この信号は 1 クロックサ
イクルの間だけアサートする必要があります。busy 信号は、write_paramがア
クティブとして読み取られるとすぐにアクティブ化されます。パラメーターが書き込
まれている間、busy 信号はアサートしたままで、data_in[]への入力は無視さ
れます。busy 信号が非アクティブ化されると、別のパラメーターを書き込むことが
できます。アプリケーション・コンフィグレーションモードではパラメーターを書き
込むことができないため、この信号はファクトリー・コンフィグレーション・モードで
のみ有効です。

param[] 入力 不要 読み出しまたはアップデートする必要のあるパラメーターを指定するバス。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

読み出しまたはアップデートするパラメーターを選択する A 3 ビット・バスです。未
接続のままにする場合、このポートのデフォルト値は 000 です。

data_in[] 入力 不要 リモート・アップデート・ブロックにパラメーター・データを書き込むためのデータ入
力。パラメーター・データの入力バスです。
パラメーターによっては、すべてのビットを使用しないものがあります。その場合、
下位ビットが使用されます（例：ステータス値はビット[4:0]を使用）。
未接続のままにする場合、このバスのデフォルトは 0 です。現在のコンフィグレー
ションがアプリケーション・コンフィグレーションのとき、ポートは無視されます。
の 32 ビットバス幅（4 バイトのアドレス指定コンフィグレーション・デバイス、たと
えば EPCQ-L256） インテル Quartus Prime ソフトウェアバージョン 14.0 以
降。

reconfig 入力 有効 現在のパラメーター設定を使用して一部のリコンフィグレーションを開始する必要
があることを示す信号。値が 1 の場合、リコンフィグレーションを開始する必要が
あることを示します。リコンフィグレーションを開始する前にすべてのパラメーター
の書き込みが完了できるよう busy 信号がアサートされている間、この信号は無
視されます。

reset_timer 入力 不要 ウォッチドッグ・タイマのリセット信号。
内部ウォッチドッグ・タイマーをリセットする必要があることを示す信号です。他の
入力と異なり、この信号は busy 信号の影響を受けないため、busy 信号がアサー
トされている場合でもタイマーをリセットすることができます。
この信号の立ち下がりエッジでユーザー・ウォッチドッグ・タイマーのリセットが開
始されます。
このパラメーターのタイミング仕様については、該当のデバイス・ハンドブックを参
照してください。

clock 入力 有効 リモート・アップデート・ブロックへのクロック入力。
パラメーターのアップデート中、マシンを制御し、リモート・アップデート・ブロック
を駆動するためのクロック入力です。
このポートは有効なクロックに接続する必要があります。

reset 入力 有効 この信号はアクティブ High です。この信号を High にアサートすると IP コアをリ
セットします。
IP コアへの非同期リセット入力。マシンを有効な状態に初期化します。 初に使
用する前にマシンをリセットする必要があります。リセットしないと、マシンの有効
な状態は保証されません。

busy 出力 不要 リモート・アップデート・ブロックがデータの読み出し中または書き込み中であるこ
とを示す busy 信号。
この信号のアサート中、マシンは入力のほとんどを無視し、マシンがこの信号をデ
ィアサートするまで変更することはできません。そのため、変更はマシンが busy で
ないときのみ実行されます。
この信号は、read_paramまたは write_paramがアサートされると High
になり、読み出しまたは書き込み動作が完了するまで High のままです。

data_out[] 出力 不要 パラメーターを読み出す際のデータ出力。
このバスは、リモート・アップデート・ブロックからの読み出しパラメーター・データ
を保持します。param[]の値は読み出すパラメーターを指定します。
read_param信号がアサートされると、パラメーターの値がロードされ、このバ
ス上で駆動されます。データは、busy 信号がディアサートされると有効になりま
す。
このポートが非接続のままの場合、このポートのデフォルト値は 0 です。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

このバスの幅はデバイスによって異なります。のために インテル Quartus Prime
ソフトウェアバージョン 14.0 以降では、バス幅は 32 ビットで、EPCQL-256 など
の 4 バイトのアドレス指定コンフィグレーション・デバイスを使用します。

ctl_nupdt 入力 有効 このポートを使用すると、いつでも読み出すレジスターを選択できます。
read_param 操作が実行されています。
• ロジックハイは、制御レジスター（ウォッチドッグ・タイマー設定、コンフィギュ

レーション・モード（AnF）、ページアドレスなどの現在のリモート更新設定を含
むレジスター）を選択します。

• ロジックローは、更新レジスター（制御レジスターに保持されているものと同
様のデータを含むレジスター）を選択しますが、値は次の方法で更新されます。
write_param 次のリコンフィグレーションで使用する操作。

1.2.5. パラメーター

表 4. パラメーター・タイプおよび対応するパラメーター・ビット幅のマッピング

ビット パラメーター 幅 備考

000 Reconfiguration trigger
conditions（読み出し専用） 5

• ビット 4—wdtimer_source：ユーザー・ウォッチドッグ・タイマーのタ
イムアウト。

• ビット 3—nconfig_source：外部コンフィグレーションのリセット
（nCONFIG）アサーション。

• ビット 2—runconfig_source：ロジックアレイからトリガーされたコ
ンフィグレーションリセット。

• ビット 1-nstatus_source： nSTATUS エラーの結果として外部デ
バイスによってアサートされました。

• ビット 0—crcerror_source：アプリケーション・コンフィグレーショ
ン中の CRC エラー。

すべてのビットの POR 値は 0 です。

001 無効な値

010 Watchdog Timeout Value 12 書き込み時の幅は 12 です。
書き込み用の 12 ビットは、29 ビットのウォッチドッグ・タイムアウト値の上位
12 ビット（左端または 上位ビット）です。
パラメーター・データを書き込む場合、 data_in [11..0] 29 ビットのウ
ォッチドッグ・タイムアウト値の上位 12 ビットに対応します。たとえば、ウォッ
チドッグ・タイムアウト値を 1 に設定するには、data_in [11..0]の 12
ビットを 12'b000000000001 として書き込みます。

29 読み出しの際の幅 29。

011 Watchdog Enable 1 —

100 Page Select 32 インテル Quartus Prime ソフトウェア・バージョン 14.0 以降の場合：
• 開始アドレスを読み出しおよび書き込みする際の幅は 32 です。
• EPCQL-256 のような 32 ビットのアドレス指定を使用するアクティブ・シ

リアル・デバイスでは、PGM[31..2]は 32 ビットの開始アドレスの上位
30 ビットに対応します。PGM[1..0]は 2'b0として読み取られます。

101 Configuration Mode（AnF） 1 ローカル・アップデート・モードでは、このパラメーターは読み出し専用です。こ
のパラメーターは、アプリケーション・パージで 1 に設定され、ファクトリー・ペ
ージでは 0 に設定されます。リモート・アップデート・モードでは、このパラメー
ターは読み出しおよび書き込みの両方が可能です。
インテルは、リモート・アップデート・モードでアプリケーション・ページをロード
する前にこのパラメーターを 1 に設定することを推奨します。そうしないと、コ
ントロール・レジスターの内容を適切に読み出すことができません。

110 無効な値

111 無効な値
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1.2.6. Avalon-MM インターフェイス

1.2.6.1. コントロール・ステータス・レジスター信号

表 5. リモート・アップデートの Intel FPGA IP コア Avalon-MM コントロール・ステータスレジスター信
号 インテル Arria 10 と インテル Cyclone 10 GX デバイス

レジスター名 幅 入力/出力 説明

clk 1 入力 クロック入力。

reset 1 入力 リセット入力。

avl_csr_address 3 入力 アドレスバス。

avl_csr_read 1 入力 ライト・トランザクションを実行します。

avl_csr_write 1 入力 ライト・トランザクションを実行する。

avl_csr_readdata 32 出力 UFM からのデータの読み出し。

avl_csr_readdata_valid 1 出力 読み出しデータが有効の場合アサートする。

avl_csr_writedata 32 入力 UFM へのデータの書き込み。

avl_csr_waitrequest 1 出力 Waitrequest 信号が High の場合、コアがビジーであることを示しま
す。

1.2.6.1.1. コントロール・ステータスレジスター書き込み動作

コントロール・ステータス・レジスターの書き込み操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. avl_csr_writeを High にアサ―トします。

2. レジスターの正しいアドレスをに書き込みます avl_csr_address バス。レジスター情報につ
いては、レジスターマップを参照してください。

3. avl_csr_writedata バスにデータを書き込む 。

関連情報
レジスターマップ (14 ページ)

1.2.6.1.2. コントロール・ステータス・レジスターの読み出し操作

コントロール・ステータス・レジスターの読み出し操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. avl_csr_readを High にアサ―トします。

2. レジスターの正しいアドレスをに書き込みます avl_csr_address バス。レジスター情報につ
いては、レジスターマップを参照してください。

3. rx_freqlocked信号が High になるのを待ちます。

4. avl_csr_readdataからリードデータを取得します。

1.2.6.1.3. 動作例波形

注意: シミュレーション・モデルはインテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 GX デバイスの Remote
Update Intel FPGA IP コアではサポートされていないため、 Intel はハードウェア内の Intel および
インテル Cyclone 10 GX デバイスの Remote Update Intel FPGA IP コアを確認することを推奨し
ています。
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図 -5: ライト要求の波形

図 -6: リード要求の波形

図 -7: RU_CTL_NUPDT 手術の波形
RU_CTL_NUPDT 新しい値が挿入されるまで値を保持します。

図 -8: リセット・タイマーとリコンフィグレーション動作の波形
RU_RECONFIG リコンフィグレーションプロセスが完了するまで値を保持します。
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1.2.6.2. レジスターマップ

表 6. インテル Arria 10 と インテル Cyclone 10 GX デバイスのリモート・アップデートの Intel
FPGA IP コア Avalon-MM レジスターマップ
• 各コマンドには異なるパラメーター値があるため、IP コアは各フィールドを個別に読み出しまたは書き込みできます。

• WIDTH_MAN のデフォルト値は 0 です。

レジスター名 アドレス・オフセ
ット

幅 R/W 説明

RU_RECONFIG_TRIGGER_CO
NDITIONS

0x0 5 読み出し コンフィグレーション・トリガー条件を読み出します。
• ビット 4—wdtimer_source：ユーザーウォッ

チドッグ・タイマーのタイムアウト
• ビット 3—nconfig_source：外部コンフィ

グレーションのリセット（nCONFIG）アサーショ
ン。

• ビット 2—runconfig_source：ロジックア
レイからトリガーされたコンフィグレーションリセ
ット

• ビット 1-nstatus_source： nSTATUS エ
ラーの結果として外部デバイスによってアサート
されました。

• ビット 0—crcerror_source：アプリケーシ
ョン・コンフィグレーション中の CRC エラー。

RU_WATCHDOG_TIMEOUT 0x1 12 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウト値を書き込む。

RU_WATCHDOG_ENABLE 0x2 1 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウトを有効または無効にしま
す。
• 0：無効にする
• 1：有効にする

RU_PAGE_SELECT 0x3 24 または 32 読み出し / 書
き込み

コンフィグレーション・イメージの開始アドレスの読
み出しまたは書き込み。

RU_CONFIGURATION_MODE 0x4 1 読み出し / 書
き込み

アプリケーション・ページでは 1 に、ファクトリー・ペ
ージでは 0 に設定されます。

RU_RESET_TIMER 0x5 1 書き込み このレジスターに値 1 を書き込んで、リモート・アップ
デートのリセットタイマーをトリガーします。 IP は、リ
モート・アップデートのリセットタイマーピンへのリセ
ットパルスを自動的にトリガーします。

