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PIC24F ファミリ リファレンス マニュアル
33.1  はじめに

PIC24F デバイスは、それらを使用する如何なるアプリケーションにおいても、その柔軟
性を増すことのできるプログラミングと診断の全範囲をカバーする機能を提供します。こ
れらの機能はシステム設計者に次のようなことを可能とします。

• 2 線インターフェースで簡単にフィールドでプログラミング

• 強化されたデバッグ能力

• バウンダリ スキャン テストによるデバイスとボードの診断

PIC24F デバイスには 3 種のプログラミングと診断の手法が組み込まれており、アプリケー
ション開発者に対し広範囲に便利な機能を提供します。これらを 表 33-1 にまとめていま
す。

表 33-1:   PIC24 のプログラミングと診断機能の比較表

33.2  インサーキット シリアル プログラミング ™（ICSP™）

インサーキット シリアル プログラミング (ICSP) は、ターゲット アプリケーションでマイ
クロコントローラのプログラミングを提供するマイクロチップのオリジナルのソリュー
ションです。当初は 8 ビットの PIC16 デバイス用に提供されましたが、ほとんどすべての
マイクロチップのマイクロコントローラに使われています。ICSP はシステムに組み込ま
れたコントローラや、デバイス プログラマにセットされたデバイスにプログラムする も
直接的な方法です。

33.2.1   ICSP インターフェース

ICSP はインターフェースの主要部として 2 ピンを使います。プログラミング データ ライ
ン (PGD) は入出力両方で、プログラミング データの読み込みとデバイス情報のコマンド
による読み出しを可能とします。プログラミング クロック ライン (PGC) は、全プロセス
でデータのクロック入力と制御用に使われます。

大部分の PIC24 デバイスは 1 組以上の PGC と PGD ピンを持っています。これらは他の I/O
や、周辺モジュール機能と多重化されています。個々の ICSP ピン ペアは番号 ( 例えば
PGC1/PGD1 等 ) で区別され、一般的には「PGCx」と「PGDx」として参照します。多重の
PGCx/PGDx ペアにより回路設計の制限を 小限として ICSP を組み込めるので、さらなる
システム設計の柔軟性を提供します。すべての PGCx と PGDx ピンの機能は一緒にまとめ
られていて、挙動は同じあり、どのピン ペアでもデバイスのプログラミングに使用できま
す。唯一の制限は、両方のピンを同じペアで使わなければならないということだけです。

ICSP には、PGCx と PGDx ピンに加えてデバイスのすべての電源供給ピンとグランド ピ
ンの接続が必要で、電圧レギュレータのピン (ENVREG または DISVREG) も必要です。
MCLR ピンは、PGCx がプログラミング プロセスに入るのを制御するために、プログラミ
ング デバイスに接続する必要があります。

33.2.2   ICSP の動作

ICSP は内蔵ハードウェアと外部制御を組み合わせてターゲット デバイスのプログラムを
行います。プログラミング データと命令は PGD で供給されます。ICSP は全体の制御をす
るために特殊な 4 ビット コマンドと、実際のプログラム メモリへの書き込みに使う標準
の PIC24F の命令と組み合わせて使います。また外部プログラマからの問い合わせ応答の
際にも PGD でデータを返します。

プログラミング プロセスの制御は、PGC と MCLR を操作することで行われます。プログ
ラミング モードに入ったり、出たりするのは、PGD にコード シーケンスを、PGC にクロッ
クを供給しながら、MCLR に電圧を加える ( あるいは取り除く ) ことで行われます。どの

機能 インターフェース デバイス統合 機能

ICSP™ PGCx と PGDx
ピン

デバイス コアに統合 プログラミング、 
デバッグ

強化版 ICSP 
(EICSP)

ハードウェアはデバイス コアに統合、 
ファームウェア ベースの制御

プログラミング

JTAG TDI、 TDO、 
TMS、 TCK ピン

デバイス コアの周辺モジュール、

一部 I/O ロジックに統合

プログラミング、

診断 (BST)
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PGCx/PGDx ペアでもプログラミングできます。プログラミング中の PGC のクロック列は、
4 ビット コマンド、プログラミング制御コマンド、プログラムされるデータ列とを区別す
るためにも使用されます。

内部プロセスはPIC24Fコア ロジック内に組み込まれたステート マシンにより制御されま
す。しかし、プロセスの全体制御は、外部のプログラミング デバイスで行う必要がありま
す。MPLAB® PM 3 (MPLAB IDE ソフトウェアと一緒に使う ) のようなマイクロチップの
プログラミング デバイスは、PIC24F のプログラミング プロセスを管理するのに必要な
ハードウェアとアルゴリズムを内蔵しています。さらに詳しい説明が必要なユーザー、あ
るいは、PIC24F デバイスの独自のプログラミング インターフェースの設計を検討中の方
は、対応する PIC24F デバイスのプログラミング仕様を参考にして下さい。

