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アルテラの仮想 JTAG（altera_virtual_jtag）メガファンクション IP コアは、JTAG インターフェイ
スを介して PLD ソースへのアクセスを提供します。この IP コアは、アルテラのデバイス・アー
キテクチャーに最適化されています。独自のロジックをコーディングする代わりに IP コアを使
用すると、貴重な設計時間を節約でき、より効率的なロジック合成とデバイスの実装が可能にな
ります。パラメーターを設定することにより、IP コアのサイズを調整できます。

関連情報
Introduction to Altera IP Cores

概要

仮想 JTAG IP コアは On-Chip Debugging Tool Suite の 1 つの機能であり、この IP コアを使用する
と、デバイス上の I/O ピンを使用せずに JTAG ポートを介してデザインをモニターし、更新、お
よびデバッグするための独自のソフトウェア・ソリューションを作成することができます。
Quartus® II ソフトウェアまたは JTAG 制御ホストは、この IP コアの各インスタンスを一意のイン
デックスで識別します。各 IP コアのインスタンスは、デバイスの JTAG 動作に似たフローで機
能します。このインターフェイスを使用するロジックは、インスタンスがアクティブになった時
に、PLD デバイスの代わりに JTAG チェーンの連続性を維持する必要があります。
仮想 JTAG IP コアを使用すると、効率的で高速で生産的なデバッグ・ソリューションを設計する
ことができます。デバッグ・ソリューションは、他のロジック・アナライザーを使用してデザイ
ンをデバッグする評価テストの一部、またはエンベデッド・ロジック・アナライザーを実行する
ホストを持たない製品テストの一部として使用できます。デバッグ機能に加えて、仮想 JTAG IP
コアを使用すると、デバイスの JTAG ポートを介してシングルチャネルまたは複数のシリアルチ
ャネルを提供することができます。アプリケーションでシリアルチャネルを使用して、データを
キャプチャ－したり、ロジックのさまざまな部分にデータを強制的に送信したりすることができ
ます。
On-Chip Debugging Tool Suite の各機能は、オンチップリソースを活用して、テスト中のロジック
に対するリアルタイムの可視化を実現します。ランタイム時に、各ツールは JTAG 接続を共有
し、収集されたテストデータを Quartus II ソフトウェアに送信して解析します。ツールセット
は、一連の GUI、IP コア、および Tcl API（Application Programming Interface)で構成されていま
す。GUI は、テスト信号のコンフィグレーションと、デバッグ中にキャプチャ－されたデータの
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視覚化を提供します。Tcl スクリプト・インターフェイスは、ランタイム時に自動化を提供しま
す。
仮想 JTAG IP コアにより、FPGA コアロジックにルーティングされた JTAG 制御信号への直接な
アクセスが可能となり、JTAG リソースを精細に制御でき、JTAG リソースを汎用シリアル通信イ
ンターフェイスとして開くことができます。ランタイム時にデバイスにトランザクションを送
受信するための完全な Tcl API が用意されています。JTAG ピンはランタイム時に容易にアクセ
スできるため、この IP コアによりデバイス内部の JTAG スキャンチェーンを簡単にカスタマイ
ズでき、デバッグ・アプリケーションの作成に使用できます。
デバッグ・アプリケーションの例には、アナライザー・インスタンスに接続されたテスト信号を
実行することにより SignalTap® II Logic Analyzer によって評価される誘発トリガー条件、デザイ
ンの試作段階でのフロント・パネル・インターフェイスの置換、テスト中のデザインを実行する
ためのテストベクトルの挿入などがあります。
このインフラストラクチャーは、SignalTap II Logic Analyzer などのアルテラ固有のアプリケーシ
ョンおよびユーザー・アプリケーションで使用するための JTAG プロトコルの拡張です。

IP コアのインストールとライセンス取得
ソフトウェアのインストールは FPGA IP ライブラリーを含みます。このライブラリーは追加の
ライセンスなしで製品使用に役立つ IP コアの機能を提供しています。ライブラリーの一部の IP
機能では、製品に使用する場合に個別のライセンスを購入する必要があります。OpenCore® 機能
を使用すると、 ソフトウェアのシミュレーションおよびコンパイル時に FPGA IP コアを評価す
ることができます。機能性とパフォーマンスにご満足の場合、Self Service Licensing Center ページ
で任意の FPGA 製品のライセンス番号を取得できます。
ソフトウェアはデフォルトで IP コアを以下のロケーションにインストールします。

図 1: IPコアのインストール・パス

intelFPGA(_pro*)

quartus - Contains the Quartus Prime software
ip - Contains the IP library and third-party IP cores

altera - Contains the IP library source code
<IP core name> - Contains the IP core source files  

表 1: IP コアのインストレーション・ロケーション

ロケーション ソフトウェア プラットフォーム

<drive>:\intelFPGA_pro\quartus\ip\

altera

Windows

<drive>:\intelFPGA\quartus\ip\altera Windows

<home directory>:/intelFPGA_pro/

quartus/ip/altera

Linux
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ロケーション ソフトウェア プラットフォーム

<home directory>:/intelFPGA/quartus/

ip/altera

Linux

On-Chip Debugging Tool Suite
On-Chip Debugging Tool Suite は、デザインのリアルタイム検証を提供し、以下のツールを含みま
す。

表 2: On-Chip Debugging Tool Suite

ツール 概要 典型的な使用状況

SignalTap II Logic Analyzer このツールは、FPGA リソースを
使用してテストノードをサンプ
リングし、情報を Quartus II ソフ
トウェアに出力して表示および
分析します。

予備のオンチップメモリーが
あり、ハードウェアで動作す
るデザインの機能検証が必要
な場合に使用します。

SignalProbe このツールは、最後の配置配線か
らの結果を保存しながら、内部信
号を I/O ピンにインクリメンタ
ルにルーティングします。

予備の I/O ピンがあり、外部
ロジック・アナライザーまた
はオシロスコープのいずれか
を使用して、少数の制御ピン
の動作をチェックする必要が
ある場合に使用します。

Logic Analyzer Interface (LAI) このツールは、比較的大量の信号
を少数の予備の I/O ピンに多重
化します。 LAI を使用すると、
JTAG 接続を介して I/O ピンに切
り替える信号を選択できます。

オンチップメモリーが限られ
ており、外部ロジック・アナ
ライザーを使用して検証した
い大量の内部データバスがあ
る場合に使用します。
Tektronics や Agilent などのロ
ジック・アナライザーのベン
ダーは、使いやすさを向上さ
せるためにツールとの統合を
提供しています。

In-System Memory Content
Editor

このツールは、オンチップメモリ
ーを表示し、編集することを可能
にします。

Nios® II プロセッサー・アプリ
ケーションの命令キャッシュ
またはデータキャッシュの内
容を表示および編集する必要
がある場合に使用します。
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ツール 概要 典型的な使用状況

In-System Sources and Probes このツールは、JTAG インタフェ
ースを使用して、内部ノードとの
間で論理値をドライブおよびサ
ンプリングする方法を提供しま
す。

FPGA デザイン用の仮想ボタ
ンを備えたフロントパネルを
プロトタイプ化する必要があ
る場合に使用します。

Virtual JTAG Interface このツールは、独自のカスタム・
アプリケーションを開発できる
ように JTAG インターフェイス
を開きます。

大量のテストベクトルを生成
し、JTAG ポート経由でデバイ
スに送信して、ハードウェア
で実行されているデザインを
機能的に検証したい場合に使
用します。

関連情報
System Debugging Tools Overview

仮想 JTAG IP コアのアプリケーション
仮想 JTAG IP コアのインスタンスを HDL コードで 1 つまたは複数インスタンス化することがで
きます。合成中、Quartus II ソフトウェアは各インスタンスに一意の IDを割り当て、各インスタ
ンスが個別にアクセスされるようにします。仮想 JTAG IP コアのインスタンスを最大 128 個イ
ンスタンス化できます。以下の図は、IP コアの複数のインスタンスを持つデザインの典型的な
アプリケーションを示しています。

図 2: アプリケーションの例

Logic

Logic

JTAG

sld_virtual_jtag

sld_virtual_jtag

tck

tms

trst

tdi

tdo
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ハブは、単一の JTAG リソースを共有する複数のアプリケーション間で自動的にアービトレーシ
ョンします。したがって、IP コアを SignalTap II Logic Analyzer などのオンチップ・デバッグ・ア
プリケーションと併用することで、デバッグの可視性を高めることができます。また、IP コア
を使用して、以下のアプリケーションを含め、ランタイム時にテスト中のデザインからの応答を
求める簡単なスティミュラス・パターンを提供することもできます。
• ロジックの内部部品の値を診断、サンプリング、および更新する。 この IP コアを使用する
と、ハードウェアデバイスの内部カウンターおよびステートマシンの値を簡単にサンプリン
グして更新できる

• ハードウェアをデバッグする Tcl コマンドを使用して独自のカスタム・ソフトウェア・デバッ
グ IP を構築する。この IP は、デザイン内の仮想 JTAG IP コアのインスタンスと通信する

• 仮想入力と出力を実現するようにデザインを構築する
• マイクロプロセッサーが JTAG チェーンを制御するシステム向けにデバッグ・ソリューション
を構築する場合は、JTAG 制御がマイクロプロセッサーに搭載されている必要があるため、
SignalTap II Logic Analyzer は使用できない。Tcl コマンドからダイレクト・マイクロプロセッサ
ーへの JTAG ポート用の低レベルのコントロールを使用することにより、デバイスコア内の仮
想 JTAG IP コアと通信できる

JTAG プロトコル
JTAG プロトコル（IEEE 1149.1 として標準化されている）の本来の目的は、製造段階での PCB 相
互接続性テストを簡素化することでした。リード間隔と FPGA パッケージの緊密度が高まり、集
積回路（IC）ピンへのアクセスが制限されたため、「Bed-of-nails」の試験装置など従来のプロー
ブ技法によるテストは不可能となりました。JTAG プロトコルは、I/O リングの近くに配置され
たシフトレジスター・チェーンを介して、IC ピンへの物理的アクセスの必要性を緩和します。
BSC（バウンダリー・スキャン・セル）とも呼ばれ、I/O リングの近くにあるこのレジスターの
セットは、I/O ピンに値をサンプリングして強制的に出力します。JTAG に準拠した IC の BSC は
シリアル・シフト・チェーンにデイジーチェーン接続され、シリアル・インターフェイスを介し
て駆動されます。
バウンダリー・スキャン・テスト中、ソフトウェアはテストデータをシリアル・インターフェイ
ス経由で選択 IC の BSC にシフトアウトします。このテストデータは、影響を受ける BSC に接続
されたピンに既知のパターンを強制します。PCB トレースのもう一方の端にある隣接する IC が
JTAG に準拠している場合、隣接 IC の BSC はテストパターンをサンプリングし、BSC を解析の
ためにソフトウェアに戻します。以下の図は、バウンダリー・スキャン・テストの概念を示して
います。
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図 3: IEEE Std. 1149.1 バウンダリー・スキャン・テスト
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JTAG インターフェイスは、あらゆる情報をデバイスに移行し、フットプリントを低く抑え、す
べてのアルテラのデバイスで利用できるため、汎用通信インターフェイスと見なされます。バウ
ンダリー・スキャン・アプリケーションに加えて、アルテラのデバイスは、Quartus II ソフトウ
ェアで利用可能なデバイス・コンフィグレーションやオンチップ・デバッグ機能などの他のアプ
リケーションに JTAG ポートを使用します。