RU_RECONFIG 0x6 1 書き込み このレジスターに値 1 を書き込んで、新しいイメージ
からのリコンフィグレーションをトリガーします。 IP
は 1 をに設定します リコンフィグレーション リモ
ート・アップデートのピンで、プロセスが完了するまで
この値を保持します。

RU_CTL_NUPDT 0x7 1 書き込み 制御することにより、制御/更新レジスターからのデー
タのキャプチャを許可します ctl_nupdt。
• 0：更新レジスターから値をキャプチャします
• 1：制御レジスターからデータをキャプチャします

1.2.7. 専用リモート・システム・アップグレード回路

リモート・システム・アップグレードの機能を有効にするには、インテル Quartus Prime ソフトウェア
で、Device and Pin Options ダイアログボックスの Configuration ページのコンフィグレーシ
ョン手法のリストから、Active Serial Configuration Device を選択します。
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Intel が提供するアルテラ Remote Update IP コアは、リモート・システム・アップグレード回路への
メモリーに類似したインターフェイス を提供し、シフトレジスターのインテル Arria 10 デバイスロジッ
クでのリード / ライト・プロトコルを処理します。

デバイスで Remote Update Intel FPGA IP コアと Direct to Application（DTA）モードを使用する
場合、ファクトリーのフォールバック・メカニズムを有効にするには、Device and Pin Option ダイア
ログボックスの General]ページから Auto-restart configuration after error オプションを
有効にする必要があります。

1.2.8. 初期 RSU イメージの生成

.sof ファイルを.pof ファイルに変換する並びに RSU をセットする場合、次の手順に従います。

1. File メニューをクリックします。Convert Programming File を選択します。

• プログラミングファイルタイプ： JTAG Indirect Configuration File (.jic)。

• コンフィグレーション・デバイス：<Select the Configuration Device used in your
board> 。

• モード： Active Serial/Active Serial x4 を選択します。

• ファイル名：ファイル名と目的の場所を設定します。

• オプション：

— Create Memory File をチェックして、.mapファイルを生成する。

— Create config data RPD をチェックして、.rpdファイルを生成する。

• フラッシュローダー: Add Device をクリックし、Arria 10 を選択して、デザインで使用する
Device name を選択する。

• SOF DATA PAGE_0: .Add File をクリックして、ファクトリイメージ（.sof）を Page_0 に
割り当てます。

• .Add Sof Page をクリックして、SOF Data Page_1 を追加します。 この初期 RSU イメー
ジ内のアプリケーション・イメージの数に応じて、SOF Data Pag をさらに追加できます。

• SOF DATA PAGE_1: Add File をクリックして、アプリケーション・イメージ・ファイル
（.sof）を選択します。

• ファクトリー・イメージまたはアプリケーション・イメージのいずれかからデバイスを起動できる
ようにするための起動ページの選択の設定

— ブートページを選択するには、Convert Programming File での Option/Boot
Info のボタンをクリックします。

— Option ウィンドウで、 Boot from page ドロップダウンメニューから利用可能なペ
ージを選択します。

— デフォルトでは、Page_0 のページ番号はに設定されます 。

— FPGA をアプリケーション・イメージ（DTA）から直接起動できるようにするには、ページ番
号を Page_1 次のように変更します。

• Generate をクリックします。

• 正常に生成された.jicファイルのダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックしま
す。
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1.3. Arria II、 Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイス

1.3.1. リモート・システム・コンフィギュレーション・モード

リモート・コンフィグレーション・モード

図 -9: リモート・コンフィグレーション・モード

Power Up Set Control Register
and Reconfigure

Reload a Different Application

Reload a Different Application

Set Control Register
and Reconfigure

Configuration 
Error

Configuration Error

Configuration Error

Application 1
Configuration

Application n
Configuration

Factory
Configuration

(page 0)

リモート・アップデート・モードをシリアル・コンフィグレーション（EPCS）デバイスまたはクワッド・シリア
ル・コンフィグレーション（EPCQ）デバイスとともに使用すると、コンフィグレーション・スペースはいずれ
のフラッシュセクター境界でも開始することができ、EPCS64 デバイスで 大 128 ページ、EPCS16 デ
バイスで 大 32 ページを可能にします。なお、各ページの 小容量は 512Kbits です。さらに、リモート・
アップデート・モードにはアプリケーション・コンフィグレーションで機能エラーを検出できるユーザー・
ウォッチドッグ・タイマー機能があります。

1.3.2. リモート・システム・コンフィグレーション・コンポーネント

表 7. Arria II、 Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイスのリモート・システム・
コンフィグレーション・コンポーネント

コンポーネント 説明

ページ・モード機能 専用の 24 ビット開始アドレスレジスター PGM[23..0]が開始アドレスを保持しています。

ファクトリー・コンフィグレーショ
ン

ファクトリー・コンフィギュレーションはデフォルトのコンフィギュレーション・セットアップです。
リモート・コンフィグレーション・モードでは、ファクトリー・コンフィグレーションはパワー・アップ時に
Cyclone III および Cyclone IV デバイスにロードされます。
アプリケーション・コンフィグレーション・データのロード中にシステムにエラーが発生したか、nCONFIGのア
サーションによってデバイスがリコンフィグレーションした場合、デバイスはファクトリー・コンフィグレーショ
ンをロードします。なお、リモート・システム・コンフィグレーション・レジスターがファクトリー・コンフィグレーシ
ョンの理由を判断します。この情報に基づいて、ファクトリー・コンフィグレーションはロードするアプリケーシ
ョン・コンフィグレーションを決定します。

アプリケーション・コンフィグレー
ション

アプリケーション・コンフィギュレーションは、リモート・ソースから受信するコンフィギュレーション・データで
す。このデータはメモリ・ストレージ・デバイスのさまざまな位置またはページ（ファクトリー・デフォルト・ページ
は除く）に格納されます。

ウォッチドッグ・タイマー ウォッチドッグ・タイマは別のメカニズムの機能性を判断する回路です。ウォッチドッグ・タイマは、アプリケーシ
ョンが正しく実行している間、リセット状態のままの時間遅延リレーのように機能します。
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コンポーネント 説明

Cyclone IV デバイスは、誤ったアプリケーション・コンフィグレーションによってデバイスが停止したままにな
るのを防ぐため、リモート・システム・コンフィグレーション向けのビルトイン・ウォッチドッグ・タイマーを備えて
います。
タイマーは 29 ビット・カウンタですが、ウォッチドッグ・タイマーの値を設定するにあたっては上位 12 ビット
のみを使用します。
タイマーはデバイスがユーザーモードになった後にカウントを開始します。アプリケーション・コンフィグレー
ションが、時間切れになる前にユーザー・ウォッチドッグ・タイマーをリセットしない場合、専用回路はデバイス
をファクトリー・コンフィグレーションでリコンフィグレーションし、ユーザー・ウォッチドッグ・タイマーをリセッ
トします。
アプリケーション・コンフィグレーションが有効であることを確認するには、ユーザーモードが動作中の一定時
間内、ウォッチドッグ reset_timeを継続的にリセットする必要があります。

リモート・アップデート・サブブロッ
ク

リモート・アップデート・サブブロックは、リモート・コンフィグレーション機能を管理します。このサブブロック
はリモート・コンフィグレーション・ステート・マシンによって制御され、さまざまなコンフィグレーション・レジス
ターを制御するにあたって必要な制御信号を生成します。

リモート・コンフィグレーション・レ
ジスター

リモート・コンフィグレーション・レジスターは、ページアドレスとコンフィグレーション・エラーの原因を常に把
握します。ユーザーはアップデート・レジスターとシフトレジスターの両方を制御することができます。ステータ
スレジスターとコントロール・レジスターは内部ロジックによって制御されますが、シフトレジスターを介して
読み取られます。
コンフィグレーション・レジスターについての詳細は、該当するデバイス・ハンドブックの「Configuration,
Design Security, and Remote System Upgrades」の章を参照してください。

関連情報
• Arria V デバイスのハンドブック第 1 巻：デバイス・インターフェイスと統合

Arria V デバイスのデザイン・セキュリティーについて詳しい情報を提供します。

• Cyclone V デバイスのハンドブック第 1 巻：デバイス・インターフェイスと統合
Cyclone V デバイスのデザイン・セキュリティーについて詳しい情報を提供します。

• Stratix V デバイスのハンドブック第 1 巻：デバイス・インターフェイスと統合
Stratix V デバイスのデザイン・セキュリティーについて詳しい情報を提供します。

1.3.3. パラメーター設定

表 8. Arria II、 Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイスのリモート・アップデ
ート の Intel FPGA IP コア・パラメーター

GUI 名 値 説明

Which operation mode
will you be using?

REMOTE コンフィグレーション・モードを指定します。

Which configuration
device will you be
using?

• EPCS device
• EPCQ device

使用しているコンフィグレーション・デバイスを選択します。

Add support for
writing configuration
parameters

— コンフィグレーション・パラメーターを書き込む必要がある場合、こ
れをイネーブルします。

Avalonインターフェイスの
サポートを追加します (1)

— Avalon インターフェースを使用している場合は、これを有効にしま
す。

Enable reconfig POF
checking

— .pof checking をイネーブルすることを可能にします。これにより、
リモート・アップデート・ブロックはアプリケーション・コンフィグレー
ション・イメージがロードされる前にこのイメージの存在を検証する
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(1) StratixII デバイスでは使用できません。
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GUI 名 値 説明

ことができます。このパラメーターをオンにすると、リモート・アップデ
ート IP コアは.pof をチェックし、reconfig信号を送信します。こ
のオプションは、デフォルトではディスエーブルです。

POF チェック機能は、イメージがロードされる前に、アプリケーション・コンフィグレーション・イメージの
存在を検出して検証します。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すると、シ
ステム障害など、FPGA の予期しない動作が発生する可能性があります。無効なアプリケーション・コン
フィグレーション・イメージの例は次のとおりです。

• 部分的にプログラムされたアプリケーション・イメージ

• 空白のアプリケーション・イメージ

• 間違った開始アドレスが割り当てられたアプリケーション・イメージ

有効にすると、POF チェック機能は、セクションの CRC を計算することによってアプリケーション・イメ
ージのヘッダーセクションのみをチェックします。

• ヘッダーセクションが無効な場合、リモート・アップデート Intel FPGA IP リコンフィグレーション
をトリガーせず、アサートします pof_error 信号。

• ヘッダーセクションが有効であるが、破損がイメージの別の部分に表示される場合、IP はアプリケ
ーション・イメージのリコンフィグレーションをトリガーします。 CRC の不一致が原因でリコンフィ
グレーションが失敗し、 nSTATUS 信号がアサートされます。次に、IP はファクトリー・イメージを
ロードします。

1.3.4. ポート

表 9. Arria II、 Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイスのリモート・アップデ
ート の Intel FPGA IP コアポート

レジスター名 ポート 必要性 説明

read_param 入力 不要 param[]入力ポートで指定され、data_out[]出力ポートに供給
されるパラメーターの読み出し信号。
param[]ポートで指定されたパラメーターを読み出す必要があるこ
とを示す信号です。data_out[]で設定されるビット数はパラメー
ターのタイプによって異なります。この信号は立ち上がりクロック・エ
ッジでサンプリングされます。次のクロック・サイクルでパラメーター
が再度読み取られることを防ぐため、この信号は 1 クロック・サイクル
の間だけアサートします。
busy 信号は、read_paramがアクティブとして読み取られるとす
ぐにアクティブ化されます。パラメーターが読み取られている間 busy
信号はアサートされたままで、data_out[]は無効な値を有しま
す。busy 信号が非アクティブ化されると、data_out[]は有効にな
り、別のパラメーターを読み出すことができます。

write_param 入力 不要 param[]で指定され、data_in[]で指定された値が書き込まれ
るパラメーターの書き込み信号。
param[]で指定されたパラメーターを data_in[]で指定された
値でリモート・アップデート・ブロックに書き込む必要があることを示
す信号です。data_in[]から読み取られるビット数はパラメーター
のタイプによって異なります。
この信号は立ち上がりクロック・エッジでサンプリングされます。次の
クロックサイクルでパラメーターが再度書き込まれることを防ぐた
め、この信号は 1 クロックサイクルの間だけアサートする必要があり
ます。busy 信号は、write_paramがアクティブとして読み取られ
るとすぐにアクティブ化されます。パラメーターが書き込まれている
間、busy 信号はアサートしたままで、data_in[]への入力は無視

continued...   

1. リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド
683695 | 2021.07.13

リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド フィードバック

18

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%ABFPGA%20IP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683695%202021.07.13)%20%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&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


レジスター名 ポート 必要性 説明

されます。busy 信号が非アクティブ化されると、別のパラメーターを
書き込むことができます。アプリケーション・コンフィグレーションモ
ードではパラメーターを書き込むことができないため、この信号はフ
ァクトリー・コンフィグレーション・モードでのみ有効です。

param[] 入力 不要 読み出しまたはアップデートする必要のあるパラメーターを指定する
バス。
読み出しまたはアップデートするパラメーターを選択する A 3 ビッ
ト・バスです。未接続のままにする場合、このポートのデフォルト値は
000 です。
詳しくは、パラメーター (21 ページ)を参照してください。

data_in[] 入力 不要 リモート・アップデート・ブロックにパラメーター・データを書き込むた
めのデータ入力。パラメーター・データの入力バスです。
パラメーターによっては、すべてのビットを使用しないものがありま
す。その場合、下位ビットが使用されます（例：ステータス値はビット
[4:0]を使用）。
未接続のままにする場合、このバスのデフォルトは 0です。現在のコ
ンフィグレーションがアプリケーション・コンフィグレーションのとき、
ポートは無視されます。
また、バージョン 13.0 以前の Quartus II ソフトウェアの 24 ビッ
ト・バス幅です。バージョン 13.1 以降の Quartus II ソフトウェアで
は、バス幅は次のようになります。
• 24 ビット・バス幅—3 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCS128
• 32 ビット・バス幅—4 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCQ256

reconfig 入力 有効 現在のパラメーター設定を使用して一部のリコンフィグレーションを
開始する必要があることを示す信号。値が 1 の場合、リコンフィグレ
ーションを開始する必要があることを示します。リコンフィグレーショ
ンを開始する前にすべてのパラメーターの書き込みが完了できるよ
う busy 信号がアサートされている間、この信号は無視されます。

reset_timer 入力 不要 ウォッチドッグ・タイマのリセット信号。
内部ウォッチドッグ・タイマーをリセットする必要があることを示す信
号です。他の入力と異なり、この信号は busy 信号の影響を受けない
ため、busy 信号がアサートされている場合でもタイマーをリセットす
ることができます。
この信号の立ち下がりエッジでユーザー・ウォッチドッグ・タイマーの
リセットが開始されます。
このパラメーターのタイミング仕様については、該当のデバイス・ハン
ドブックを参照してください。

clock 入力 有効 リモート・アップデート・ブロックへのクロック入力。
パラメーターのアップデート中、マシンを制御し、リモート・アップデ
ート・ブロックを駆動するためのクロック入力です。
このポートは有効なクロックに接続する必要があります。

reset 入力 有効 この信号はアクティブ High です。この信号を High にアサートすると
IP コアをリセットします。
IP コアへの非同期リセット入力。マシンを有効な状態に初期化しま
す。 初に使用する前にマシンをリセットする必要があります。リセッ
トしないと、マシンの有効な状態は保証されません。

busy 出力 不要 リモート・アップデート・ブロックがデータの読み出し中または書き込
み中であることを示す busy 信号。
この信号のアサート中、マシンは入力のほとんどを無視し、マシンが
この信号をディアサートするまで変更することはできません。そのた
め、変更はマシンが busy でないときのみ実行されます。
この信号は read_paramまたは write_paramがアサートされ
ると High になり、読み出しまたは書き込み動作が完了するまで
High のままです。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

data_out[] 出力 不要 パラメーターを読み出す際のデータ出力。
このバスは、リモート・アップデート・ブロックからの読み出しパラメー
ター・データを保持します。param[]の値は読み出すパラメーターを
指定します。read_param信号がアサートされると、パラメーター
の値がロードされ、このバス上で駆動されます。データは、busy 信号
がディアサートされると有効になります。
未接続のままにする場合、このポートのデフォルト値は 0です。この
バスの幅はデバイスによって異なります。
インテル Quartus Prime ソフトウェア・バージョン 13.0 以前では、
バス幅は 24 ビットです。インテル Quartus Prime ソフトウェア・バ
ージョン 13.1 以降は次のとおりです。
• 24 ビット・バス幅—3 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCS128
• 32 ビット・バス幅—4 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCQ256

asmi_busy 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL IP コアが動作
の処理で busy 状態であることを示します。リモート・アップデート IP
コアは、別の動作を開始する前に、このピンが Low になるまで待機し
ます。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_busy出力ポ
ートにつなぎます。

asmi_data_valid 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
このピンのロジック High は、ASMI Parallel Intel FPGA IP コアの
asmi_dataout[7..0]出力ポートにおける有効なデータを示し
ます。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの
asmi_data_valid出力ポートにつなぎます。

asmi_dataout 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
リモート・アップデート IP コアは、ALTASMI_PARALLEL IP コアで
読み出し動作を開始する前に、このピンのアドレス情報を提示しま
す。

pof_error 出力 不要 無効なアプリケーション・コンフィグレーション・イメージの検出。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。
このピンのロジック High は、リモート・アップデート IP コアが無効
なアプリケーション・コンフィグレーション・イメージを検出したことを
示します。High にアサートされる場合、新しいアプリケーション・コン
フィグレーション・イメージをリロードするか、有効なアプリケーショ
ン・コンフィグレーション・イメージを有する EPCS または EPCQ で別
のアドレス位置を指定するなど、適切に対応する必要があります。この
ピンはシステム要件に基づいてつなぎます。

asmi_addr 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへのアドレス信号。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。リモート・アップデート IP コアは、
ALTASMI_PARALLEL IP コアで読み出し動作を開始する前に、この
ピンのアドレス情報を提示します。

asmi_read 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへの読み出し信号。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL IP
コアで読み出し動作を開始します。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_read入力ポ
ートにつなぎます。

asmi_rden 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへの読み出しイネーブル信
号。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアで読み出し
動作をイネーブルします。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_rden入力ポ
ートにつなぎます。

1.3.5. パラメーター

表 10. パラメータータイプと対応するパラメータービット幅マッピング Arria II、 Arria V、 Cyclone V、
Stratix IV、および Stratix V デバイス

ビット パラメーター 幅 備考

000 Reconfiguration trigger
conditions（読み出し専用） 5

• ビット 4—wdtimer_source：ユーザー・ウォッチドッグ・タイマーのタ
イムアウト。

• ビット 3—nconfig_source：外部コンフィグレーション・リセット
（nCONFIG）のアサーション。

• ビット 2—runconfig_source：ロジックアレイからトリガーされたコ
ンフィグレーション・リセット。

• ビット 1—nstatus_source：エラー発生時に外部デバイスによってア
サートされる nSTATUSアサーション。

• ビット 0—crcerror_source：アプリケーション・コンフィグレーショ
ン中の CRC エラー。

すべてのビットの POR 値は 0 です。

001 無効な値

010 Watchdog Timeout Value 12 書き込み時の幅は 12 です。
書き込み用の 12 ビットは、29 ビットのウォッチドッグ・タイムアウト値の上位
12 ビット（左端または 上位ビット）です。
パラメーター・データを書き込む場合、 data_in [11..0] 29 ビットのウ
ォッチドッグ・タイムアウト値の上位 12 ビットに対応します。たとえば、ウォッ
チドッグ・タイムアウト値を 1 に設定するには、12 ビットの data_in
[11..0]は 12'b000000000001 として書き込みます。

29 読み出しの際の幅 29。

011 Watchdog Enable 1 —

100 Page Select 24 または 32 Quartus II 開発ソフトウェア・バージョン 13.1 以降の場合：
• 開始アドレスを読み出しおよび書き込みする際の幅は 24 または 32 で

す。
• EPCS128 や EPCQ128 のような 24 ビットのアドレス指定を使用するア

クティブ・シリアル・デバイスでは、PGM[23..2]は 24 ビットの開始アド
レスの上位 22 ビットに対応します。PGM[1..0]は 2'b0として読み取
られます。

• EPCQ256 のような 32 ビットのアドレス指定を使用するアクティブ・シリ
アル・デバイスでは、PGM[31..2]は 32 ビットの開始アドレスの上位
30 ビットに対応します。PGM[1..0]は 2'b0として読み取られます。
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ビット パラメーター 幅 備考

バージョン 13.0 以前の Quartus II ソフトウェア：
• 開始アドレスを読み出しおよび書き込みする際の幅は 24 です。
• Arria II、Stratix III、および Stratix IV デバイスでは、PGM[23..0]

は 24 ビットの開始アドレスを形成します。
• For Arria V, Cyclone V, and Stratix V devices, if you use active

serial devices using 24-bit addressing, such as EPCS128 or
EPCQ128, PGM[23..0] corresponds to the 24 bits of the
start address. If you use active serial devices using 32-bit
addressing, such as EPCQ256, PGM[23..0] corresponds to
the 24 MSB of the start address, thus the 32 bits start
address is PGM[23..0],8'b0.