33.2.3   　ICSP と インサーキット デバッグ

ICSP は、さらに、外部制御のソフトウェアのデバッグを可能とするインサーキット デバッ
ガ（ICD) 用のハードウェア チャネルを提供します。適切なハードウェア インターフェー
スとソフトウェア環境を使って、ユーザーがデバイスをシングル ステップでコード実行し
たり、複数のレジスタの実際の内容を見たり、ソフトウェア ブレーク ポイントを設定し
たりできます。

ICD を使うためには、ICD をサポートする外部システムは、マイクロコントローラにデ
バッグ実行プログラムをロードする必要があります。これは MPLAB ICD2 のような多く
のデバッグ ツールでは自動的に処理されます。PIC24F デバイスでは、プログラムはコン
フィギュレーション メモリ空間内の800000hから8007FFhに配置された実行プログラム メ
モリにロードされます。これらのアドレスのメモリは実装されていて、これらのアドレス
からコード実行が可能ですが、この実行可能メモリ空間は通常動作モードの間はユーザー
は利用できません。

この配置により、デバッガ実行を使うことによる試験中のアプリケーション サイズへの影
響はありません。実行メモリ空間は、全プログラム メモリをプログラム コード用に使用
できますし、アプリケーション デバッグ用に空きスペースを予約しておく必要もありませ
ん。さらにその使用方法は、通常状態とデバッグ状態でプログラム メモリの内容が同じで
あることを意味するので、トラブル解析を簡略化する手助けとなります。

プログラミングに際し、ICD 用に使える ICSP ポートは 1 つだけです。特定の PIC24F デバ
イスによっては、この機能用として選択できる ICSP ポートが 2 つ以上あるものがありま
す。アクティブな ICSP デバッガ ポートは、ICS コンフィギュレーション ビットで選択し
ます。特定のデバイスの情報については、適切なデバイスのデータ シートを参照して下さ
い。

33.3  強化版インサーキット シリアル プログラミング
強化版 ICSP プロトコルは、オリジナルの ICSP の拡張です。オリジナルと同じ物理的 イ
ンターフェースを使いますが、プログラミング制御の場所と実行内容が変わります。

ICSP はプログラミング プロセスの各ステップの制御に単純なステート マシンを使います
が、このステート マシンの制御は外部プログラマにより制御されます。これに対し、強化
版 ICSP は、プログラミング プロセスの管理用として、良く知られた管理プログラムであ
るオンボードのブート ローダーを使います。デバイス プログラミング全体の管理は依然
外部プログラマなのですが、標準ICSPの場合にプログラマが直接制御する大部分をこの管
理プログラムが管理します。

管理プログラムはオリジナルの ICSP より広範囲の独自コマンドを実装していて、マイク
ロコントローラのプログラム メモリを直接消去、プログラム、ベリファイができます。こ
れにより、簡単な作業をするのに ICSP コマンド シーケンスの実行を繰り返す必要がなく
なります。強化版 ICSP は、デバイスのプログラミングや再プログラミングをオリジナル
の ICSP よりより素早く行えます。

ICD デバッガと同様に、管理プログラムもユーザー プログラム空間には置かれず、実行プ
ログラム メモリ (800000h から 8007FFh) にロードされます。デバッガと強化版 ICSP が両
方ともこのメモリ空間を使うため、ICD は強化版 ICSP を使うときは使用できません。

管理プログラムは PIC24F デバイスに事前プログラミングはされていません。強化版 ICSP
が必要な場合には、標準 ICSP を使って管理プログラムを実行メモリ空間にプログラムす
る必要があります。これは、マイクロチップのプログラミング システムを使ってユーザー
が直接実行もできますし、自動で行うこともできます。

拡張版 ICSP や管理プログラムに関するさらなる情報は、適切な PIC24F デバイスのプログ
ラミング仕様を参照して下さい。
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33.4  JTAG バウンダリ スキャン

ボード設計の複雑さと密度が上がったことにより、組み立て完了した部品間の電気的接続
とテストに多くの課題をもたらしました。この課題を解決するため、Joint Test Action Group
(JTAG) がバウンダリ スキャン テスト手法を開発しました。後にこれは IEEE 1149.1-2001、
『IEEE Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture』として標準化されました。こ
の採択により、多くのマイクロコントローラ メーカがこのテスト ポートにデバイス プロ
グラミング能力を追加しました。