関連情報
IEEE 1149.1 JTAG Boundary-Scan Testing

JTAG 回路のアーキテクチャー
JTAG 回路の基本アーキテクチャーは、以下のコンポーネントで構成されています。
• DRs（Data Registers）のセット
• IR（Instruction Register）
• データをアービトレーションするステートマシン（TAP（Test Access Port）コントローラーと
呼ばれる）

• 以下のピンで構成された 4 または 5 ピン・シリアル・インターフェイス
• データを IR および DR シフトレジスター・チェーンにシフトするために使用される TDI

（Test data in）
• IR および DR シフトレジスター・チェーンからデータをシフトするために使用される TDO

（Test data out）
• TAP コントローラーへの入力として使用される TMS（Test mode select）
• JTAG 回路のクロックソースとして使用される TCK

• TRST は TAP コントローラーをリセットする。 これは、規格 1149.1 で定義されたオプショ
ンの入力ピン

注意: TRST ピンは、Cyclone デバイスファミリーには存在しません。
DR のバンクは、JTAG 回路の主要データパスであり、すべての JTAG トランザクションのペイロ
ードデータを伝送します。各 DR チェーンは、特定の機能を果たすために専用されています。プ
ライマリーの DR チェーンはバウンダリー・スキャン・セルで形成されています。他の DR チェ
ーンは識別のために使用され、バウンダリー・スキャン・テスト中に IC をバイパスするか、ま
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たは IC ベンダーによって定義された機能を備えたレジスターチェーンのカスタムセットをバイ
パスします。アルテラは、オンチップ・デバッグ・アプリケーションなどの JTAG チェーンを通
信リソースとして必要とするユーザ定義の IP を備えた 2 つの DR チェーンを使用します。特
に、仮想 JTAG IP コアは、2 つの DR チェーンをユーザ定義のカスタム・アプリケーションに拡
張することを可能にします。
命令レジスター(IR)を使用して、TDI と TDO が接続する必要があるデータレジスター（DR）のバ
ンクを選択します。このレジスターは、データレジスターのバンクのためのアドレスレジスター
として機能します。各 IR 命令は、特定の DR チェーンにマッピングされます。
JTAG 回路（IR および DR レジスターチェーン）の一部であるすべてのシフトレジスターは、2
種類のレジスターで構成されています。それは、TDI ピンからの新しいシリアルシフト入力をキ
ャプチャするシフトレジスターと、各シフトレジスターに接続し、シフト時に現在の入力を保持
するパラレル・ホールド・レジスターです。パラレル・ホールド・レジスターは、新しいデータ
がシフトされた時の出力の安定性を保証します。
以下の図は、JTAG 回路の機能モデルを示しています。TRST ピンは規格 1149.1 のオプションピン
で、Cyclone デバイスでは使用できません。TAP コントローラーはハードコントローラーであり、
プログラム可能なリソースを使用して作成されるものではありません。TAP コントローラーの
主な機能は、テストデータを IR レジスターチェーンと DR レジスターチェーンの間でルーティ
ングすることです。
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図 4: JTAG 回路の機能モデル
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システムレベルのデバッグ・インフラストラクチャー
JTAG リソースを必要とするオンチップ・デバッギング・ツールは、2 つのデータレジスター・
チェーンパスを共有しており、これらのデータレジスター・チェーンパスは USER1 および USER0

命令で選択できます。データパスは、アルテラのデバイスのプログラマブル・ロジック・エレメ
ントで使用する JTAG 回路の拡張です。
JTAG リソースは複数のオンチップ・アプリケーション間で共有されるため、アービトレーショ
ン・スキームは、異なるアプリケーション間で USER0 と USER1 のスキャンチェーンがどのように
割り当てられるかを定義する必要があります。SLD（システム・レベル・デバッグ）インフラス
トラクチャーは、JTAG リソースを使用するすべてのプログラマブル・ロジック・アプリケーシ
ョンのシグナル・コンベンションとアービトレーション・ロジックを定義します。以下の図は、
SLD インフラストラクチャー・アーキテクチャーを示しています。
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図 5: システム・レベル・デバッグ・インフラストラクチャーの機能モデル
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SLD インフラストラクチャーのトランザクション・モデル
JTAG リソースを必要とするアプリケーションがある場合、Quartus II ソフトウェアは JTAG リソ
ースのアービトレーションを処理するために SLD インフラストラクチャーを自動的に実装しま
す。JTAG と任意の IP コアとの間の通信インターフェイスは、設計者にとって透過的です。
JTAG TAP コントローラーを除き、SLD インフラストラクチャーのすべてのコンポーネントは、
プログラマブル・ロジック・リソースを使用して構築されています。
SLD インフラストラクチャーは、JTAG プロトコルによって定義された IR/DR パラダイムを模倣
しています。各アプリケーションは命令レジスターと、JTAG 標準の命令レジスターおよびデー
タレジスターと同様に動作するデータレジスターのセットを実装します。各アプリケーション
によって実装された命令レジスターおよびデータレジスターのバンクは、USER1 と USER0 データ
レジスター・チェーンのサブセットであることに注意してください。SLD インフラストラクチャ
ーは、JTAG TAP コントローラー、SLD ハブ、および SLD ノードの 3 つのサブシステムで構成さ
れています。
SLD ハブは、各 SLD ノード間の TDI ピン接続をルーティングするアービターとして機能し、JTAG
TAP コントローラー・ステートマシンをミラーリングするステートマシンです。
SLD ノードは、エンド・アプリケーションのための通信チャネルを表します。SignalTap II Logic
Analyzer などの JTAG 通信リソースを必要とする IP の各インスタンスは、SLD ハブへの SLD ノ
ード・インターフェイスの形で独自の通信チャネルを持ちます。各 SLD ノード・インスタンス
には、独自の命令レジスターと DR チェーンのバンクがあります。デバイスで使用可能なリソー
スに応じて、最大 255 の SLD ノードをインスタンス化できます。
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ともに、sld_hub ノードと SLD ノードは、JTAG プロトコル内で仮想 JTAG スキャンチェーンを形
成します。各 SLD ノード・インスタンスの命令レジスターと DR トランザクションの両方が、
JTAG プロトコルの標準的な DR スキャンシフト内にカプセル化されているという意味では仮想
的です。
SLD ノードの命令レジスターとデータレジスターは、USER1 と USER0 のデータレジスターのサブ
セットです。SLD ノード IR/DR レジスターセットは JTAG プロトコルの IR/DR レジスターセッ
トの一部ではないため、SLD ノード命令レジスター（IR）およびデータレジスター（DR）チェ
ーンは VIR（Virtual IR）および VDR（Virtual DR）チェーンとして知られています。以下の図
は、SLD インフラストラクチャーのトランザクション・モデルを示しています。
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図 6: PLD アプリケーション向けの JTAG プロトコルの拡張
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SLD ハブ有限状態機械
SLD ハブはハード JTAG TAP コントローラー・ステートマシンから独立して TMS をデコードし、
内部 JTAG パス用の同等のステートマシン（「SLD ハブ有限状態機械」と呼ばれる）を実装しま
す。SLD ハブは、VIR チェーンおよび VDR チェーンに対して、TAP コントローラーが JTAG IR
および DR チェーンに対して実行する機能と類似する機能を実行します。このハブは、SLD ノー
ドを TDI ピンのアクティブパスとして使用可能にし、VIR と VDR レジスター間の TDI データを
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選択し、シフト・トランザクションの開始と停止を制御し、VIR と VDR のパラレル・ホールド・
レジスターとパラレル・シフト・レジスター間のデータフローを制御します。
VIR と VDR へのシフトはすべて DR シフト・トランザクション内にカプセル化されているため、
VIR と VDR のデータパスを選択するには追加の制御信号が必要です。SLD ハブは、USER1 コマ
ンドを使用して VIR データパスを選択し、USER0 コマンドを使用して VDR データパスを選択し
ます。
イネーブル信号のバンクを含むこの状態情報は、各 SLD ノードに転送されます。SLD ノードは、
sld_hub によって提供される制御状態に従って、VIR および VDR への更新を実行します。SLD ノ
ードは、TDI ピンと TDO ピンの間の連続性を維持する責任があります。
以下の図は、SLD ハブ有限状態機械を示しています。 アプリケーション設計に使用できるダイ
レクトステート信号はありません。

図 7: sld_hub 有限状態機械
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仮想 JTAG インターフェイスの概要
仮想 JTAG インターフェイスは、JTAG ポートへの通信インターフェイスを提供する SLD ノー
ド・インターフェイスを実装します。IP コアは、SLD ハブの一部である制御信号、すなわち JTAG
ポート信号、TAP コントローラーのすべての有限状態機械コントローラー状態、および SLD ハ
ブ有限状態機械を公開します。また、仮想 JTAG IP コアの各インスタンスには、SLD ノード用の
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仮想命令レジスター（IR）が含まれています。この IP コアのインスタンス化は、自動的に SLD
インフラストラクチャーを推定し、インスタンス化ごとに 1 つの SLD ノードが追加されます。
仮想 JTAG IP コアは、実際の JTAG ポートを反映するポート・インターフェイスを提供します。
このインターフェイスには、JTAG ポートピン、すべての JTAG 状態のワンホットデコード出力、
およびすべての仮想 JTAG 状態のワンホットデコード出力が含まれます。仮想 JTAG 状態は、
SLD ハブ有限状態機械からデコードされた状態です。ir_in ポートと ir_out ポートは、VIR との
間でのパラレル入出力です。VIR ポートは、アクティブな VDR データパスを選択するために使
用されます。JTAG 状態と TMS 出力ポートは、デバッグ目的でのみ提供されます。仮想 JTAG、
TDI、TDO、および IR 信号のみが IP コアの機能要素です。パラメーター・エディターを使用して
この IP コアを設定する時、TMS とデコードされた JTAG 状態を非表示にすることができます。
以下の図は、仮想 JTAG IP コアの入力ポートと出力ポートを示しています。 JTAG TAP コントロ
ーラー出力と TMS 信号は、情報提供のみを目的として使用されます。これらの信号は、パラメ
ーター・エディターの Create primitive JTAG state signal ports オプションを使用して公開するこ
とができます。

UG-SLDVRTL
2016.10.31 仮想 JTAG インターフェイスの概要 13

アルテラ仮想 JTAG（altera_virtual_jtag)IP コアのユーザーガイド Altera Corporation

フィードバック

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%A9%E4%BB%AE%E6%83%B3JTAG%EF%BC%88altera_virtual_jtag)IP%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(UG-SLDVRTL%202016.10.31)%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