101 Configuration Mode（AnF） 1 ローカル・アップデート・モードでは、このパラメーターは読み出し専用です。こ
のパラメーターは、アプリケーション・パージで 1 に設定され、ファクトリー・ペ
ージでは 0 に設定されます。リモート・アップデート・モードでは、このパラメー
ターは読み出しおよび書き込みの両方が可能です。
Intel は、リモート・アップデート・モードでアプリケーション・ページをロードす
る前にこのパラメーターを 1 に設定することを推奨します。そうしないと、コン
トロール・レジスターの内容を適切に読み出すことができません。

110 無効な値

111 無効な値

1.3.6. Avalon-MM インターフェイス

Avalon-リモート・アップデートの MM インターフェイス Intel FPGA IP コアは Stratix II デバイスで
サポートされていません 。

1.3.6.1. コントロール・ステータス・レジスター信号

表 11. Arria II、 Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイスでのリモート・アップデ
ートの Intel FPGA IP コア Avalon-MM コントロール・ステータスレジスター信号

レジスター名 幅 入力/出力 説明

clk 1 入力 クロック入力

reset 1 入力 リセット入力

avl_csr_address 3 入力 アドレスバス。

avl_csr_read 1 入力 ライト・トランザクションを実行します。

avl_csr_write 1 入力 ライト・トランザクションを実行します。

avl_csr_readdata 32 出力 UFM からのデータの読み出し

avl_csr_readdata_valid 1 出力 読み出しデータが有効の場合アサートします。

avl_csr_writedata 32 入力 UFM へのデータの書き込み

avl_csr_waitrequest 1 出力 Waitrequest 信号が High の場合、コアがビジーであることを示しま
す。

1.3.6.1.1. コントロール・ステータスレジスター書き込み動作

ステータスレジスターを制御するための書き込み操作を実行するには、次の手順を実行します。
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1. avl_csr_writeを High をアサートします。

2. avl_csr_address バスでのレジスターの正しいアドレスをに書き込みます 。レジスター情報
については、レジスターマップを参照してください。

3. avl_csr_writedata バスにデータを書き込みます。

関連情報
レジスターマップ (23 ページ)

1.3.6.1.2. コントロール・ステータスレジスターの読み出し操作

コントロール・ステータスレジスターの読み出し操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. avl_csr_readを High にアサートします。

2. avl_csr_address バスでのレジスターの正しいアドレスをに書き込みます 。レジスター情報
については、レジスターマップを参照してください。

3. rx_freqlocked信号が High になるのを待ちます。

4. avl_csr_readdataからリードデータを取得します。

1.3.6.2. レジスターマップ

表 12. Arria V、 Cyclone V、 Stratix IV、および Stratix V デバイス用のリモート・アップデートの
Intel FPGA IP コア 4Avalon-MM レジスターマップ
• 各コマンドには異なるパラメーター値があるため、IP コアは各フィールドを個別に読み出しまたは書き込みできます。

• WIDTH_MAN のデフォルト値は 0 です。

レジスター名 アドレス・オフセ
ット

幅 R/W 説明

RU_RECONFIG_TRIGGER_CO
NDITIONS

0x0 5 Read Read configuration trigger conditions.
• Bit 4—wdtimer_source: Users

watchdog timer timeout
• Bit 3—nconfig_source: External

configuration reset (nCONFIG) assertion.
• Bit 2—runconfig_source:

Configuration reset triggered from logic
array

• Bit 1—nstatus_source: nSTATUS
asserted by an external device as the
result of an error

• Bit 0—crcerror_source: CRC error
during application configuration.

RU_WATCHDOG_TIMEOUT 0x1 12 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウト値を書き込む。

RU_WATCHDOG_ENABLE 0x2 1 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウトを有効または無効にしま
す。
• 0：無効にする
• 1：有効にする

RU_PAGE_SELECT 0x3 24 または 32 読み出し / 書
き込み

コンフィグレーション・イメージの開始アドレスの読
み出しまたは書き込み。
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レジスター名 アドレス・オフセ
ット

幅 R/W 説明

RU_CONFIGURATION_MODE 0x4 1 読み出し / 書
き込み

アプリケーション・ページでは 1 に、ファクトリー・ペ
ージでは 0 に設定されます。

RU_RESET_TIMER 0x5 1 Write このレジスターに値 1 を書き込んで、リモート・アップ
デートのリセットタイマーをトリガーします。 IP は自
動的にリセットパルスをトリガーして、リモート・アッ
プデートのタイマーピンをリセットします。

RU_RECONFIG 0x6 1 Write このレジスターに値 1 を書き込んで、新しいイメージ
からのリコンフィグレーションをトリガーします。 IP
はリモート・アップデートの reconfig ピンを 1 に
設定して、プロセスが完了するまでこの値を保持しま
す。

1.3.7. 専用リモート・システム・アップグレード回路

リモート・システム・アップグレード機能をイネーブルするには、次の手順を実行してください。

1. インテル Quartus Prime ソフトウェアの Device and Pin Options ダイアログボックスの
Configuration ページのコンフィグレーション手法のリストから Active Serial x1 および
Configuration Device を選択します。

2. インテル Quartus Prime ソフトウェア の Device and Pin Options ダイアログボックスの
Configuration ページのコンフィグレーション・モードのリストから Remote を選択します。

この機能をイネーブルすると、 Auto-restart configuration after error オプが自動的にオンに
されます。

Remote Update IP Intel FPGA IP コアは、リモート・システム・アップグレード回路への
メモリーに類似したインターフェイス を提供し、シフトレジスターのデバイスロジックでのリード / ライ
ト・プロトコルを処理します。
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1.4. Cyclone IV およびインテル Cyclone 10 LP デバイス

1.4.1. リモート・システム・コンフィギュレーション・モード

リモート・コンフィグレーション・モード

図 -10: リモート・コンフィグレーション・モード

Power Up Set Control Register
and Reconfigure

Reload a Different Application

Reload a Different Application

Set Control Register
and Reconfigure

Configuration 
Error

Configuration Error

Configuration Error

Application 1
Configuration

Application n
Configuration

Factory
Configuration

(page 0)

Cyclone IV E デバイスのみが、リモート・システム・アップグレード用のアクティブパラレル（AP）および
アクティブシリアル（AS）コンフィグレーション・スキームの両方をサポートします。 インテル Cyclone
10 LP およびその他の CycloneIV デバイスは、リモート・システム・アップグレード用の AS コンフィグ
レーション・スキームのみをサポートします。

リモート・アップデート・モードをシリアル・コンフィグレーション（EPCS）デバイスまたはクワッド・シリア
ル・コンフィグレーション（EPCQ）デバイスとともに使用すると、コンフィグレーション・スペースはいずれ
のフラッシュセクター境界でも開始することができ、EPCS64 デバイスで 大 128 ページ、EPCS16 デ
バイスで 大 32 ページを可能にします。なお、各ページの 小容量は 512Kbits です。さらに、リモート・
アップデート・モードにはアプリケーション・コンフィグレーションで機能エラーを検出できるユーザー・
ウォッチドッグ・タイマー機能があります。

1.4.2. リモート・システム・コンフィグレーション・コンポーネント

表 13. Cyclone IV とインテル Cyclone 10 LP デバイスのリモート・システム・コンフィグレーション・コン
ポーネント

コンポーネント 説明

ページ・モード機能 Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP デバイスは、 上位 22 ビットを設定する AS コンフィグレーショ
ンに 24 ビットのブート開始アドレスを使用します。同様の設定が Cyclone IV E デバイスの AP コンフィグレ
ーションに適用されます 。そして、 Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP デバイスは pgmout ポートを
サポートしていません 。

ファクトリー・コンフィグレーショ
ン

ファクトリー・コンフィギュレーションはデフォルトのコンフィギュレーション・セットアップです。
リモート・コンフィグレーション・モードでは、ファクトリー・コンフィグレーションはパワー・アップ時に
Cyclone IV およびインテル Cyclone 10 LP デバイスにロードされます。
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コンポーネント 説明

アプリケーション・コンフィグレーション・データのロード中にシステムにエラーが発生したか、nCONFIGのア
サーションによってデバイスがリコンフィグレーションした場合、デバイスはファクトリー・コンフィグレーショ
ンをロードします。なお、リモート・システム・コンフィグレー C ション・レジスターがファクトリー・コンフィグレ
ーションの理由を判断します。この情報に基づいて、ファクトリー・コンフィグレーションはロードするアプリケ
ーション・コンフィグレーションを決定します。
Ap コンフィグレーション手法のリモート・アップデートのパワー・アップ時、Cyclone IV E デバイスは次のア
ドレスに配置されているデフォルトのファクトリー・コンフィグレーションをロードします。
boot_address[23:0] = 24'h010000 = 24'b1 0000 0000 0000 0000

デフォルトのファクトリー・コンフィグレーション・アドレスは、APFC_BOOT_ADDR JTAG インストラクション
を使用して任意のアドレスに変更することができます。ファクトリー・イメージは不揮発性メモリーに格納され、
リモート・アクセスを使用して更新または変更されることはありません。これはサポートされるパラレル・フラッ
シュメモリーのデフォルトの開始アドレス位置 0x010000（デフォルトのアドレスが変更されている場合は更
新済みのアドレス）に対応します。なお、0x010000は AP フラッシュメモリーの 16 ビットのワードアドレス
であることに注意してください。ただし、インテル Quartus Prime ソフトウェアは 8 ビットのバイト・アドレッ
シングを実装しているため、このアドレスでの正しいインテル Quartus Prime ソフトウェア設定は
0x020000となります。

アプリケーション・コンフィグレー
ション

アプリケーション・コンフィグレーションは、リモート・ソースから受信するコンフィグレーション・データです。こ
のデータはメモリー・ストレージ・デバイスのさまざまな位置またはページ（ファクトリー・デフォルト・ページは
除く）に格納されます。

ウォッチドッグ・タイマー ウォッチドッグ・タイマーは別のメカニズムの機能性を判断する回路です。ウォッチドッグ・タイマーは、アプリケ
ーションが正しく実行している間、リセット状態のままの時間遅延リレーのように機能します。
Cyclone IV デバイスは、誤ったアプリケーション・コンフィグレーションによってデバイスが停止したままにな
るのを防ぐため、リモート・システム・コンフィグレーション向けのビルトイン・ウォッチドッグ・タイマーを備えて
います。
タイマーは 29 ビット・カウンタですが、ウォッチドッグ・タイマーの値を設定するにあたっては上位 12 ビット
のみを使用します。
タイマーはデバイスがユーザーモードになった後にカウントを開始します。アプリケーション・コンフィグレー
ションが、時間切れになる前にユーザー・ウォッチドッグ・タイマーをリセットしない場合、専用回路はデバイス
をファクトリー・コンフィグレーションでリコンフィグレーションし、ユーザー・ウォッチドッグ・タイマーをリセッ
トします。
アプリケーション・コンフィグレーションが有効であることを確認するには、ユーザーモードが動作中の一定時
間内、ウォッチドッグ reset_timeを継続的にリセットする必要があります。

リモート・アップデート・サブブロッ
ク

リモート・アップデート・サブブロックは、リモート・コンフィグレーション機能を管理します。このサブブロック
はリモート・コンフィグレーション・ステート・マシンによって制御され、さまざまなコンフィグレーション・レジス
ターを制御するにあたって必要な制御信号を生成します。

リモート・コンフィグレーション・レ
ジスター

リモート・コンフィグレーション・レジスターは、ページアドレスとコンフィグレーション・エラーの原因を常に把
握します。ユーザーはアップデート・レジスターとシフトレジスターの両方を制御することができます。ステータ
スレジスターとコントロール・レジスターは内部ロジックによって制御されますが、シフトレジスターを介して
読み取られます。
Cyclone IV デバイスでは、リモート・システム・アップグレード・ステータスレジスターに追加機能があります。
3 セットのレジスターは、現在のアプリケーション・コンフィグレーションのステータスと、その前の 2 つのアプ
リケーション・コンフィグレーションのステータスを格納します。
コンフィグレーション・レジスターについての詳細は、該当するデバイス・ハンドブックの「Configuration,
Design Security, and Remote System Upgrades」の章を参照してください。

関連情報
• Cyclone IV デバイスファミリーのコンフィグレーション機能

Cyclone V デバイスのデザイン・セキュリティーについて詳しい情報を提供します。

• インテル Cyclone 10LP コアファブリックおよび汎用 I/O ハンドブック
インテル Cyclone I0 LP デバイスのコンフィグレーション・レジスターに関する詳細情報を提
供します。

1. リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド
683695 | 2021.07.13

リモート・アップデートのインテル®FPGA IP ユーザーガイド フィードバック

26

https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-iv/cyclone4-handbook.pdf
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/programmable/documentation/sxm1481253171919.html#cft1481254613703
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%ABFPGA%20IP%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683695%202021.07.13)%20%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&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


1.4.3. パラメーター設定

表 14. リモート・アップデート の Intel FPGA IP コア・パラメーター Cyclone IV と インテル Cyclone
10 LP デバイス

GUI 名 GUI における有効な値 説明

Which operation mode
will you be using?