図 8: 仮想 JTAG IP コアの入力ポートと出力ポート

入力

SLD ハブ有限状態機械
からのワンホットデコード出力

TAP コントローラー
からのワンホットデコード出力

入力ポート

表 3: 仮想 JTAG IP コアの入力ポート

ポート名 必須 概要 備考

tdo はい デバイスの TDO ピンにライ
トします。

14 入力ポート
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ポート名 必須 概要 備考

ir_out[ ] いいえ 仮想 JTAG 命令レジスター出
力。 この値は、virtual_

state_cir が High の度にキャ
プチャーされます。

入力ポート[SLD_IR_WIDTH-

1..0] ワイド。 このバスの
幅は、SLD_IR_WIDTH パラメ
ーターで指定します。

出力ポート

表 4: 仮想 JTAG IP コアの出力ポート

ポート名 必須 概要 備考

tck はい JTAG のテストクロックです。 デバイスピン TCK に直接接
続します。 すべての仮想
JTAG インスタンス間で共
有されます。

tdi はい デバイス上の TDI 入力デー
タ。 virtual_state_sdr が
High の時に使用されます。

すべての仮想 JTAG インス
タンス間で共有されます。

ir_in[ ] いいえ 仮想 JTAG 命令レジスターデ
ータ。 この値は使用可能で、
virtual_state_uir が High の
時にラッチされます。

出力ポート[SLD_IR_WIDTH-

1..0] ワイド。 このバスの
幅は、SLD_IR_WIDTH パラメ
ーターで指定します。

表 5: 上位レベルの仮想 JTAG 状態信号

ポート名 必須 概要 備考

virtual_state_cdr いいえ 仮想 JTAG が Capture_DR 状
態にあることを示します。

virtual_state_sdr はい 仮想 JTAG が Shift_DR 状態
にあることを示します。

この状態では、このイン
スタンスはこのデバイス
の JTAG チェーンを確立
するために必要です。

virtual_state_e1dr いいえ 仮想 JTAG が Exit1_DR 状態
にあることを示します。

virtual_state pdr いいえ 仮想 JTAG が Pause_DR 状態
にあることを示します。

Quartus II ソフトウェア
は Tcl コマンドを使用し
てこの状態を循環しませ
ん。
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ポート名 必須 概要 備考

virtual_state_e2dr いいえ 仮想 JTAG が Exit2_DR 状態
にあることを示します。

Quartus II ソフトウェア
は Tcl コマンドを使用し
てこの状態を循環しませ
ん。

virtual_state_udr いいえ 仮想 JTAG が Update_DR 状
態にあることを示します。

virtual_state_cir いいえ 仮想 JTAG が Capture_IR 状
態にあることを示します。

virtual_state_uir いいえ 仮想 JTAG が Update_IR 状
態にあることを示します。

表 6: 下位レベルの仮想 JTAG 状態信号

ポート名 必須 概要 備考

jtag_state_tlr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Test_Logic_Reset 状
態にあることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_rti いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Run_Test/Idle 状態
にあることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_sdrs いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Select_DR_Scan 状
態にあることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_cdr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Capture_DR 状態
にあることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_sdr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Shift_DR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_e1dr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Exit1_DR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。
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ポート名 必須 概要 備考

jtag_state_pdr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Pause_DR 状態に
あることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_e2dr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Exit2_DR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_udr いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Update_DR 状態に
あることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_sirs いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Select_IR_Scan 状
態にあることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_cir いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Capture_IR 状態に
あることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_sir いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Shift_IR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_e1ir いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Exit1_IR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_pir いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Pause_IR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_e2ir いいえ デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Exit2_IR 状態にあ
ることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

jtag_state_uir デバイスの JTAG コントロ
ーラーが Update_IR 状態に
あることを示します。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。

tms デバイスの TMS 入力ピンで
す。

すべての仮想 JTAG イン
スタンス間で共有されま
す。
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パラメーター

表 7: 仮想 JTAG パラメーター

パラメーター 型 必須 概要

SLD_AUTO_INSTANCE_INDEX 文字列 はい コンパイラーが仮想 JTAG インスタンス
にインデックスを自動的に割り当てるか
どうかを指定します。値は YES または
NO です。NO を指定すると、quartus_
map　ファイルで INSTANCE_ID の自動割
り当て値を見つけることができます。
NO を指定する場合は、INSTANCE_INDEX を
定義する必要があります。指定されたイ
ンデックスがデザイン内で一意でない場
合、コンパイラーは自動的にインデック
スをインスタンスに再割り当てします。
デフォルト値は YES です。

SLD_INSTANCE_INDEX 整数型 いいえ AUTO_INSTANCE_ID が YES に指定されてい
る場合、alt_virtual_jtag のすべてのイ
ンスタンスに固有の ID を指定します。
それ以外の場合は、この値は無視されま
す。

SLD_IR_WIDTH 整数型 はい この仮想 JTAG の命令レジスター ir_

in[ ] の幅を 1〜24 の間で指定します。
省略すると、デフォルトは 1 です。

仮想 JTAG IP コアのデザインフロー
仮想 JTAG IP コアのデザインには、以下のプロセスが含まれます。
• 所望の命令レジスター長で仮想 JTAG IP コアをコンフィグレーションし、IP コアをインスタ
ンス化する

• アプリケーションとのインタフェースのためのグルーロジックを構築する
• ランタイム時に仮想 JTAG インスタンスと通信する
仮想 JTAG IP コアには、JTAG のデータパスと制御信号に加えて、VIR が含まれています。命令
レジスターのサイズは、パラメーター・エディターで設定します。仮想 JTAG IP コア上の命令レ
ジスターポートは、VIR のパラレル出力です。virtual_state_uir 信号がアサートされた後、こ
のポートから更新された VIR 情報をリードすることができます。
IP コアをインスタンス化した後、アプリケーションとインターフェイスする VDR チェーンを作
成する必要があります。これを実行するには、仮想命令出力を使用して、どの VDR チェーンが
アクティブなデータパスであるかを判断してから、以下を作成します。
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• VIR のためのデコードロジック
• 各 VIR がマップする VDR チェーン
• VDR チェーンとアプリケーション・ロジック間のインターフェイス・ロジック
グルーロジックは、IP コアからデコードされたワンホット出力を使用して、シフトするタイミ
ングと VDR の更新タイミングを決定します。アプリケーション・ロジックは、非シフト仮想
JTAG 状態のいずれの状態中に、VDR チェーンとインタフェースします。
例えば、アプリケーション・ロジックは、virtual_state_uir 信号がアサートされた後に、JTAG
ポートからシフトインされた更新値をパラレルにリードすることができます。JTAG ポートから
シフトアウトする値をロードするなら、virtual_state_cdr 信号がアサートされた時にする必要
があります。最後に、TDO に情報をクロックアウトするためにシフトレジスターを有効にするな
ら、virtual_state_sdr のアサーション中にする必要があります。
TDI-to-TDO の接続を維持することは重要です。TDI-to-TDO データパスの接続を維持するために、
可能なすべての命令コードがアクティブなレジスターチェーンにマッピングされていることを
確認する必要があります。アルテラは、マッピングされていないすべての IR 値のアクティブレ
ジスターとしてバイパスレジスターを含めることを推奨します。
TCK（アルテラ・プログラミング・ケーブルを使用する場合、最大 10 MHz のクロック）は、SLD
インフラストラクチャー全体のクロックを提供します。メタステーブルの問題を回避するため
に、JTAG クロックドメインと残りのアプリケーション・ロジックとの間の適切なクロックドメ
イン・クロッシング向けのベスト・プラクティスに従ってください。デコードされた仮想 JTAG
状態信号は、VIR および VDR チェーンにおける安定した出力を決定するのに役立ちます。
デザインをコンパイルしてデバイスにダウンロードした後、quartus_stp 実行可能ファイルの
Tcl コマンドとアルテラのプログラミング・ケーブル（例えば、USB-Blaster™、MasterBlaster™、ま
たは ByteBlaster™ II ケーブル）を使用して VIR および VDR チェーンに直接シフト操作を実行で
きます。quartus_stp 実行可能ファイルは、Quartus II ソフトウェアで使用可能なすべてのオン
チップデバッグ機能用の Tcl コマンドを含むコマンドライン実行可能ファイルです。
以下の図は、仮想 JTAG IP コアの 1 つのインスタンスを含むデザインのコンポーネントを示して
います。赤で示された仮想 JTAG チェーンの TDI-to-TDO データパスは、DR レジスターのバンク
で構成されています。アプリケーション・ロジックへの入力は、VDR チェーンのパラレル出力
です。デコードされた状態信号は、VDR 出力が準備されている時のシフト・トランザクション
および信号の開始と停止を知らせるために使用されます。
IR_out ポート（図で示せず）は、FPGA コアロジックから VIR をパラレルにロードするために使
用できるオプションの入力ポートです。
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図 9: 単一の仮想 JTAG インスタンス化によるデザインのブロック図
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シミュレーション・モデル
仮想 JTAG IP コアには、VIR および VDR シフトを模倣するスティミュラスを提供する機能的シ
ミュレーション・モデルが含まれています。スティミュラスはパラメーター・エディターを使用
して設定できます。このシミュレーション・モデルは、機能検証にのみ使用でき、SLD ハブおよ
び SLD ノード-ハブ間インターフェイスの操作を提供しません。

ランタイム通信
仮想 JTAG IP コア用の Tcl API は、各仮想 JTAG インスタンスの VIR と VDR にアクセスするため
の一連のコマンドで構成されています。
これらのコマンドには、アルテラのプログラミング・ケーブルにアクセスし、各 VIR および VDR
へのシフト・トランザクションを発行するための基礎となるドライバーが含まれています。以下
の表は、仮想 JTAG IP コアで使用できる quartus_stp 実行可能ファイル内の Tcl コマンドを示し
ています。これらのコマンドは、カスタム・コントローラーを使用して JTAG チェーンを駆動す
るデザインを対象としています。
仮想 JTAG IP コアの各インスタンス化には、インスタンス・インデックスが含まれています。す
べてのインスタンスには順番に番号が付けられ、Quartus II ソフトウェアによって自動的に提供
されます。インスタンス・インデックスは、インスタンス・インデックス 0 から始まります。以
下の表に記載されている VIR および VDR シフトコマンドは、インスタンス・インデックスをデ
コードし、IP コア・インスタンスごとに SLD ハブにアドレスを提供します。IP コアのコンフィ
グレーション中に Quartus II ソフトウェアが提供するデフォルトのインデックスを上書きする
ことができます。
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以下の表は、仮想 JTAG IP コアで使用できる quartus_stp 実行可能ファイル内の Tcl コマンドを示
しています。これらのコマンドは、カスタム・コントローラーを使用して JTAG チェーンを駆動
するデザインを対象としています。

表 8: 仮想 JTAG IP コアの Tcl コマンド

コマンド 引数 概要

Device virtual ir shift -instance_index <instance_index>

-ir_value <numeric_ir_value>

-no_captured_ir_value (1)

-show_equivalent_device_ir_dr_shift
(1)

instance_index で指定された仮
想 JTAG インスタンスに対して
IR シフト操作を実行します。
ir_value は数値引数を取るこ
とに注意してください。

Device virtual dr shift -instance_index <instance_index>

-dr_value <dr_value>

-length <data_register_length>

-no_captured_dr_value (1)

-show_equivalent_device_ir_dr_shift

-value_in_hex (1)