REMOTE リモート・アップデート IP コアのコンフィグレーション・モードを指
定します。

Which configuration
device will you be
using?

• EPCS device
• EPCQ device

使用しているコンフィグレーション・デバイスを選択します。

Add support for
writing configuration
parameters

— コンフィグレーション・パラメーターを書き込む必要がある場合、こ
れをイネーブルします。

Enable reconfig POF
checking

— .pof checking をイネーブルすることを可能にします。これにより、
リモート・アップデート・ブロックはアプリケーション・コンフィグレー
ション・イメージがロードされる前にこのイメージの存在を検証する
ことができます。このパラメーターをオンにすると、リモート・アップデ
ート IP コアは.pof をチェックし、reconfig信号を送信します。こ
のオプションは、デフォルトではディスエーブルです。

1.4.4. ポート

表 15. リモート・アップデート の Intel FPGA IP コアポート Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP
デバイス

レジスター名 ポート 必要性 説明

read_param 入力 不要 param[]入力ポートで指定され、data_out[]出力ポートに供給
されるパラメーターの読み出し信号。
param[]ポートで指定されたパラメーターを読み出す必要があるこ
とを示す信号です。data_out[]で設定されるビット数はパラメー
ターのタイプによって異なります。この信号は立ち上がりクロック・エ
ッジでサンプリングされます。次のクロック・サイクルでパラメーター
が再度読み取られることを防ぐため、この信号は 1 クロック・サイクル
の間だけアサートします。
busy 信号は、read_paramがアクティブとして読み取られるとす
ぐにアクティブ化されます。パラメーターが読み取られている間 busy
信号はアサートされたままで、data_out[]は無効な値を有しま
す。busy 信号が非アクティブ化されると、data_out[]は有効にな
り、別のパラメーターを読み出すことができます。

write_param 入力 不要 param[]で指定され、data_in[]で指定された値が書き込まれ
るパラメーターの書き込み信号。
param[]で指定されたパラメーターを data_in[]で指定された
値でリモート・アップデート・ブロックに書き込む必要があることを示
す信号です。data_in[]から読み取られるビット数はパラメーター
のタイプによって異なります。
この信号は立ち上がりクロック・エッジでサンプリングされます。次の
クロックサイクルでパラメーターが再度書き込まれることを防ぐた
め、この信号は 1 クロックサイクルの間だけアサートする必要があり
ます。busy 信号は、write_paramがアクティブとして読み取られ
るとすぐにアクティブ化されます。パラメーターが書き込まれている
間、busy 信号はアサートしたままで、data_in[]への入力は無視
されます。busy 信号が非アクティブ化されると、別のパラメーターを
書き込むことができます。アプリケーション・コンフィグレーションモ
ードではパラメーターを書き込むことができないため、この信号はフ
ァクトリー・コンフィグレーション・モードでのみ有効です。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

param[] 入力 不要 読み出しまたはアップデートする必要のあるパラメーターを指定する
バス。
読み出しまたはアップデートするパラメーターを選択する A 3 ビッ
ト・バスです。未接続のままにする場合、このポートのデフォルト値は
000 です。
詳しくはパラメーター (30 ページ)を参照してください。

data_in[] 入力 不要 リモート・アップデート・ブロックにパラメーター・データを書き込むた
めのデータ入力。パラメーター・データの入力バスです。
パラメーターによっては、すべてのビットを使用しないものがありま
す。その場合、下位ビットが使用されます（例：ステータス値はビット
[4:0]を使用）。
未接続のままにする場合、このバスのデフォルトは 0です。現在のコ
ンフィグレーションがアプリケーション・コンフィグレーションのとき、
ポートは無視されます。
インテル Quartus Prime ソフトウェア・バージョン 13.0 以前では、
バス幅は 22 ビットです。インテル Quartus Prime ソフトウェア・バ
ージョン 13.1 以降では、バス幅は次のとおりです。
• 24 ビット・バス幅—3 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCS128
• 32 ビット・バス幅—4 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCQ256

reconfig 入力 有効 現在のパラメーター設定を使用して一部のリコンフィギュレーション
を開始する必要があることを示す信号。値が 1 の場合、リコンフィギ
ュレーションを開始する必要があることを示します。リコンフィギュレ
ーションを開始する前にすべてのパラメーターの書き込みが完了で
きるよう busy 信号がアサートされている間、この信号は無視されま
す。

reset_timer 入力 不要 ウォッチドッグ・タイマーのリセット信号。
内部ウォッチドッグ・タイマーをリセットする必要があることを示す信
号です。他の入力と異なり、この信号は busy 信号の影響を受けない
ため、busy 信号がアサートされている場合でもタイマーをリセットす
ることができます。
この信号の立ち下がりエッジでユーザー・ウォッチドッグ・タイマーの
リセットが開始されます。
このパラメーターーのタイミング規格については、特定のデバイスの
ハンドブックを参照してください。

read_source 入力 有効 パラメーターの値を現在の状態から読み出すか、以前の状態から読
み出すかの指定。
この 2 ビットのポートがパラメーターの値を読み出す状態を指定し
ます。この信号は read_param信号が有効の場合にのみ使用でき
ます。
選択したソースへの read_source[1..0]のマッピングは、次の
ように定義されています。
• 00 -ステータス・レジスターにおける現状態の内容
• 01 -ステータスレジスターにおける以前の状態のレジスター 1

の内容
• 10 -ステータスレジスターにおける以前の状態のレジスター 2

の内容
• 11 -入力レジスターの値
詳細については、該当するデバイス・ハンドブックの「Configuration,
Design Security, and Remote System Upgrades」の章を参照
してください。

clock 入力 有効 リモート・アップデート・ブロックへのクロック入力。
パラメーターのアップデート中、マシンを制御し、リモート・アップデ
ート・ブロックを駆動するためのクロック入力です。
このポートは有効なクロックに接続する必要があります。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

reset 入力 有効 この信号はアクティブ High です。この信号を High にアサートすると
IP コアをリセットします。
IP コアへの非同期リセット入力。マシンを有効な状態に初期化しま
す。 初に使用する前にマシンをリセットする必要があります。リセッ
トしないと、マシンの有効な状態は保証されません。

busy 出力 不要 リモート・アップデート・ブロックがデータの読み出し中または書き込
み中であることを示す busy 信号。
この信号のアサート中、マシンは入力のほとんどを無視し、マシンが
この信号をディアサートするまで変更することはできません。そのた
め、変更はマシンが busy でないときのみ実行されます。
この信号は read_paramまたは write_paramがアサートされ
ると High になり、読み出しまたは書き込み動作が完了するまで
High のままです。

data_out[] 出力 不要 パラメーターを読み出す際のデータ出力。
このバスは、リモート・アップデート・ブロックからの読み出しパラメー
ター・データを保持します。param[]の値は読み出すパラメーターを
指定します。read_param信号がアサートされると、パラメーター
の値がロードされ、このバス上で駆動されます。データは、busy 信号
がディアサートされると有効になります。
未接続のままにする場合、このポートのデフォルト値は 000です。こ
のバスの幅はデバイスによって異なります。
インテル Quartus Prime ソフトウェア・バージョン 13.0 以前では、
バス幅は 29 ビットです。インテル Quartus Prime ソフトウェア・バ
ージョン 13.1 以降では、バス幅は次のとおりです。
• 29 ビット・バス幅—3 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCS128
• 32 ビット・バス幅—4 バイトのアドレッシング・コンフィグレーシ

ョン・デバイスを使用します。例：EPCQ256

asmi_busy 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL IP コアが動作
の処理で busy 状態であることを示します。リモート・アップデート IP
コアは、別の動作を開始する前に、このピンが Low になるまで待機し
ます。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_busy出力ポ
ートにつなぎます。

asmi_data_valid 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL IP コアの
asmi_dataout[7..0]出力ポートにおける有効なデータを示し
ます。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの
asmi_data_valid出力ポートにつなぎます。

asmi_dataout 入力 不要 altasmi_parallelコンポーネントからの入力。
check_app_pofパラメーターが trueに設定される場合に使
用可能です。
リモート・アップデート IP コアは、ALTASMI_PARALLEL IP コアで
読み出し動作を開始する前に、このピンのアドレス情報を提示しま
す。

pof_error 出力 不要 無効なアプリケーション・コンフィグレーション・イメージの検出。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。
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レジスター名 ポート 必要性 説明

このピンのロジック High は、リモート・アップデート IP コアが無効
なアプリケーション・コンフィグレーション・イメージを検出したことを
示します。High にアサートされる場合、新しいアプリケーション・コン
フィグレーション・イメージをリロードするか、有効なアプリケーショ
ン・コンフィグレーション・イメージを有する EPCS または EPCQ で別
のアドレス位置を指定するなど、適切に対応する必要があります。この
ピンはシステム要件に基づいてつなぎます。

asmi_addr 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへのアドレス信号。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。リモート・アップデート IP コアは、
ALTASMI_PARALLEL IP コアで読み出し動作を開始する前に、この
ピンのアドレス情報を提示します。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_addr入力ポ
ートにつなぎます。

asmi_read 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへの読み出し信号。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。このピンのロジック High は、ALTASMI_PARALLEL IP
コアで読み出し動作を開始します。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_read入力ポ
ートにつなぎます。

asmi_rden 出力 不要 altasmi_parallelコンポーネントへの読み出しイネーブル信
号。
check_app_pofパラメーターが TRUE に設定される場合に使
用可能です。このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアで読み出し
動作をイネーブルします。
このピンは ALTASMI_PARALLEL IP コアの asmi_rden入力ポ
ートにつなぎます。

1.4.5. パラメーター

表 16. パラメーター・タイプおよび対応するパラメーター・ビット幅のマッピング

ビット パラメーター 幅 備考

000 Master State Machine Current
State Mode（読み出し専用）

2 00—ファクトリー・モード
01—アプリケーション・モード
11—マスター・ステート・マシンのユーザー・ウォッチドッグ・タイマーがイネー
ブルされたアプリケーション・モード

001 Force early CONF_DONE
(cd_early) check

1 —

010 Watchdog Timeout Value 12 書き込み時の幅は 12 です。
書き込み用の 12 ビットは、29 ビットのウォッチドッグ・タイムアウト値の上
位 12 ビット（左端または 上位ビット）です。
パラメーターデータを書き込む場合、 data_in [11..0] 29 ビットのウ
ォッチドッグ・タイムアウト値の上位 12 ビットに対応します。たとえば、ウォッ
チドッグ・タイムアウト値を 1 に設定するには、次の 12 ビットを書き込みま
す。 data_in [11..0] 12'b000000000001 として。