仮想 JTAG インスタンスに対し
て DR シフト操作を実行しま
す。

Get hardware names なし 使用可能なすべてのプログラミ
ング・ケーブルを問い合わせま
す。

Open device -device_name <device_name>

-hardware_name <hardware_name>
JTAG チェーン上のアクティブ
デバイスを選択します。

Close device なし アクティブな JTAG デバイスと
の通信を終了します。

Device lock -timeout <timeout> JTAG チェーンとの排他的な通
信を取得します。

Device unlock なし device_lock を解放します。

Device ir shift -ir_value <ir_value>

-no_captured_ir_value

IR シフト操作を実行します。

(1) この引数はオプショナルです。
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コマンド 引数 概要

Device dr shift -dr_value <dr_value>

-length <data register length>

-no_captured_dr_value

-value_in_hex

DR シフト操作を実行します。

仮想 JTAG IP コアの中心は、device_virtual_ir_shift コマンドと device_virtual_dr_shift コ
マンドです。これらのコマンドは、各 VIR/VDR へのシフト操作を実行し、アドレスをアクティ
ブな JTAG データパスの SLD ハブに提供します。
各 device_virtual_ir_shift コマンドは、JTAG 命令レジスターに USER1 命令を発行し、続いて
正しい SLD ノード・インスタンスをターゲットにするためにアドレスビットによって先頭に付
けられた ir_value 引数によって提供される VIR 値を含む DR シフトを発行します。
注意: 現在の VIR 値の内容をシフトアウトすることに気にしない場合は、-

no_captured_ir_value 引数を使用します。この引数を有効にすると、基本トランザクショ
ン内でコマンドサイクルを削除することで、VIR シフト・トランザクションの速度が向上
します。

同様に、各 device_virtual_dr_shift コマンドは USER0 命令を JTAG 命令レジスターに発行し、
その後に dr_value 引数によって提供される VDR 値を含む DR シフトを発行します。これらの
コマンドは、show_equivalent_device_ir_dr_shift オプションが設定された、基になる JTAG ト
ランザクションを返します。
注意: device_virtual_ir_shift は、ir_value 引数を数値として受け取ります。

device_virtual_dr_shift は、dr_value 引数を 2 進列または 16 進数文字列のいずれかで受
け取ります。device_virtual_dr_shift に数値を使用しないでください。

仮想 JTAG チェーンによる DR シフト操作の実行
アルテラのダウンロード・ケーブルを使用した仮想 JTAG チェーンによる簡単な DR シフト操作
は、以下の手順で構成されています。
1. アルテラのプログラミング・ケーブルを照会し、アクティブなケーブルを選択します。
2. JTAG チェーンで目的のデバイスをターゲットに設定します。
3. デバイスへの排他的な通信のためのデバイスロックを取得します。
4. VIR シフトを実行します。
5. VDR シフトを実行します。
6. device_unlock コマンドを使用して、デバイスとの排他的なリンクを解放します。
7. close_device コマンドを使用して、デバイスとの通信を終了します。
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ランタイム通信
仮想 JTAG IP コアの Tcl API には、アルテラのプログラミング・ケーブルが必要です。カスタム・
コントローラーを使用して JTAG チェーンを直接駆動するデザインは、仮想 JTAG IP コアのイン
スタンスをターゲットするために正しい JTAG IR/DR トランザクションを発行する必要があり
ます。各仮想 JTAG IP コア・インスタンスのアドレス値とレジスター長情報は、コンパイルレポ
ートで提供されます。
以下の図は、仮想 JTAG IP コア・インスタンスのコンパイルレポートを示しています。その以下
の表では、Virtual JTAG Settings コンパイルレポートの各列について説明します。

図 10: コンパイルレポート

表 9: Virtual JTAG Settings の概要

設定 概要

Instance Index 仮想 JTAG IP コアのインスタンス・インデックス。 コ
ンパイル時に割り当てられます。

Auto Index インデックスが自動割り当てされたかどうかを示しま
す。

Index Re-Assigned インデックスがユーザによって割り当てられたかどう
かを示します。
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設定 概要

IR Width この IP コア・インスタンスの仮想 IR レジスターの長
さ。パラメーター・エディターで定義します。

Address コンパイラーによって IP コアに割り当てられたアド
レス値です。

USER1 DR Length USER1 DR レジスターの長さ。 USER1 DR レジスター
は、すべての SLD ノードの VIR をカプセル化します。

VIR Capture Instruction この IP コア・インスタンスの VIR をキャプチャーする
命令値です。

Tcl API は、device_virtual_ir_shift コマンドと device_virtual_dr_shift コマンドで
show_equivalent_device_ir_dr_shift 引数を使用して JTAG IR/DR トランザクションを返す方法
を提供します。以下の例では、仮想 IR/DR シフトの戻り値を使用して、基礎となるトランザク
ションの形式を示します。
Tcl API を使用してデザイン内のビットパターンを照会するには、device_virtual_ir_shift コマ
ンドと device_virtual_dr_shift コマンドで show_equivalent_device_ir_dr_shift 引数を使用
します。
両方の例は、単一の仮想 JTAG インスタンスを持つ同じデザインからです。参照仮想 JTAG イン
スタンスの VIR の長さは 3 ビットの長さに設定されています。

キャプチャーされた IR/DR 値を返さない仮想 IR/DR シフト・トランザクション
VIR シフトは、USER1（0x0E）IR シフトとそれに続く仮想命令レジスター（IR）への DR シフト
から構成されます。DR スキャンシフトは、- dr_value 引数によって渡された値で構成されます。
DR シフトの長さと値は、デザイン内の SLD ノードの数に依存します。この値は、仮想命令レジ
スターの所望の値と連結された SLD ノード・インスタンスへのアドレスビットからなります。
アドレッシング手法は、デザインのコンパイル時に Quartus II ソフトウェアによって決定されま
す。
以下の Tcl コマンドの例は、no_captured_value オプションが設定された VIR/VDR トランザクシ
ョンを示しています。これらのコマンドは、発生する基になる JTAG シフト・トランザクション
を返します。

no_captured_value オプションでの仮想 IR シフト

device_virtual_ir_shift -instance_index 0 -ir_value 1 \

-no_captured_ir_value -show_equivalent_device_ir_dr_shift ↵
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no_captured_value オプションでの仮想 IR シフト

Returns:

Info: Equivalent device ir and dr shift commands

Info: device_ir_shift -ir_value 14

Info: device_dr_shift -length 5 -dr_value 11 -value_in_hex

no_captured_value オプションでの仮想 DR シフト

device_virtual_dr_shift -instance_index 0 -length 8 -dr_value \

04 -value_in_hex -no_captured_dr_value \

-show_equivalent_device_ir_dr_shift ↵

Returns:

Info: Equivalent device ir and dr shift commands

Info: device_ir_shift -ir_value 12

Info: device_dr_shift -length 8 -dr_value 04 -value_in_hex

以下の図の VIR 値フィールドは、VIR の長さが 3 ビット長に設定されていても、4 ビット長で、
VIR/VDR スキャンに関連するビット値とフィールドを示しています。すべてのアルテラ FPGA
および CPLD の命令レジスターの長さは 10 ビットです。すべてのアルテラ FPGA および CPLD
では、USER1 の値は 0x0E で、USER0 の値は 0x0C です。VIR スキャンの DR スキャンシフトに含ま
れるアドレスビットは、Quartus II ソフトウェアによって決定されます。
すべての USER1 DR チェーンは、一様な長さでなければなりません。VIR 値のフィールド長の長
さは、デザインでインスタンス化されたすべての SLD ノードの最長 VIR レジスターの長さによ
って決まります。SLD ハブ VIR は 4 ビット長であるため、デザイン内のすべての SLD ノードの
VIR 値フィールドの最小長は少なくとも 4 ビットの長さです。Quartus II Tcl API は、シフト・ト
ランザクションのサイズを自動的に正しい長さに調整します。VIR レジスターの長さは、Virtual
JTAG Settings コンパイルレポートで提供されます。カスタム・コントローラーで JTAG インター
フェイスを駆動する場合、USER1 DR チェーンのサイズに注意する必要があります。
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図 11: VIR/VDR シフトコマンドによるデバイスへの同等ビット・パターン・シフト

Virtual IR Scan

Virtual DR Scan

IR Scan Shift

IR Scan Shift

DR Scan Shift

DR Scan Shift

USER1

USER0

VIR Value

VDR Value

Addr

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

1 1

1 1 0 01

1 1 10

現在の VIR/VDR 値をキャプチャーする仮想 IR/DR シフト・トランザクション
以下の Tcl コマンドの例では、no_captured_value オプションが仮想 IR/DR シフトコマンドおよ
びそれぞれに関連する JTAG シフトコマンドに設定されていないことを示しています。VIR シ
フトコマンドでは、このコマンドは 2 つの device_dr_shift コマンドを返します。

仮想 IR シフト

device_virtual_ir_shift -instance_index 0 -ir_value 1 \

-no_captured_ir_value -show_equivalent_device_ir_dr_shift

Returns:

Info: Equivalent device ir and dr shift commands

Info: device_ir_shift -ir_value 14

Info: device_dr_shift –length 5 –dr_value 0B –value_in_hex

Info: device_dr_shift -length 5 -dr_value 11 -value_in_hex

仮想 DR シフト

device_virtual_dr_shift -instance_index 0 -length 8 -dr_value \

04 -value_in_hex -show_equivalent_device_ir_dr_shift

Returns:

Info: Equivalent device ir and dr shift commands

Info: device_ir_shift -ir_value 12

Info: device_dr_shift -length 8 -dr_value 04 -value_in_hex
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以下の図は、キャプチャーされた IR 値を含む VIR/VDR シフトコマンドの例を示しています。
DR Scan Shift 1 は VIR_CAPTURE コマンドです（下図参照）。これは sld_hub の VIR を対象としてい
ます。このコマンドは、jtag_state_cir がアサートされた後にシフトするアクティブな VIR チ
ェーンを選択するアドレスサイクルです。HUB_FORCE_IR キャプチャーは、現在のアクティブノ
ードとは異なるターゲット SLD ノードから VIR をキャプチャーするたびに発行する必要があり
ます。DR Scan Shift 1 は、SLD ハブ VIR をターゲットにして、仮想 JTAG インスタンス 1 から取
得した値を強制的に出力し、VIR_CAPTURE コマンドとして表示されます。DR Scan Shift 2 は仮
想 JTAG インスタンスの VIR を対象とします。

図 12: キャプチャーされた IR 値を含む VIR/VDR シフトコマンドによるデバイスへの同等ビット・パター
ン・シフト

Virtual IR Scan

Virtual DR Scan

IR Scan Shift

IR Scan Shift

DR Scan Shift 1

DR Scan Shift

USER1

USER0

VIR Value

VDR Value

Addr

0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

1 1

1 1 0 01

1 0 10

DR Scan Shift 2
VIR ValueAddr

0 0 01 1

注意: JTAG チェーンおよび仮想 JTAG IP コア・インスタンス用のコントローラーとしてエンベ
デッド・プロセッサーを使用する場合は、JAM STAPL（標準テストおよびプログラミング
言語）の使用を検討してください。JAM STAPL は、JTAG 通信トランザクションをサポー
トする業界標準のフロー制御ベースの言語です。JAM STAPL はオープンソースで、アルテ
ラのWeb サイトからソフトウェアのダウンロードとソースコードを入手できます。