29 読み出しの際の幅 29。

011 Watchdog Enable 1 —
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ビット パラメーター 幅 備考

100 Boot Address — Quartus II 開発ソフトウェア・バージョン 13.1 以降の場合：
• ブート・アドレスを読み出す際の幅は 29 または 32 です。
• ブート・アドレスを書き込む際の幅は 24 または 32 です。
• EPCS128 や EPCQ128 のような 24 ビットのアドレス指定を使用する

アクティブ・シリアル・デバイスでは、boot_address[23..2] は 24
ビットのブート・アドレスの上位 22 ビットに対応します。
boot_address[1..0]は 2'b0として読み取られます。

• EPCQ256 のような 32 ビットのアドレス指定を使用するアクティブ・シ
リアル・デバイスでは、boot_address[31..2]は 32 ビットのブー
ト・アドレスの上位 30 ビットに対応します。boot_address[1..0]
は 2'b0として読み取られます。

バージョン 13.0 以前の Quartus II ソフトウェア：
• ブート・アドレスを読み出す際の幅は 24 です。
• ブート・アドレスを書き込む際の幅は 22 です。
• ブート・アドレスは、24 ビットのブート・アドレスの上位 22 ビットに書き

込みます。

101 無効な値

110 Force the internal oscillator as
startup state machine clock
(osc_int) option bit

1 —

111 Reconfiguration trigger
conditions（読み出し専用）

5 ビット 4（nconfig_source）—外部コンフィギュレーション・リセット
（nconfig）のアサーション。
ビット 3（crcerror_source）—アプリケーション・コンフィギュレーショ
ン中の CRC エラー。
ビット 2（nstatus_source）—エラー発生時に外部デバイスによってア
サートされる nstatusアサーション。
ビット 1（wdtimer_source）—ユーザー・ウォッチドッグ・タイマーのタイ
ムアウト。
ビット 0（runconfig_source）—ロジック・アレイからトリガされるコン
フィギュレーション・リセット。

1.4.6. リモート・アップデート動作

[リモート更新操作]列で定義された操作は、対応するマスターステートマシン（MSM）モードでのみ実行
する必要があります。

表 17. Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP デバイスのリモート更新操作

注意: read_sourceは、パラメーターの値を現在の状態から読み出すか、あるいは以前の状態から読み出すかを指
定します。詳細については表 18 (33 ページ)を参照してください。

read_
param

write_
param

read_source param リモート・アップデート動作 data_out
幅（ビット）

MSM Mode

1 0 [00] [000] マスター・ステート・マシンの現状態モード（読み出し専用）
• 00—ファクトリー・モード
• 01—アプリケーション・モード
• 11—マスター・ステート・マシンのユーザー・ウォッチドッ

グ・タイマーがイネーブルされたアプリケーション・モード

2 ファクトリー
またはアプリ
ケーション

1 0 [00] [100] ファクトリー・ブート・アドレスの読み出し 24 ファクトリー

1 0 [01] [100] 以前のステータス 1 ブート・アドレスの読み出し
詳しくは図 11 (33 ページ)を参照してください。

24 ファクトリー
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read_
param

write_
param

read_source param リモート・アップデート動作 data_out
幅（ビット）

MSM Mode

1 0 [01] [111] 以前のステータス 1 リコンフィグレーション・トリガー条件ソ
ースの読み出し
詳しくは図 11 (33 ページ)を参照してください。

5 ファクトリー

1 0 [10] [100] 以前のステータス 2 ブート・アドレスの読み出し
詳しくは図 11 (33 ページ)を参照してください。

24 ファクトリー

1 0 [10] [111] 以前のステータス 2 リコンフィグレーション・トリガー条件ソ
ースの読み出し
詳しくは図 11 (33 ページ)を参照してください。

5 ファクトリー

1 0 [01] [010] 現在のアプリケーション・モードのウォッチドッグの値の読み
出し

29 Application

1 0 [01] [011] 現在のアプリケーション・モードのウォッチドッグ・イネーブル
の読み出し

1 Application

1 0 [10] [100] 現在のアプリケーション・モードのブート・アドレスの読み出し 24 Application

0 1 [00] [001] 早期 confdoneチェック・ビットの書き込み
すべてのパラメーターは、ファクトリー・モードの場合にのみ書
き込み可能です。

1 ファクトリー

0 1 [00] [010] ウォッチドッグ・タイムアウト値の書き込み
すべてのパラメーターは、ファクトリー・モードの場合にのみ書
き込み可能です。

12 ファクトリー

0 1 [00] [011] ウォッチドッグ・イネーブルビットの書き込み
すべてのパラメーターは、ファクトリー・モードの場合にのみ書
き込み可能です。

1 ファクトリー

0 1 [00] [100] アプリケーション・ブート・アドレスの書き込み
すべてのパラメーターは、ファクトリー・モードの場合にのみ書
き込み可能です。

22 ファクトリー

0 1 [00] [110] 開始ステート・マシン・クロックとして内部オシレーターを強制
するための書き込み。すべてのパラメーターは、ファクトリー・
モードの場合にのみ書き込み可能です。

1 ファクトリー

1 0 [11] [001] 早期 confdoneチェック・ビットの読み出し 1 ファクトリー

1 0 [11] [010] ウォッチドッグ・タイムアウト値の読み出し 12 ファクトリー

1 0 [11] [011] ウォッチドッグ・イネーブルビットの読み出し 1 ファクトリー

1 0 [11] [100] ブート・アドレスの読み出し 22 ファクトリー

1 0 [11] [110] 内部オシレーターが開始ステート・マシン・クロックとして設定
されているかどうかをチェックするための読み出し

1 ファクトリー

read_source

次の表は read_sourceの詳細をリストしています。read_sourceは、パラメーターの値を現在の
状態から読み出すか、あるいは以前の状態から読み出すかを指定します。読み出し動作をトリガーする
と、ステータスレジスターまたは入力レジスターのすべての内容がリモート・アップデート IP コアの
data_outノードにラッチされます。
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表 18. read_source

read_source 説明

00 ステータス・レジスターにおける現在の状態の内容

01 ステータス・レジスターにおける以前の状態のレジスター 1 の内容

10 ステータス・レジスターにおける以前の状態のレジスター 2 の内容

11 現在の内容は入力レジスターにある

状態レジスター

以前の状態レジスター 1 は現在のアプリケーション・コンフィギュレーションを反映し、以前の状態レジ
スター 2 は以前のアプリケーション・コンフィギュレーションを反映します。

図 -11: 状態レジスター

Application 1
Configuration

Application 2
Configuration

Factory
Configuration

Configured the Application 1
from Factory 

Switched to Application 2

Back to factory
(State register 1 reflects to current application which is application 1)

Back to factory
(State register 1 reflects to current application which is application 2, while
the state register 2 is reflects to previous application which is application 1)

1.4.7. Avalon-MM インターフェイス

1.4.7.1. コントロール・ステータスレジスター(CSR)

表 19. Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP デバイスのでのリモート・アップデート Intel FPGA
IP コア Avalon-MM コントロール・ステータスレジスター信号

レジスター名 幅 入力/出力 説明

clk 1 入力 クロック入力

reset 1 入力 リセット入力
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レジスター名 幅 入力/出力 説明

avl_csr_address 3 入力 アドレスバス。

avl_csr_read 1 入力 ライト・トランザクションを実行します。

avl_csr_write 1 入力 ライト・トランザクションを実行します。

avl_csr_readdata 32 出力 UFM からのデータの読み出し

avl_csr_readdata_valid 1 出力 読み出しデータが有効の場合アサートします。

avl_csr_writedata 32 入力 UFM へのデータの書き込み

avl_csr_waitrequest 1 出力 Waitrequest 信号が High の場合、コアがビジーであることを示しま
す。

1.4.7.1.1. コントロール・ステータス・レジスター書き込み動作

コントロール・ステータス・レジスターの書き込み操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. avl_csr_writeを High にをアサートします。

2. avl_csr_address バスでレジスターの正しいアドレスをに書き込みます 。レジスター情報に
ついては、レジスターマップを参照してください。

3. avl_csr_writedata バスにデータを書き込みます 。

関連情報
レジスターマップ (35 ページ)

1.4.7.1.2. コントロール・ステータス・レジスターの読み取り操作

コントロール・ステータスレジスターの読み出し操作を実行するには、次の手順を実行します。

1. avl_csr_read 信号が High にアサートします 。

2. レジスターの正しいアドレスをに書き込みます avl_csr_address バス。レジスター情報につ
いては、レジスターマップを参照してください。

3. rx_freqlocked信号が High になるのを待ちます。

4. avl_csr_readdataからリードデータを取得します 。
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1.4.7.2. レジスターマップ

表 20. Cyclone IV と インテル Cyclone 10 LP デバイスでのリモート・アップデート Intel FPGA IP
コア Avalon-MM レジスターマップ
• アドレスの 後の 2 ビットは read_source信号を表します。

• read_source 読み出しソースマッピングテーブルに示されている値を取るには正しいアドレスオフセットを書く必要があり
ます 。

• IP コアは、read_source パラメーターにコントロール・ステータス・レジスター・インターフェイスのアドレスバスを組み合わ
せます。

• レジスターのデフォルト値は 0 です。

• アドレスオフセットはワード単位です。

レジスター名 アドレス・オフセ
ット

幅 R/W 説明

RU_MASTER_SM_CURRENT_S
TATE_MODE

0x0 2 読み出し RSU マスター・ステート・マシンの現在の状態
00—ファクトリー・モード
01—アプリケーション・モード
11—マスター・ステート・マシンのユーザー・ウォッチ
ドッグ・タイマーがイネーブルされたアプリケーショ
ン・モード

RU_FORCE_EARLY_CONF_DO
NE

0x4 1 読み出し / 書
き込み

早めに強制する CONF_DONE

RU_WATCHDOG_TIMEOUT 0x8 29 または 12 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウト値の読み出しまたは書
き込み。
• 書き込み時に 12 ビット幅
• 読むときに 29 ビット幅

RU_WATCHDOG_ENABLE 0xC 1 読み出し / 書
き込み

ウォッチドッグ・タイムアウトを有効または無効にしま
す。
• 0：無効にする
• 1：有効にする

RU_BOOT_ADDRESS 0x10 24 29 32 読み出し / 書
き込み

• ブートアドレスを読み出すときの 29 ビット幅ま
たは 32 ビット幅（EPCQ 32 ビットアドレス指
定）。

• ブート・アドレスを書き込む際の幅は 32 または
32 です。

RU_FORCE_INTERNAL_OSC 0x14 1 読み出し / 書
き込み

内部オシレーターをスタート・アップ・ステート・マシ
ン・クロック（osc_int）オプションビットとして強制し
ます。

RU_RECONFIG_TRIGGER_CO
NDITIONS

0x18 5 読み出し コンフィグレーション・トリガー条件を読み出します。

continued...   
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レジスター名 アドレス・オフセ
ット

幅 R/W 説明

• ビット 4—nconfig_source: 外部コンフィ
グレーション・リセット(nCONFIG)アサーショ
ン。

• ビット 3—crcerror_source:アプリケーシ
ョン・コンフィグレーション中の CRC エラー。

• ビット 2—nstatus_source:エラーの結果
として外部デバイスによってアサートされた
nSTATUS。

• ビット 1—wdtimer_source: ユーザーのウ
ォッチドッグ・タイマーのタイムアウト。

• ビット 0—runconfig_source: ロジックア
レイからトリガーされたコンフィグレーション・リ
セット

RU_RESET_TIMER 0x1C 1 書き込み このレジスターに値 1 を書き込んで、リモート・アップ
デートのリセットタイマーをトリガーします。 IP コア
は自動的にリセットパルスをトリガーして、リモート・
アップデートのタイマーピンをリセットします。