関連情報
• ISP & the Jam STAPL
• Embedded Programming With Jam STAPL

カスタム JTAG コントローラーを使用する場合のリセットに関する考慮事項
SLD ハブは TMS を独立してデコードし、JTAG コントローラーの状態を決定します。通常の操作
では、SLD ハブはすべての JTAG TAP コントローラー状態を正確に反映します。JTAG ピン
（TCK、TMS、TDI、および TDO）は、コア・プログラマブル・ロジックからアクセス可能です。 た
だし、JTAG TAP コントローラーの出力は、コア・プログラマブル・ロジックには表示されませ
ん。さらに、ハード JTAG TAP コントローラーは、コア・プログラマブル・ロジックからの入力
としてリセット信号を使用しません。
これは、SLD ハブおよび JTAG TAP コントローラーの制御状態がロックステップにない、以下の
2 つの状況を引き起こす可能性があります。

UG-SLDVRTL
2016.10.31 カスタム JTAG コントローラーを使用する場合のリセットに関する考慮事項 27

アルテラ仮想 JTAG（altera_virtual_jtag)IP コアのユーザーガイド Altera Corporation

フィードバック

http://www.altera.com/support/devices/tools/jam/tls-jam.html
http://www.altera.com/support/devices/tools/jam/embedded/tls-jam-embedded.html
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%A9%E4%BB%AE%E6%83%B3JTAG%EF%BC%88altera_virtual_jtag)IP%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(UG-SLDVRTL%202016.10.31)%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


• デバイス全体のグローバルリセット信号のアサーション（DEV_CLRn）
• TRST 信号のアサーション（デバイス上で利用可能な場合）
DEV_CLRn は SLD ハブをリセットしますが、ハード TAP コントローラー・ブロックをリセットし
ません。TAP コントローラーは、USER モードのデバイス動作から分離してバウンダリー・スキ
ャン動作を実行するために用いられています。グローバルリセット信号をアサートしても BST
（バウンダリー・スキャン・テスト）動作が中断されることはありません。
逆に、TRST 信号は利用可能であれば、JTAG TAP コントローラーをリセットしますが、SLD ハブ
をリセットしません。TRST 信号は、PLD のコア・プログラマブル・ロジックにルーティングさ
れません。
JTAG TAP コントローラーと SLD ハブ・ステートマシンの状態が適切に同期されることを保証す
るために、TAP コントローラーまたはシステムロジックの意図的なリセット後に、少なくとも 5
クロックサイクルにわたって TMS を High に保持する必要があります。JTAG TAP コントローラ
ーと sld_hub コントローラーの両方が、TMS の 5 クロックサイクルが High に保持された後、Test
Logic Reset 状態になることが保証されています。

仮想 JTAG IP コアのインスタンス化
Quartus II デザインで仮想 JTAG IP コアを作成するには、以下のシステム要件とソフトウェア要
件が必要です。
• Quartus II ソフトウェア
• USB-Blaster ケーブルなどのアルテラ・ダウンロード・ケーブル
ダウンロード・ケーブルは、quartus_stp 実行可能ファイルを実行するホストから仮想 JTAG IP
コアと通信するために必要です。

IP Catalog とパラメーター・エディター
IP Catalog 内には、プロジェクトで使用可能な IP コアが表示されます。IP コアを検索してカスタ
マイズするには、IP Catalog 機能から次の手順を行います。
• IP Catalog を Show IP for active device familyまたは Show IP for all device familiesでフィルタ
ーします。プロジェクトを開いていない場合は、IP Catalog 内で Device Familyを選択します。

• IP Catalog に完全な、または部分的な IP コア名を検索フィールドに入力し、検索します。
• IP コアを右クリックしてサポートされるデバイスの詳細を表示し、IP コアのインストール・
フォルダーを開いて、IP ドキュメントへのリンクをクリックします。

• Search for Partner IPをクリックし、アルテラのウェブサイト上でパートナーの IP 情報へアク
セスします。

パラメーター・エディターは、IP バリエーション名、オプションのポート、出力ファイルの生
成オプションを指定するように促します。パラメーター・エディターは、・プロジェクト内で IP
バリエーションのトップレベルの IP ファイル (.ip) を生成します。パラメーター・エディター
は、・プロジェクト内で IP バリエーションのトップレベルの Quartus IP ファイル (.qip) を生成
します。これらのファイルは、プロジェクト内の IP バリエーションを表し、パラメーター化の
情報を格納します。
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図 13: IP パラメーター・エディター ()

IP ポート
とパラメーター
の詳細を表示

特定のアプリケーションに対し
プリセット・パラメーターを適用

IP バリエーション名
とターゲットする
デバイスを指定

Qsys Pro システム
のみあり

パラメーター・エディター
パラメーター・エディターでは、IP コアのポート、パラメーター、および出力ファイルの生成
オプションをコンフィグレーションができます。基本パラメーター・エディターのコントロール
には、以下があります。
• Presetsウィンドウを使用し、特定のアプリケーションでプリセットのパラメーター値を適用
します。 ( 選択コア向け )

• Detailsウィンドウを使用し、ポートとパラメーターの説明を表示してドキュメントへのリン
クをクリックします。

• Generate > Generate Testbench Systemをクリックし、テストベンチ・システムを生成します。
( 選択コア向け )

• Generate > Generate Example Designをクリックし、選択したコアのサンプルデザインを生成
します。( 選択コア向け )

• Validate System Integrityをクリックし、コンパニオン・ファイルに対してシステムの汎用コン
ポーネントを検証します。 (Qsys Proシステムのみ  )

• Sync All System Infosをクリックし、コンパニオン・ファイルに対しシステムの汎用コンポー
ネントを検証します。（Qsys Proシステムのみ）
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IP Catalog は、Qsys および Qsys Pro (View > IP Catalog) でも使用可能です。Qsys IP Catalog には、
専用のシステム・インターコネクト、ビデオと画像の処理、および IP Catalog で使用不可の他の
システムレベルの  IP が含まれています。Qsys および Qsys Proの IP 使用の情報については、
Creating a System with Qsys Pro または Creating a System with Qsysを参照してください。

関連情報
• Creating a System with Qsys Pro
• Creating a System with Qsys

IP コアのパラメーターとオプションの指定
IP コアのパラメーターとオプションを指定するには、次の手順を実行します。
1. Qsys IP Catalog（Tools > IP Catalog）内で、カスタマイズする  IP コア名を検索し、ダブルクリ
ックします。パラメーター・エディターが表示されます。

2. カスタム IP バリエーションのトップレベル名を指定します。この名前は、プロジェクトの IP
コア・バリエーションのファイル名になります。プロンプトが表示されたら、対象の FPGA
デバイスファミリーと出力ファイルの HDL プリファレンスも指定します。OKをクリックし
ます。

3. IP バリエーションのパラメーターとオプションを指定します。
• 必要に応じてプリセット・パラメーター値を選択します。プリセットは、( 提供されてい
る) 特定のアプリケーションのすべての初期パラメーター値を指定します。

• IP コアの機能、ポートの構成、およびデバイス固有の機能を定義するパラメーターを指定
します。

• タイミング・ネットリスト、シミュレーション・モデル、テストベンチ、またはデザイン
例 ( 該当する場合 ) の生成オプションを指定します。

• 他の EDA ツールで IP コアのファイルを処理するオプションを指定します。
4. Finishをクリックし、IP バリエーションの仕様に一致する合成およびその他のオプションフ
ァイルを生成します。パラメーター・エディターは、合成とシミュレーションのためのトッ
プレベルの.qip IP バリエーション・ファイルと HDL ファイルを生成します。また、一部の
IP コアは、ハードウェアをテストするにあたり、テストベンチやデザイン例を同時に生成し
ます。

5. シミュレーション・テストベンチを生成するために、Generate > Generate Testbench Systemを
クリックします。シミュレーション・テストベンチを提供していない一部の IP コアでは
Generate Testbench Systemは使用できません。

6. ハードウエア検証のトップレベル HDL 例を生成するために、Generate > HDL Exampleをクリ
ックします。一部の IP コアでは Generate > HDL Exampleは使用できません。

トップレベルの IP バリエーションは、現在のプロジェクトに追加されます。.qsysファイルを
プロジェクトに手動で追加するために、Project > Add/Remove Files in Projectをクリックします。
ポートを接続するため、適切なピン割り当てを行ってください。

アルテラ IP コア向けに生成されるファイル（Legacy Parameter Editor）
Quartus II ソフトウェアのバージョンは、レガシー･パラメーター・エディターを使用する IP コ
アに対し以下の出力ファイルを生成します。
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図 14: IP コアに生成されるファイル

注：
1. ユーザーのIP バリエーションに対しサポートされてイネーブルされる場合。
2.  機能的シミュレーション・モデルが生成される場合。

<Project Directory>

<your_ip> _bb.v  - Verilog HDL black box EDA synthesis file

<your_ip> _inst.v  or .vhd  - Sample instantiation template 

synthesis - IP synthesis files

<your_ip> .qip  - Lists files for synthesis

testbench - Simulation testbench files 1
<testbench_hdl_files>

<simulator_vendor> - Testbench for supported simulators

<simulation_testbench_files>

<your_ip> .v  or .vhd  - Top-level IP variation synthesis file

simulation - IP simulation files
<your_ip> .sip  - NativeLink simulation integration file

<simulator vendor>  - Simulator setup scripts
<simulator_setup_scripts>

<your_ip>  - IP core variation files

<your_ip> .qip  or .qsys  - System or IP integration file

<your_ip> _generation.rpt  - IP generation report

<your_ip> .bsf  - Block symbol schematic file 

<your_ip> .ppf  - XML I/O pin information file

<your_ip> .spd  - Combines individual simulation startup scripts 1

<your_ip> .html  - Contains memory map

<your_ip> .sopcinfo  - Software tool-chain integration file

<your_ip> _syn.v  or .vhd  - Timing & resource estimation netlist 1

<your_ip> .debuginfo  - Lists files for synthesis

<your_ip> .v , . vhd,  .vo , .vho  - HDL or IPFS models 2

<your_ip> _tb  - Testbench for supported simulators
<your_ip> _tb.v  or .vhd  - Top-level HDL testbench file
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HDL で直接インスタンス化する
仮想 JTAG IP コアをデザインに正しく接続するには、以下の基本的な接続ルールに従う必要があ
ります。
• 仮想 JTAG IP コアからの tck 出力は、TDI ピンと TDO ピンでのデータの入出力に使用されるク
ロック

• 仮想 JTAG IP コアの TMS 出力は、メイン JTAG 回路への TMS 入力を反映している
• 仮想 JTAG IP コアの ir_in 出力ポートは、仮想 JTAG インスタンスの仮想 IR にシフトされる
内容のパラレル出力。このポートは、ロジックのデコードに使用され、アクティブな仮想 DR
チェーンを選択する

この例で仮想 JTAG インスタンスをインスタンス化する目的は、Tcl コマンドと quartus_stp 実行
可能ファイルで構築されたソフトウェア・アプリケーションを使用して、JTAG ポートを介して
my_counter をロードすることです。このデザインでは、仮想 JTAG インスタンスは my_vji と呼
ばれます。仮想 JTAG IP コアがデザインでインスタンス化される時は、通常、デコード・ロジッ
クブロック、TDO ロジックブロック、およびデータレジスター・ブロックの 3 つのロジックブロ
ックが必要です。以下の例は、仮想 JTAG インスタンス、デコード・ロジックブロック、TDO ロ
ジックブロック、およびデータレジスター・ブロックを組み合わせたものです。
以下の Verilog HDL テンプレートは、デザイン内の IP コアのさまざまな信号をインスタンス化し
て接続するためのガイドとして使用できます。
module        counter (clock, my_counter);
input         clock;
output [3:0]  my_counter;
reg [3:0]     my_counter;
always @ (posedge clock)
   if (load && e1dr) // decode logic: used to load the counter my_counter
      my_counter <= tmp_reg;
   else
      my_counter <= my_counter + 1;
// Signals and registers declared for VJI instance 
wire tck, tdi;
reg  tdo;
wire cdr, eldr, e2dr, pdr, sdr, udr, uir, cir;
wire [1:0] ir_in;

// Instantiation of VJI
my_vji  VJI_INST(
      .tdo (tdo),
      .tck (tck),
      .tdi (tdi),
      .tms(),
      .ir_in(ir_in),
      .ir_out(),
      .virtual_state_cdr (cdr),
      .virtual_state_e1dr(e1dr),
      .virtual_state_e2dr(e2dr),
      .virtual_state_pdr (pdr),
      .virtual_state_sdr (sdr),
      .virtual_state_udr (udr),
      .virtual_state_uir (uir),
      .virtual_state_cir (cir)
);
// Declaration of data register
reg [3:0] tmp_reg;
// Deocde Logic Block
// Making some decode logic from ir_in output port of VJI
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wire load = ir_in[1] && ~ir_in[0];
// Bypass used to maintain the scan chain continuity for
// tdi and tdo ports 

bypass_reg <= tdi;
// Data Register Block
always @ (posedge tck)
   if ( load && sdr )
      tmp_reg <= {tdi, tmp_reg[3:1]};
// tdo Logic Block
always @ (tmp_reg[0] or bypass_reg)
   if(load) 
      tdo <= tmp_reg[0]
   else
      tdo <= bypass_reg;
endmodule

デコードロジックは、仮想 JTAG IP コアの IR が 01 の場合にワイヤー load をアクティブ High に
することによって生成されます。IR スキャンシフトは、仮想 JTAG IP コアの IR にデータをロー
ドするために使用されます。ir_in 出力ポートは IR の内容を反映します。
データレジスター・ロジックには、tmp_reg という名前の 4 ビット・シフトレジスターが含まれ
ています。データレジスター・ロジックに示されている always ブロックには、load 信号と sdr

信号で構成されるデコードロジックも含まれています。sdr 信号は、DR スキャンシフト動作中
に High にアサートされた仮想 JTAG IP コアの出力です。sdr 出力が High にアサートされる時
間は、tdi 上のデータが有効である時間です。その期間中、データは tmp_reg シフトレジスター
にシフトされます。したがって、tmp_reg は、DR スキャン動作中に tdi 出力ポート上の仮想
JTAG IP コアからデータを取得します。
bypass_reg という名前の 1 ビット・レジスターがあり、その出力は、仮想 JTAG IP コアのアイド
ルまたは IR スキャンシフト動作中にスキャンチェーンの連続性を維持するために tdo ロジック
に接続されています。tdo ロジックは、tmp_reg と bypass_reg から来て、仮想 JTAG IP コアの tdo

入力に接続する出力から成ります。tdo ロジックは、DR スキャンシフト動作中に tmp_reg から
仮想 JTAG IP コアにデータを渡します。
4 ビット・カウンターの always ブロックもまた、いくつかのデコードロジックで構成されてい
ます。このデコードロジックは、仮想 JTAG IP コアの load 信号と e1dr 出力信号を使用して、
tmp_reg の内容でカウンターをロードします。すべてのデータが完全に tmp_reg にシフトし、
sdr がデアサートされた時、仮想 JTAG 出力信号の e1dr は、DR スキャンシフト動作中に High に
アサートされます。sdr と e1dr に加えて、仮想 JTAG IP コアの他の出力は、TAP コントローラー
のさまざまな状態と仮想 JTAG IP コアの内部状態を示すために High にアサートされます。これ
らの信号はすべて、デザインで必要に応じて異なるロジック動作を実行するために使用できま
す。

シミュレーション・サポート
仮想 JTAG インターフェイス動作は、アルテラがサポートするすべてのシミュレーターを使用し
てシミュレートできます。シミュレーションのサポートは、DR および IR スキャンシフト動作用
です。シミュレーションのために、IP コアの動作シミュレーション・モデルが、altera_mf ライ
ブラリーの VHDL と Verilog HDL の両方で提供されています。モデルの I/O 構造は IP コアと同
じです。
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実装では、仮想 JTAG IP コアは一方でデザインに接続し、もう一方で JTAG ハブを介して JTAG
ポートに接続します。ただし、シミュレーション・モデルはデザインにのみ接続します。JTAG
回路向けのシミュレーション・モデルはありません。したがって、シミュレーションで仮想 JTAG
IP コアのスキャンシフト動作を模倣するためにデバイスの JTAG ポートからスティミュラスを
提供することはできません。
シミュレーションにおけるスキャン動作は、シミュレーション・モデルを用いて実現されます。
シミュレーション・モデルは、信号生成装置、SLD ハブのモデル、および仮想 JTAG モデルから
構成されています。ウィザードで定義されたスティミュラスは、バリエーション・ファイルから
このシミュレーション・モデルにパラメーターとして渡されます。シミュレーション・パラメー
ターは以下の表の通りです。信号生成装置は続いて、tck、tdi、tms などの仮想 JTAG IP コア出
力に必要な信号を生成します。
このモデルは、無制限数の仮想 JTAG インスタンスのシミュレーションを可能にするようにパラ
メーター化されています。パラメーター sld_sim_action は、IR と DR スキャンシフトに使用さ
れる文字列を定義します。各仮想 JTAG のバリエーション・ファイルは、これらのパラメーター
を仮想 JTAG コンポーネントに渡します。仮想 JTAG のバリエーション・ファイルは、異なるス
ティミュラスを生成するためにいつでも編集できますが、DR および IR スキャンシフトのスティ
ミュラスを指定する方法として推奨されるのは、パラメーター・エディターを使用することで
す。
注意: 機能シミュレーションとタイミング・シミュレーションを実行するには、<Quartus II

installation directory>\eda\sim_lib ディレクトリーにある altera_mf.v ライブラリーを使用
する必要があります。VHDL の場合は、<Quartus II installation directory>eda\sim_lib ディ
レクトリーにある altera_mf.vhd ライブラリーを使用する必要があります。VHDL
component 宣言ファイルは、<Quartus II installation directory>\eda\sim_lib ディレクトリー
の altera_mf_components.vhd ライブラリーにあります。

表 10: シミュレーション・パラメーターの概要

パラメーター 概要

SLD_SIM_N_SCAN シミュレーション・モデルのシフト数を指定します。
SLD_SIM_TOTAL_LENGTH IR シフトまたは DR シフトのいずれかでシフトされるビッ

トの総数。 この値は、SLD_SIM_ACTION 文字列で指定された
すべての length 値の合計と等しくなければなりません。
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パラメーター 概要

SLD_SIM_ACTION 命令レジスター（IR）およびデータレジスター（DR）のス
キャンシフトに使用される文字列を指定します。 文字列の
形式は次のとおりです。
((time,type,value,length),
(time,type,value,length),
 ...
(time,type,value,length))

ここでは、
• time—直前のシフトの完了に対するシフトの開始時刻を
表す 32 ビットのミリ秒単位の値

• type—シフトが DR シフトであるか IR シフトであるかを
決定する 4 ビットの値

• value—シフトに関連するデータ。 IR シフトの場合は 32
ビット値。 DR シフトの場合、長さは length によって決
定される

• length—シフトされるデータの長さを指定する 32 ビット
の値。この値は SLD_NODE_IR_WIDTH と等しくならなけれ
ばならない。それ以外の場合、値フィールドは充填され
たり切り捨てられたりする。0 は無効

エントリーは 16 進形式です。

シミュレーションには以下の制限があります。
• スキャンシフト（IR または DR）は、シミュレーション時に少なくとも 1 ミリ秒離れている必
要がある

• この IP コアには、動作レベルまたは機能レベルのシミュレーション・サポートのみが存在す
る。ゲートレベルまたはタイミングレベルのシミュレーションはサポートされない

• 動作シミュレーションでは、スティミュラスは、仮想 JTAG モデルの信号生成装置モデルに、
tck、tms、tdi などに対して必要な出力を生成するために必要な信号のシーケンスを生成する
よう指示する。デバイスの JTAG ピンでスティミュラスを与えることはできない

• シミュレーションで使用される tck クロック周期は、50％ のデューティサイクルで 10 MHz。
ハードウェアでは、tck クロックサイクルの周期は変化しうる

• 実際のシステムでは、仮想 JTAG IP コアの各インスタンスは独立して動作する。 シミュレー
ションでは、複数のインスタンスが同時に動作することができる。例えば、仮想 JTAG インス
タンス番号 1 のスキャンシフトを 3 ミリ秒で、仮想 JTAG インスタンス番号 2 のスキャンシフ
トを同時に実行するように定義した場合、シミュレーションは正しく機能できる

ModelSim-Altera シミュレーターを使用している場合は、altera_mf.v および altera_mf.vhd ライブ
ラリーがコンパイル済みの形式でシミュレーターに提供されます。
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以下の図は、典型的な IR スキャンシフト動作中における仮想 JTAG IP コアの入力と出力を示し
ています。

図 15: IR シフトの波形

以下の図は、典型的な DR スキャンシフト動作中における仮想 JTAG IP コアの入力と出力を示し
ています。

図 16: DR シフトの波形

DR シフトの後、
シフトレジスター
feed_reg の値が
xxxx から1100 に
変化する
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デザインのコンパイル
デザイン内で仮想 JTAG IP コアのインスタンスを最大 128 個インスタンス化できます。コンパ
イル後、各インスタンスは、以下の図に示す Compilation Report の Analysis＆Synthesis セクショ
ンの Virtual JTAG Settings ページに示されているように、一意の ID を持ちます。