RU_RECONFIG 0x1D 1 書き込み このアドレスに値 1 を書き込んで、新しいイメージか
らのリコンフィグレーションをトリガーします。 IP コ
アは 1 を reconfig リモート・アップデートのピン
に設定します（プロセスが完了するまでこの値を保持
する）。

1.4.7.3. ソースマッピングの読み出し

表 21. ソースマッピングの読み出し
• 表に、アドレスオフセットとその読み出しソース値を示します。

• これらの組み合わせは、コントロール・ステータスレジスター信号でサポートされているすべての操作を説明するために使用され
ます。

レジスター名 アドレス・オフセット ソース値の読み出し

RU_MASTER_SM_CURRENT_STATE_MODE 0x0
0x1
0x2
0x3

00
01
10
11

RU_FORCE_EARLY_CONF_DONE 0x4
0x5
0x6
0x7

00
01
10
11

RU_WATCHDOG_TIMEOUT 0x8
0x9
0xA
0xB

00
01
10
11

RU_WATCHDOG_ENABLE 0xC
0xD
0xE
0xF

00
01
10
11

RU_BOOT_ADDRESS 0x10
0x11
0x12
0x13

00
01
10
11
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レジスター名 アドレス・オフセット ソース値の読み出し

RU_FORCE_INTERNAL_OSC 0x14
0x15
0x16
0x17

00
01
10
11

RU_RECONFIG_TRIGGER_CONDITIONS 0x18
0x19
0x1A
0x1B

00
01
10
11

RU_RESET_TIMER 0x1C N/A

RU_RECONFIG 0x1D N/A

1.4.8. 専用リモート・システム・アップグレード回路

QuartusII ソフトウェアでプロジェクトのコンパイラ設定で圧縮をイネーブルするには、以下のステップ
を実行します。

1. Assignments メニューで、Device をクリックします。

2. Device ダイアログボックスで、Device and Pin Options をクリックします。

3. Device and Pin Options ダイアログボックスで Configuration タブをクリックします。

4. Configuration Mode リストから Remote を選択します（）。

5. OK をクリックします。

6. Settings ダイアログボックスで OK をクリックします。

1.5. フラッシュ・メモリー・プログラミング・ファイル

JTAG インターフェイスまたはアクティブ・シリアル・インターフェイスを使用して、フラッシュメモリー、
EPCS、EPCQ、および EPCQ-L をプログラムできます。インターフェイスに応じて、JTAG 間接設定
（.jic）ファイルまたは生のプログラミング・データ（.rpd） ファイルを生成します。

表 22. プログラミング・インターフェイスに基づくフラッシュ・メモリー・プログラミング・ファイル

プログラミング・インターフェース 使用したフラッシュ・メモリー・プロ
グラミング・ファイル

説明

JTAG Interface .jic .jic ファイルは、デザインのシリアルフラッシュローダー IP コアをイン
スタンス化して、フラッシュと JTAG インターフェイスの間にブリッジを
形成します。

アクティブ・シリアル・インターフェ
イス

.rpd プログラミング・データは、フラッシュケーブルとダウンロード・ケーブル
の間で直接転送されます。

アプリケーション・イメージのみを更新するには、次のいずれかを実行できます。

• .jic ファイルを再コンパイルし、プログラミング・ファイルの変換ツールでのみ新しいアプリケー
ション・イメージを選択します。

• .rpdを生成し、ASMIIP または外部コントローラーを使用して EPCQ-L をファイルおよびプログ
ラムします。
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関連情報
• インテル Quartus Prime ソフトウェアでのインテル FPGA のパラレル・フラッシュ・ローダの使

用」を参照してください。

• ASMI Parallel Intel FPGA IP コアユーザー

1.6. デザイン・サンプル

1.6.1. インテル Arria 10 リモート・アップデートのデザイン例

インテル Arria 10 デザイン例では、Avalon-MM インターフェイスを使用しています。 Intel は、次の
ハードウェアとソフトウェアを使用して、デザイン例を作成します。

• インテル Quartus Prime バージョン 15.0

• 10AX115S3F45I2SGE2FPGA デバイスを搭載したインテル Arria 10 開発キット

ハードウェアでデザインをテストするには、次の手順を実行します。

1. PC 上の作業ディレクトリーにデザイン例の内容を解凍します。

2. Convert ProgrammingFile を使用して、3 つの.sof ファイルを 1 つに .jicを変換します。
File メニューの Convert Programming Files をクリックして、以下に示すように詳細を選
択します。

• プログラミング・ファイル・タイプ： JTAG 間接設定ファイル（.jic）。
• コンフィグレーション・デバイスの選択： EPCQL1024。

• モード: Active Serial

• 希望の場所にファイル名を設定します。

• Flash loader: add device をクリックして、10AX115S2E2 を選択します 。

• SOFT DATA PAGE_0: Add File をクリックして、 開始アドレスをに設定してファクトリー・
イメージを選択します <auto>。

• SOFT DATA PAGE_1: Add File をクリックして、　開始アドレスが 0x2000000 のアプリ
ケーション・イメージファイルを選択します。このアプリケーション・イメージ・ファイルの圧縮が
有効になっています。

• SOFT DATA PAGE_2: Add File をクリックして、開始アドレスが 0x4000000 のアプリケ
ーション・イメージファイルを選択します。このアプリケーション・イメージ・ファイルの圧縮が有
効になっています。

• Generate をクリックします。

• .jicのダイアログボックスが正常に生成されたファイルが表示されると OK をクリックしま
す。

3. シンプルなデザインを実行するには、以下の手順に従ってください。

a. .jic ファイルのプログラミング後 、ボードの電源を入れ直すと、すべての LED が点灯しま
す。現在、ファクトリー・イメージになっていることを示しています。

b. システムコンソールに移動し、 FI_SysConsole_try.tclを位置しています。source
FI_SysConsole_try.tclを入力します。

1 つの LED のみが点灯し、アプリケーション・イメージ 1 に正常に移動したことを示します。ウォッ
チドッグ・タイムアウト後、すべての LED が点灯し、ファクトリーのイメージに戻ります。
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注
意: 

ファクトリーのイメージから直接アプリケーション・イメージ 2 に移動するには、コメントアウ
トします。 write boot address to App1コメントをコメントアウトします。そして、
FI_SysConsole_try.tcl ファイルでの write boot address App2コメント
を外します。

4. 複数の SOF ページを含むデザインのブートページ選択の設定：

a. ブートページを選択するには、Option/Boot Info のボタ Convert Programming
File をクリックします。

b. Active Serial Boot Info ウィンドウで、Boot from page ドロップダウンメニューから
利用可能なページを選択します 。デフォルトでは、ページ番号は page_0 に設定されます。

c. アプリケーション・イメージの場合、ページ番号をページ 1 また ページ 2 に変更します。 。

関連情報
Avalon-MM インターフェイス・デザイン例を使用した IntelArria10 リモート・システム・アップデート

1.6.2. Cyclone V リモート・アップデートのデザイン例

Intel は、次のハードウェアとソフトウェアを使用して、デザイン例を作成します。

• インテル Quartus Prime バージョン : 13.0

• 5CEFA7F31C7ESFPGA デバイスを備えた Cyclone V 開発キット

ハードウェアでデザインをテストするには、次の手順を実行します。

1. PC 上の作業ディレクトリーにデザイン例.zip ファイルの内容を解凍します。

2. インテル Quartus Prime ソフトウェアで、File の Open Project をクリッします。

3. アプリケーション・イメージをコンパイルします。

a. ファイルを解凍したフォルダーを参照して選択し、Application_Image.qpfファイルを
テキスト・エディターで開きます。

b. "Do you want to overwrite the database for C:/your working directory/
Application_Image.qpf created by Quartus II 64-Bit Version 13.0.a Build 232
Service Pack 1 SJ Full version?」メッセージボックスで Yes をクリックします。

c. Processing メニューで Start Compilation を選択します。

d. 完全なコンパイルが成功したダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックします。
Application_Image.sofは、c:\your working directory
\output_filesに生成されます。

e. Processing メニューで Start Compilation をクリックします。

4. ファクトリー・イメージをコンパイルします。

a. ファイルを解凍したフォルダーを参照して選択し、shift_clk.doファイルをテキスト・エデ
ィターで開きます。

b. メッセージボックス」「Do you want to overwrite the database for C:/your
working directory/Application_Image.qpf created by Quartus II 64-
Bit Version 13.0.a Build 232 Service Pack 1 SJ Full version?」で[Yes をクリックし
ます。

c. Processing メニューで Start Compilation ボタンをクリックします。
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d. 完全なコンパイルが成功したダイアログボックスが表示されたら、OK をクリックします。
Factory_Image.sofは、c:\your working directory\output_filesに
生成されます。

5. File メニューで Convert Programming Files をクリックして、以下に示すように詳細を選
択します。

• Programming File タイプ： JTAG Indirect Configuration File (.jic)

• Select Configuration Device: EPCQ 128

• Mode: Active Serial x4

• File name: c:/your working directory/output_file.jic

• Flash loader: add device をクリックして、5CEFA7ES を選択します。

• SOFT DATA PAGE_0: Add File をクリックして、ファクトリー・イメージ・ファイル
（SVRSU.sof）を選択します。

• SOFT DATA PAGE_1:Add File をクリックして、ファクトリー・イメージ・ファイル
（Application_Image.sof）を選択します。

• Generate をクリックします。

• 正常に生成された.jic ファイルのダイアログボックスが表示されたとき OK をクリックします。

6. ツールメニューで、Programmer をクリックして、次の手順に従います。

a. ボードの電源が入っていて、インテル FPGA ダウンロード・ケーブルがコンピューターとボード
の間に接続されていることを確認してください。 このデザイン例では、インテル FPGA ダウン
ロード・ケーブルモードと JTAG モードを使用しています。

b. Auto Detect をクリックします。

c. 5CEFA7ES を右クリックして、change file を選択します。

d. output_file.jicを参照してください。これは前の手順で生成されました。

e. Program/Configure チェックボックスをオンにして、Start をクリックします。

f. コンフィグレーション成功は、FPGA が正常にコンフィグレーションされたことを示します。

関連情報
• Cyclone V リモート・システム・アップデートのデザイン例

• AN 603:アクティブ・パラレル・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
Arria II GX、Stratix III、および StratixIV デバイスのリファレンス・デザインに関する詳細情
報を提供します。

1.7. リモート・アップデート の Intel FPGA IP ユーザーガイドアーカイブ

IP のバージョンは、インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョンと v19.1 ま
で一致します。インテル Quartus Prime デザインスイートのソフトウェア・バージョン 19.2 以降では、
IP コアには新しいバージョン管理スキームがあります。
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IP コアバージョンがリストされていない場合は、以前の IP コアバージョンのユーザーガイドが適用されます。