図 17: 仮想 JTAG インスタンスの ID

ID of sid_virtual_jtag 
instances

これらの一意の ID は、Quartus II Tcl API が IP コアの各インスタンスに適切に対処するために必
要です。
仮想 JTAG IP コアを追加すると、デザインのロジックリソースが使用されます。Compilation
Report の Fitter Resource セクションには、以下の図に示すように、ロジックリソースの使用状況
が表示されます。
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図 18: ロジックリソースの使用状況

sld_virtual_jtag 
instances

関連情報
• Design Implementation and Optimization
• Verification

サードパーティー製の合成ツールのサポート
バリエーション・ファイルに加えて、パラメーター・エディターは作成した仮想 JTAG IP コア用
のブラックボックス・ファイルを作成します。
例えば、my_vji.v ファイルを作成すると、my_vji_bb.v ファイルも作成されます。サードパーテ
ィー合成では、プロジェクトを合成するために、このブラックボックス・ファイルをデザインフ
ァイルに含めます。VQM ファイルは、通常、サードパーティーの合成ツールによって生成され
ます。この VQM ネットリストと仮想 JTAG IP コアのバリエーション・ファイルは、さらにコン
パイルするために Quartus II ソフトウェアに入力されます。
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SLD_NODE 検出と列挙
カスタム JTAG コントローラーを使用して、ランタイム時にデザインからすべての仮想 JTAG IP
コア・インスタンスを列挙するために必要なトランザクションを検出できます。すべての SLD
ノードとその中に含まれる仮想 JTAG レジスターは、以下の表に示す 2 つの命令レジスター値
USER0 と USER1 の対象となります。

表 11: USER0 と USER1 命令値

命令 バイナリーパターン

USER0 00 0000 1100

USER1 00 0000 1110

USER1 命令は、sld_hub または SLD ノードの仮想 IR を対象としています。つまり、USER1 命令が
デバイスに発行されると、後続の DR スキャンは、DR スキャン内に含まれるアドレスフィール
ドに基づいて、特定の仮想 IR チェーンをターゲットにします。以下の表は、USER1 命令の DR タ
ーゲット、仮想 IR がどのように解釈されるかを示しています。
以下の表の VIR_VALUE は、ターゲット SLD ノードの仮想 IR 値です。このフィールドの幅は m ビ
ット長であり、m はデザイン内のすべての SLD ノードの最大 VIR の長さです。VIR の長さが m
ビット未満のすべての SLD ノードは、VIR_VALUE に長さ m までのゼロを充填する必要がありま
す。

表 12: USER1 DR

m + n – 1 m m – 1 0

ADDR [(n – 1)..0] VIR_VALUE [(m – 1)..0]

ADDR ビットは、仮想 IR シフトがターゲットとするアクティブ SLD ノードに信号を送信するため
のアドレス値として機能します。ADDR の長さは n ビットです。n ビットは、以下に示すように、
デザイン内のすべての SLD ノードをエンコードするのに十分な長さでなければなりません。

n = CEIL(log2(Number of SLD_nodes +1))

以下に示すように、アドレスマップの SLD ハブは常に 0 です。

ADDR[(n -1)..0] = 0

デザイン内の SLD インスタンスの検出と列挙には、USER1 DR（m および n）の寸法を決定するた
めの sld_hub の問い合わせと、各 SLD インスタンス、具体的には仮想 JTAG IP コア・インスタン
スと、USER1 DR の ADDR ビットに含まれるアドレス値との関連付けが必要とされます。
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検出と列挙のプロセスは、次の手順からなります。
1. HUB_INFO 命令で SLD ハブに問い合わせます。
2. 32 ビットの HUB IP コンフィグレーション・レジスターをシフトアウトして、デザイン内の

SLD ノードの数と USER1 DR の寸法を決定します。
3. デザイン内の各 SLD ノードの 32 ビット SLD_NODE_INFO レジスターをシフトアウトするこ
とによって、仮想 JTAG インスタンス・インデックスを ADDR 値に関連付けます。

HUB_INFO 命令の発行
SLD ハブには、デザイン内の各 SLD ノードの HUB IP コンフィグレーション・レジスターと
SLD_NODE_INFO レジスターが含まれています。HUB IP コンフィグレーション・レジスターは、
USER1 DR チェーンの寸法を決定するために必要な情報を提供します。
SLD_NODE_INFO レジスターは、デザイン内の仮想 JTAG インスタンスのアドレスマッピングを決
定するために使用されます。このレジスターセットは、HUB_INFO 命令を発行することによって
シフトアウトされます。SLD ハブおよび HUB_INFO 命令の ADDR ビットはともに 0 × 0 です。
この時点では m と n は未知であるため、DR レジスター（ADDR bits + VIR_VALUE）がゼロで満
たされる必要があります。64 個のゼロのシーケンスを USER1 DR にシフトするだけで、m と n に
対して最も保守的な場合をカバーするのに十分です。

HUB IP コンフィグレーション・レジスター
USER1 および HUB_INFO 命令シーケンスが発行された場合、HUB_INFO 命令のターゲットレジスタ
ーを有効にするには、USER0 命令を適用する必要があります。
HUB IP コンフィグレーション・レジスターは、DR レジスターの 8 回の 4 ビット・ニブルスキャ
ンを使用してシフトアウトされます。各 4 ビットスキャンは、次の 4 ビットスキャンの前に
UPDATE_DR 状態を通過しなければなりません。8 回のスキャンは、以下の表に示す定義で 32 ビ
ットの値にアセンブルされます。

表 13: HUB IP コンフィグレーション・レジスター

Nibble7 Nibble6 Nibble5 Nibble4 Nibble3 Nibble2 Nibble1 Nibble0

3
1

27 26 19 18 8 7 0

HUB IP version N ALTERA_MFG_ID (0 × 06E) m

USER1 DR チェーンの寸法は、SUM（m、n）および N（デザイン内のノードの数）から決定でき
ます。以下の式は、m と n の値を示しています。
n = CEIL(log2(N+1))
m = SUM(m,n) – n
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SLD_NODE Info レジスター
SLD ノードの数が分かっている場合、各ノードの SLD_NODE_INFO レジスターを生成するために 8
回の 4 ビット・ニブルスキャンをノードごとに 1 回繰り返すことによって、ハブ上のノードを列
挙することができます。
DR ニブルシフトは、Hub IP コンフィグレーション・レジスターをシフトアウトするために使用
される HUB_INFO DR シフトの続きです。
ノードの ADDR 値は、ノードがシフトアウトされる順に、つまり、最初のノード SLD_NODE_INFO

のシフトアウトから始まり、ハブ上の最後のノードを含むまでによって決定されます。以下の表
は、SLD_NODE_INFO レジスターとその機能の説明を示しています。

表 14: SLD_NODE_INFO レジスター

31 27 26 19 18 8 7 0

Node Version NODE ID NODE MFG_ID NODE_INST_ID

表 15: SLD_NODE_INFO レジスターの概要

フィールド 機能

Node Version SLD ノードのバージョンを識別します。

NODE ID NODE IP のタイプを識別します（仮想 JTAG IP コアでは 0x8）。

NODE MFG_ID SLD ノード製造者 ID（仮想 JTAG IP コアでは 0x6E）です。

NODE_INST_ID 同じ IP の複数のインスタンスを区別するために使用されます。
パラメーター・エディターで割り当てられたインスタンス・イン
デックスに対応します。

デザイン内の各仮想 JTAG インスタンスは、NODE ID と NODE_INST_ID をデコードすることによ
って識別できます。仮想 JTAG IP コアは、NODE ID = 8 を使用します。NODE_INST_ID は、パラメ
ーター・エディターで設定したインスタンス・インデックスに対応します。各仮想 JTAG ノード
の ADDR ビットは、各仮想 JTAG インスタンスを、SLD_NODE_INFO レジスターがシフトアウトされ
るシーケンス番号と照合することによって決定されます。

仮想 IR 命令レジスターのキャプチャ－
複数のノードを含むアプリケーションでは、VIR の値をキャプチャーするには、SLD ノードをタ
ーゲットにするために SLD ハブに命令を発行する必要があります。VIR_CAPTURE 命令を使用し
て VIR を照会することができます。
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各 NODE VIR レジスターは、USER1 DR チェーンへのパラレル・ホールド・ランク・レジスター
として機能します。sld_hub は、VIR シフト値の先頭にあるビットを使用して、正しい SLD NODE
VIR レジスターをターゲットにします。SLD_state_machine が virtual_update_IR をアサートし
た後、アクティブ SLD ノードは USER1 DR レジスターの VIR_VALUE をラッチします。
以下の図は、USER1 DR レジスターと SLD ノード VIR の相互作用の機能モデルを示しています。
ADDR ビットは、sld_hub FSM が virtual_update_IR 状態を終了した後に、図の選択マックスを
ターゲットにします。次の USER1 DR トランザクションでは、USER1 DR チェーンは最後のアク
ティブな SLD_NODE の VIR をラッチして TDO からシフトアウトします。したがって、前のシフ
トサイクルで扱ったノードとは異なる SLD ノードの VIR を取得する必要がある場合は、
VIR_CAPTURE 命令を発行する必要があります。sld_hub への VIR_CAPTURE 命令はアドレスサイク
ルとして動作し、マックスへの更新を強制します。

図 19: USER1 DR チェーンと SLD ノード VIR の相互作用の機能モデル
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VIR_CAPTURE 命令を構成するには、次の命令形式を使用します。
VIR_CAPTURE = ZERO [ (m – 4)..0] ## ADDR [(n – 1)..0] ## 011

この形式では、ZERO[ ] は 0 の配列で、## は連結演算子で、m は VIR_VALUE の幅で、n は ADDR ビ
ットの幅です。
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AHDL 関数プロトタイプ
以下の AHDL 関数プロトタイプは、<Quartus II installation directory> \libraries\megafunctions デ
ィレクトリーの sld_virtual_jtag.inc ファイルにあります。
注意: ポート名と順序は、Verilog HDL にも適用されます。

FUNCTION sld_virtual_jtag(
        ir_out[sld_ir_width-1..0],

        tdo
)

WITH(
        lpm_hint,
        lpm_type,
        sld_auto_instance_index,
        sld_instance_index,
        sld_ir_width,
        sld_sim_action,
        sld_sim_n_scan,
        sld_sim_total_length
)
RETURNS(
        ir_in[sld_ir_width-1..0],
        jtag_state_cdr,
        jtag_state_cir,
        jtag_state_e1dr,
        jtag_state_e1ir,
        jtag_state_e2dr,
        jtag_state_e2ir,
        jtag_state_pdr,
        jtag_state_pir,
        jtag_state_rti,
        jtag_state_sdr,
        jtag_state_sdrs,
        jtag_state_sir,
        jtag_state_sirs,
        jtag_state_tlr,
        jtag_state_udr,
        jtag_state_uir,
        tck,
        tdi,
        tms,
        virtual_state_cdr,
        virtual_state_cir,
        virtual_state_e1dr,
        virtual_state_e2dr,
        virtual_state_pdr,
        virtual_state_sdr,
        virtual_state_udr,
        virtual_state_uir
);

UG-SLDVRTL
2016.10.31 AHDL 関数プロトタイプ 43

アルテラ仮想 JTAG（altera_virtual_jtag)IP コアのユーザーガイド Altera Corporation

フィードバック

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%A9%E4%BB%AE%E6%83%B3JTAG%EF%BC%88altera_virtual_jtag)IP%20%E3%82%B3%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(UG-SLDVRTL%202016.10.31)%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