IP コアバージョン ユーザーガイド

16.0 Altera Remote Update IP Core User Guide

15.1 Altera Remote Update IP Core User Guide

15.0 Altera Remote Update IP Core User Guide

14.0 Altera Remote Update IP Core User Guide

1.8. リモート・アップデートの Intel FPGA IP ユーザーガイドの改訂履歴

ドキュメント・バージョン インテル Quartus
Prime バージョン

変更内容

2021.07.13 18.0 • リモート・システム・コンフィグレーション・モードのトピックで、ファクトリー・イメージ
へのフォールバックを説明する新しいメモを追加。

• パラメータ設定トピックの POF チェック機能の説明を更新。

2020.02.11 18.0 リモート・システム・アップグレード回路の有効化のセクションを更新。

2019.12.24 18.0 • インテル Arria 10 およびインテル Cyclone 10 デバイスのセクションを更新しまし
た。
— 新しいトピック：初期 RSU 画像の生成を追加。
— リモート・システム・コンフィグレーション・モードのトピックの説明を更新。

2019.10.22 18.0 • 新しいトピック：
— Remote System Upgrade State Machine
— Switching from Factory to Application Image or from Initial

Application Image to Other Application Image
を追加。

2019.04.26 18.0 • インテル Cyclone 10 GX および LP デバイスのサポート情報を追加。
• 図: リモート・システム・アップグレードの高レベルのブロック図のアクティブな並列コ

ンフィグレーション・スキームのラベルを「CycloneIVE デバイスのみ」に更新。
• リモート・システム・コンフィグレーション・コンポーネント Cyclone IV と インテル

Cyclone 10 LP デバイスの表のページモード機能とファクトリー・コンフィグレーショ
ン・コンポーネントの詳細を更新。

• 表の「上位 12 ビット」の明確さを高めるために「左端または 上位ビット」を追加する
ことにより、ウォッチドッグ・タイマーの詳細を更新。

2019.01.09 18.0 • 表の表の説明： Cyclone IV デバイスのリモート・アップデートの Intel FPGA IP コ
ア Avalon-MM レジスターマップを更新。

2018.11.26 18.0 • ドキュメントの名前を次のように：リモート・アップデートの Intel FPGA IP ユーザー
ガイド更新。

• 図： 典型的なリモートシステムのアップグレード・プロセスを更新。
• 図の下のメモ： 典型的なリモートシステムのアップグレードプロセスを更新。
• メモ動作例波形を更新。
• 表： リモート・アップデートの Intel FPGA IP のコアパラメーター インテル Arria

10 デバイス の説明を更新するには リコンフィグレーション POFチェックを有効
にするを更新。

• 商標を「インテル」へ変更。
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表 23. 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2017 年 4 月 2017.04.10 • リモート・アップデート・モードでのファクトリーとアプリケーション・コンフィ
グレーション間の遷移を更新。

• 冗長なステートメントアルテラリモート・アップデート IP コアの Avalon-
MM を削除。

• リモート・アップデート操作 テーブルを更新。

2016 年 10 月 2016.10.31 • Arria 10 デバイスと Arria II、Arria V、Cyclone V、Stratix IV、および
StratixV デバイスの表: パラメーターを更新。

• パラメーター設定 テーブルで.Avalonインターフェイスのサポートを
追加する　のパラメーター 追加。

2016 年 6 月 2016.06.01 • プログラミングファイルの変換 の設定 Arria10 リモート・アップデートのデ
ザイン例を更新た 。

• ローカル更新モード機能への参照を削除。

2016 年 5 月 2016.05.02 • 推奨 F を追加 MAX アルテラのリモート・アップデート IP コア用を追加。。
• Cyclone III および Cyclone IV デバイスのリモート・アップデート動作を

追加。
• Direct-to-application を使用する際の PCIe のタイミング違反の可能性

に関する注釈を追加。
• 固定のコンフィグレーション・イメージの開始アドレスの設定に関するユーザ

ーへの推奨の注釈を追加。
• 専用リモート・システム・アップグレード回路

2015 年 12 月 2015.12.14 RU_RECONFIG_TRIGGER_CONDITIONS Cyclone VAvalon-MM インタ
ーフェイスレジスターの説明を更新。

2015 年 11 月 2015.11.17 • プログラミン・グファイルの変換設定のページの説明を
SOFTDATAPAGE_0 から SOFTDATAPAGE_1 に更新。

• リモート・システム・アップグレード用の高レベルコンフィグレーション・スキ
ームのブロック図を追加。

• コンフィギュレーション・フラッシュ・メモリーのプログラミング時間
• Arria10 デバイスのデザイン例を追加。

2015 年 6 月 2015.06.15 • Quartus　II ソフトウェア・バージョン 15.0 の Avalon-MM インターフェ
イスサポートを追加。

• Avalon-MM インターフェイスのコントロールステータスレジスターとレジ
スターマップ定義のテーブルを追加。

• Avalon-MM インターフェイスの読み出しおよび書き込み操作の手順を追
加。

• Arria 10 デバイスの読み出し、書き込み、タイマーのリセット、ctl_nupdt、
およびリコンフィグレーション操作の波形例を追加。

• Quartus II ソフトウェア・バージョン 13.1 およびバージョン 15.0 から段
階的に廃止される予定のデバイスファミリーの情報を含むよう、デバイス・サ
ポートの項を更新。

2015 年 4 月 2015.04.07 デザイン例のリンクを追加。

2015 年 1 月 2015.01.23 Arria 10 リモートシステムコンフィグレーションモードのフロー図を更新。

2014 年 12 月 2014.12.15 • POF チェック機能の説明と無効なコンフィグレーション・イメージの例を更
新。

• 説明、ポート、およびパラメーターを含む Arria10 デバイスのサポートを追
加。

• 古いデザイン例を現在のアプリケーションデザイン例に置き換え。
continued...   
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日付 バージョン 変更内容

2014 年 6 月 2014.06.30 • MegaWizard Plug-In Manager の情報を IP カタログに置き換え。
• IP コアのアップグレードに関する一般的な情報を追加。
• 標準的なインストールおよびライセンス情報を追加。
• 古いデバイスサポートの情報を削除。IP コアのデバイスサポートは IP カタ

ログとパラメーター・エディターで利用可能。
• すべてのデバイスで 20–MHz fMAX を使用することを推奨する注を追加。

2014 年 5 月 2014.05.13 • Quartus II ソフトウェア・バージョン 13.1 およびバージョン 14.0 から段
階的に廃止される予定のデバイスファミリーの情報を含むよう、デバイス・サ
ポートの項を更新。

• リモート・システム・コンフィグレーション・モード、リモート・システム・コンフ
ィグレーション・コンポーネント、パラメーター設定、ポート、およびデバイス
の各グループの param の内容をリコンフィグレーション。詳細については
デバイス・サポートの章を参照してください。

2013 年 8 月 2013.08.16 Cyclone IV デバイスにおけるパラメーターのアクティブ・シリアル・リモート・コ
ンフィグレーション・モード、出力ポート、およびアクティブ・シリアル・リモート・コ
ンフィグレーション・モードのデバイス・サポートを追加。

2013 年 7 月 2013.07.12 • アプリケーション・コンフィグレーションの有効性を確認するためのウォッチ
ドッグ reset_time要件を含むよう、ウォッチドッグ・タイマーを更新。ウ
ォッチドッグ・タイマー機能をサポートするデバイスをリスト。

• デバイス・サポートの項を更新。
• アクティブ・シリアル・コンフィグレーション・モードはリモート・コンフィグレ

ーション・モードのサブセットであることを明確化するため、「アクティブ・シリ
アル・リモート・コンフィグレーション・モード」を追加。また、このモードは
EPCS デバイスでのみ使用可能であることも明示。

• 「リモート・システム・コンフィグレーション・モード」で、コンフィグレーション・
ハンドブックへのリンクを追加。

• Cyclone IV デバイスの章で「リモート・コンフィグレーション・モード」を更
新。Cyclone IV E デバイスが AP コンフィグレーション手法をサポートする
旨の記述を追加し、コンフィグレーションおよびリモート・システム・アップグ
レードへのリンクも追加。

• ローカル・コンフィグレーション・モードはユーザー・ウォッチドッグ・タイマー
機能をサポートしないことを明確化するため、「リモート・システム・コンフィ
グレーション・コンポーネント」を更新。

• 「ページ・モード機能の入力ポート」への相互参照を追加。
• 「パラメーター」を更新。GUI パラメーター設定の値とサポートされるデバイ

スを更新。
• デフォルトのファクトリー・コンフィグレーション・アドレスは Cyclone V デ

バイスに適用されないことを明確化するため、「ファクトリー・コンフィグレー
ション」を更新。

2013 年 7 月 2013.07.12 • Cyclone III および Cyclone IV デバイスのリモート・アップデート動作を
追加。

• data_in[]ポートへの Arria V および Cyclone V のサポートを含むよう
「入力ポート」を更新。

• スタンドアロンとして Param[]を追加。
• リコンフィグレーション・トリガー条件パラメーターへの Arria V および

Cyclone V のサポートを含むよう、「パラメーター・タイプおよび対応するパ
ラメーター・ビット幅のマッピング」を更新。また、Arria V、Cyclone V、およ
び Stratix V デバイスの情報を含むよう、「Page Select」パラメーターを更
新。

• 「パラメーター・タイプおよび対応するパラメーター・ビット幅のマッピング」
を更新。「コンフィグレーション・モード（AnF）」の情報を更新。

• Cyclone III デバイスファミリーの章で「入力ポート」を更新。コンフィグレー
ション、デザイン・セキュリティー、およびリモート・アップグレードへのリンク
を追加。

• 「入力ポート」を更新。reset_timer信号の立ち下りエッジはユーザー・ウ
ォッチドッグ・タイマーのリセットをトリガーすることを明確化。
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日付 バージョン 変更内容

• 「出力ポート」を更新。data_out[] ポートの 24 ビット・バスへの Arria
II、Arria V、Cyclone V、Stratix IV、および Stratix V デバイスのサポート
を追加。

• ナレッジ・ベースの項を追加。
• 「シミュレーション」を追加。シミュレーションは Arria GX、Stratix、および

Stratix II デバイスでのみ実行可能であることを明確化。

2012 年 2 月 3.0 param[]パラメーターへの Cyclone IV のサポートを追加。

2010 年 8 月 2.5 Quartus II ソフトウェア v10.0 向けに更新。
• デバイスファミリーへのサポートの項を更新。
• 「仕様」の章にパラメーターの表を追加。
• 「仕様」の章に新しいパラメーターとポートを追加。
• 「仕様」の章に新しくプロトタイプと宣言の項を追加。
• デザイン例の図と手順を更新。

2009 年 4 月 2.4 Quartus II ソフトウェア v9.0 向けに更新。
• 項を更新。
• サポートされるデバイスの 高クロック周波数（fMAX）を追加。
• ポートおよびパラメーターの表を更新。

2007 年 5 月 2.3 Quartus II ソフトウェア v7.1 向けに更新。
• Arria GX デバイスへのサポートを含めるよう更新。
• Cyclone III デバイスの情報を含めるよう更新。
• 「参考資料」のセクションを追加。

March 2007 2.2 第 1 章を更新。Cyclone III のサポートを追加。

2006 年 12 月 2.1 第 1 章を更新。Stratix III のサポートを追加。

2006 年 9 月 2.0 Quartus II ソフトウェア・バージョン 6.0 向けの一般的な更新。スクリーンショ
ットを追加し、第 3 章に ModelSim®-Altera シミュレーション・ツールの項を追
加。

2005 年 3 月 1.0 初版。
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