VHDL コンポーネント宣言
以下の VHDL コンポーネント宣言は、<Quartus II installation directory>\libraries\vhdl\altera_mf
ディレクトリーの ALTERA_MF_COMPONENTS.vhd ファイルにあります。
component sld_virtual_jtag
        generic (

                lpm_hint        :       string := "UNUSED";
                lpm_type        :       string := "sld_virtual_jtag";
                sld_auto_instance_index :       string := "NO";
                sld_instance_index      :       natural := 0;
                sld_ir_width    :       natural := 1;
                sld_sim_action  :       string := "UNUSED";
                sld_sim_n_scan  :       natural := 0;
                sld_sim_total_length    :       natural := 0 );
        port(
                ir_in : out std_logic_vector(sld_ir_width-1 downto 0);
                ir_out: in std_logic_vector(sld_ir_width-1 downto 0);
                jtag_state_cdr  :       out std_logic;
                jtag_state_cir  :       out std_logic;
                jtag_state_e1dr :       out std_logic;
                jtag_state_e1ir :       out std_logic;
                jtag_state_e2dr :       out std_logic;
                jtag_state_e2ir :       out std_logic;
                jtag_state_pdr  :       out std_logic;
                jtag_state_pir  :       out std_logic;
                jtag_state_rti  :       out std_logic;
                jtag_state_sdr  :       out std_logic;
                jtag_state_sdrs :       out std_logic;
                jtag_state_sir  :       out std_logic;
                jtag_state_sirs :       out std_logic;
                jtag_state_tlr  :       out std_logic;
                jtag_state_udr  :       out std_logic;
                jtag_state_uir  :       out std_logic;
                tck     :       out std_logic;
                tdi     :       out std_logic;
                tdo     :       in std_logic;
                tms     :       out std_logic;
                virtual_state_cdr       :       out std_logic;
                virtual_state_cir       :       out std_logic;
                virtual_state_e1dr      :       out std_logic;
                virtual_state_e2dr      :       out std_logic;
                virtual_state_pdr       :       out std_logic;
                virtual_state_sdr       :       out std_logic;
                virtual_state_udr       :       out std_logic;
                virtual_state_uir       :       out std_logic
        );
end component;

VHDL LIBRARY-USE 宣言
VHDL LIBRARY-USE 宣言は、VHDL コンポーネント宣言を使用する場合には必要ではありませ
ん。
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.altera_mf_components.all;
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TAP コントローラー・ステートマシン・デザイン例
TAP コントローラーは、TDI データを命令レジスターと DR チェーンのバンクとの間でルーティ
ングする一連の制御信号を有するステートマシンです。コントローラーは、シフト・トランザク
ションの開始と停止を制御し、命令レジスターおよびデータレジスターのパラレル・ホールド・
レジスターとシフトレジスター間のデータフローを制御します。TAP コントローラーは TMS ピ
ンによって制御されます。
以下の図は、TAP コントローラー・ステートマシンを示しています。図の下にある表は、各状態
の説明を示しています。
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図 20: JTAG TAP コントローラー・ステートマシン
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表 16: TAP コントローラー状態の機能説明

TAP コントローラー状態 機能の説明

Test-Logic-Reset JTAG スキャンチェーンのテストロジックは無効にな
っています。
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TAP コントローラー状態 機能の説明

Run-Test/Idle これはホールド状態です。一度入ると、TMS が Low に
保たれている限り、コントローラーはこの状態のまま
です。

Select DR-Scan/Select IR Scan これらは一時的なコントローラーの状態です。 DR 状
態または IR 状態に入るかここで決定されます。

Capture DR/Capture IR これらの状態は、TCK の立ち上がりエッジでシフトレジ
スターをホールドレジスターからパラレルロードする
ことを可能にします。

Shift DR/Shift IR これらの状態は、DR チェーンおよび IR チェーンのシ
フトを可能にします。

Exit1 DR/Exit1 IR 一時的なホールド状態。 これらの状態では、Update 状
態または Pause 状態に進むことが決定されます。

Pause DR/Pause IR このコントローラー状態は、命令レジスターおよびデ
ータレジスターのシフトを一時的に停止させます。

Exit2 DR/Exit2 IR 一時的なホールド状態。 これらの状態では、Update 状
態に進むことが決定されます。

Update DR/Update IR これらの状態は、ホールドレジスターをシフトレジス
ターからパラレルロードすることを可能にします。
TCK の立ち下がりエッジで更新が発生します。

ランタイムにおける DCFIFO 内容の変更デザイン例
このデザイン例では、仮想 JTAG IP コアとコマンドライン・スクリプトを使用して、ランタイム
時に DCFIFO の内容を動的に変更する方法を示します。
仮想 JTAG IP コアとともに出荷される Tcl API は、ランタイム時にデータ値を更新したり、制御
ビットをトグルするために使用できるコマンドライン・スクリプトを開発するのに理想的なソリ
ューションです。FPGA へのこの可視性は、特に外部機器がスティミュラスを提供することがで
きない場合に、デザインのプロトタイプ段階でデバッグクロージャを迅速に行うのに役立ちま
す。
このデザイン例は、DCFIFO を実装する Quartus II プロジェクト・ファイルと、ランタイム時に
FIFO の内容を変更するために使用されるコマンドライン・スクリプトで構成されています。
RTL は、JTAG 回路と通信する仮想 JTAG IP コアの単一インスタンス化で構成されています。
DCFIFO のリードポートとライトポートは両方とも 50 MHz でクロックされます。SignalTap II
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Logic Analyzer のインスタンスは、DCFIFO のデータ出力バスをタップして、DCFIFO からのバー
スト・トランザクションをリードします。以下の項では、RTL 実装および Tcl API を使用した
DCFIFO のランタイム制御について説明します。

ライトロジック
RTL は、仮想 JTAG IP コアの単一インスタンスを使用して、ライト側ロジックとリード側ロジッ
クの両方の命令をデコードします。IR レジスターは 3 ビット幅で、以下の表に示す 3 つの命令
は RTL でデコードされます。

表 17: 命令レジスター値

命令レジスター値 機能

PUSH DCFIFO のライト側ロジックに単一の値をライトする命令です。

POP DCFIFO のリード側ロジックから単一の値をリードする命令で
す。

FLUSH FIFO から空になるまでバーストリード・トランザクションを実
行する命令です。

IR デコードロジックは、PUSH 命令が IR ポートにあり、virtual_state_sdr がアサートされる
と、Push_in 仮想 DR チェーンをシフトします。write_clock に同期したライトイネーブル・パ
ルスは、virtual_state_udr 信号が High になった後にアサートされます。virtual_state_udr 信
号は、仮想 DR チェーンからの安定性を保証します。以下の図は、DCFIFO のライト側ロジックを
示しています。

図 21: DCFIFO のライト側ロジック
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リードロジック
2 つのランタイム命令が FIFO から内容をリードします。IR デコードロジックは、POP 命令がア
クティブの時に、Push_out 仮想 DR チェーンを選択し、リードロジックへの単一のリードパルス
を生成します。Push_out DR チェーンは、virtual_state_cdr のアサート時にパラレルロードさ
れ、virtual_state_sdr のアサート時に TDO にシフトアウトされます。
FLUSH 命令が仮想 JTAG インスタンスにシフトされると、IR デコードロジックは FIFO が空にな
るまで read_req ラインをアサートします。バイパスレジスターは、FLUSH 命令がアクティブで
TDI-TDO の接続を維持する時に選択されます。以下の図は、DCFIFO のリード側ロジックを示
しています。

図 22: DCFIFO のリード側ロジックデザイン例
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ランタイム通信
Tcl スクリプトの dc_fifo_vji.tcl には、それぞれ仮想 JTAG 命令の 1 つに対応する 3 つのプロシ
ージャーが含まれています。以下の表では、各プロシージャーについて説明します。

表 18: ランタイム通信 Tcl プロシージャー

プロシージャー 概要

push [value] IR は PUSH 命令をシフトし、その後に Value 引数の DR シフトを
実行します。 Value は 256 未満の整数でなければなりません。

pop IR は POP 命令をシフトし、その後に 8 ビットの DR シフトを実
行します。

flushfifo IR は FLUSH 命令をシフトします。
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以下の図は、DCFIFO および flushfifo コマンドにプッシュされた 8 つの値のランタイム実行
と、フラッシュ操作での SignalTap II Logic Analyzer のトリガーキャプチャーを示しています。

図 23: ランタイム実行
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図 24: フラッシュ操作における SignalTap II Logic Analyzer のトリガーキャプチャー

ハードワイヤード・リビジョン情報のオフロードデザイン例
この例では、GUI を使用して、ハードワイヤードされたリビジョン情報をデザインにオフロード
する方法を示します。GUI は、デザインがコンパイルされた時間、デバイスからの USERCODE、
および実行されたコンパイル反復回数を追跡するコンパイル数をオフロードします。
Quartus II ソフトウェアには Tcl/Tk のインストールが付属しているため、Tk パッケージを使用し
てデザインとやりとりするためのカスタム GUI を構築できます。多くの場合、JTAG ポートはデ
バッグ目的でほとんどのデザインに存在するため、使用するのに便利なインターフェイスです。
Tk と仮想 JTAG インターフェイスを活用することで、仮想フロントパネルの作成や簡単なソフ
トウェア・アプリケーションの作成など、ラピッド・プロトタイピングを実行できます。以下の
図はデザインの構成を示しています。

図 25: デザインの構成例
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Tcl スクリプトは、プロジェクトが完全にコンパイルされる度に、ハードコードされたバージョ
ン管理情報を含む Verilog ファイルを作成して更新します。Tcl スクリプトは、プロジェクト
の.qsf ファイルに次のアサインメントを追加することによって自動的に実行されます。
このデザイン例でシフトアウトされた USERCODE 値は、ユーザが設定可能な 32 ビットの JTAG レ
ジスターです。この値は、Device and Pin Options ダイアログボックスを使用して Quartus II ソフ
トウェアで設定されます。

JTAG User Code 設定のコンフィグレーション
以下の手順では、JTAG User Code 設定をコンフィグレーションする方法について説明します。別
のスクリプトが GUI を生成し、quartus_stp コマンドライン実行可能ファイルで実行されます。
ランタイム時に、GUI はデバイスにバージョン情報を問い合わせ、メッセージボックス内に表示
するようにフォーマットします。
1. Assignment メニューで Settings をクリックします。
2. Settings ページの Category リストで、Device をクリックします。
3. Device ダイアログボックスが表示されます。 Device and Pin Options をクリックします。
4. Device and Pin Options ダイアログボックスの  General タブで、JTAG user code が表示されま
す。 ユーザーコードを 32 ビットの 16 進数形式で入力します。

5. OK をクリックします。

関連情報
Tcl Example Scripts: Automatic Version Number

改訂履歴

表 19: 改訂履歴

日付 バージョン 変更内容

2016年 10月 2016.10.31 IP コアのアップグレード の項を削除
2015年 11月 2015.11.20 JTAG TAP コントローラー・ステートマシン の図で EXIT2_

DR から SHIFT_DR へのフローを修正
2014年 7月 2014.07.08 • 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

2014年 3月 2014.03.19 「仮想 JTAG メガファンクションのパラメーター」表で
SLD_IR_WIDTH パラメーターの説明を更新
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日付 バージョン 変更内容

2014年 2月 2014.02.25 • 改訂履歴表を追加
• 「HUB IP コンフィグレーション・レジスター」の図を
更新
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