JTAG バウンダリ スキャン手法は、部品の各 I/O ピン近辺にシフト レジスタ ステージを追
加するプロセスとなります。これにより、スキャン テスト原理で定義されたセットを使う
ことで、部品境界の信号を制御し観測ができるようになります。外部テスタまたはコント
ローラがシリアル形式で命令を供給し結果を読み出します。さらに外部デバイスは共通ク
ロックと制御信号を供給します。実装によりますが、全テスト信号が標準の 4 ピンまたは
5 ピン インターフェースで供給されます。

システム レベルのアプリケーションでは、個々の JTAG 対応部品がそれぞれのテスト イン
ターフェースを介して接続されます ( それぞれのアプリケーション特定の接続に加えて )。
あるデバイスのテスト出力を次のデバイスのテスト入力に接続してチェインとすること
で、デバイスを直列かデイジーチェイン形式で接続します。JTAG バウンダリ スキャン プ
ロトコルの命令により、チェイン内の任意のデバイスのテストでも、任意のデバイスの組
み合わせでも、全チェインのテストをせずに可能となります。この手法では、部品間の接
続もアプリケーションの境界での接続と同様にテスト可能です。

JTAG バウンダリ スキャン インターフェースを実装した典型的なアプリケーションを
図 33-1 に示します。この例では PIC24F マイクロコントローラは、2 つ目の JTAG 準拠デ
バイスにデイジー チェインされています。ここで外部テスタからの TDI ラインがチェイ
ンの 初のデバイス ( この例ではマイクロコントローラ ) の TDI ピンにデータを供給して
います。この 2 つのデバイス チェインのテスト結果データは、2 つ目のデバイスの TDO
ピンからテスタの TDO ピンに供給されます。

本項では、JTAG モジュールと一般的な使い方について説明します。デバイス プログラミ
ングのために JTAG インターフェースを使用することに興味があるユーザーは、さらなる
情報については適切な PIC24F デバイスのプログラミング仕様を参照して下さい。

図 33-1:   部品のデイジー チェインによる PIC24F ベースの JTAG 準拠アプリケーションの概要
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PIC24F ファミリ デバイスでは、JTAG バウンダリ スキャン用のハードウェアは、I/O ポー
トに追加ロジックを集積して周辺モジュールとして実装されています ( つまり CPU コアの
外部に )。JTAG モジュールのロジック フロック図を図 33-2 に示します。これは次の主要
部で構成されています。

• TAP インターフェース ピン (TDI、 TMS、 TCK、 TDO)
• TAP コントローラ

• 命令シフト レジスタと命令レジスタ (IR)
• データ レジスタ

図 33-2:   JTAG ロジックブロック図

33.4.1   テスト アクセス ポート (TAP) と TAP コントローラ

PIC24F デバイス ファミリのテスト アクセス ポート (TAP) は、汎用のポートで IEEE 標準
1149.1 で定義された多くの組み込み機能とテスト ロジックへのアクセスを提供します。
TAP はコンフィギュレーション ワード 1 内の JTAGEN ビットをプログラムすることで無
効化されます (ビットが未プログラム状態のデフォルトではTAPは有効化されています )。
有効化されていると特定の I/O ピンは専用の TAP 用ピンとなります。JTAG モジュールの
有効化 /無効化と JTAG制御ピンの識別に関する詳細については適切な PIC24Fデバイスの
データ シートを参照して下さい。

PIC24F ファミリには次のような 4 ピンの JTAG インターフェースが組み込まれています。

• TCK ( テスト クロック入力 ): テスト ロジックにクロックを供給する

• TMS ( テスト モード選択入力 ): テスト動作制御のため TAP で使用される

• TDI ( テスト データ入力 ): テスト命令とデータのシリアル入力

• TDO ( テスト データ出力 ): テスト命令とデータのシリアル出力

JTAGによる I/Oの減少を 小にするため、標準で指定されているオプションのTAPリセッ
ト (TRST) 入力ピンは PIC24F デバイスには実装されていません。便宜のため、TMS と TCK
ピンを使った「ソフト」TAP リセットが TAP コントローラに内蔵されています。ポート
を強制的にリセットするには、TCK の少なくとも 5 回の立ち上がり期間の間、ロジック

TMS

キャプチャ-IR

TAP

TCK

TDI

コントローラ

シフト -IR
更新 -IR

キャプチャ-DR
シフト -DR
更新 -DR

命令シフト レジスタ

命令レジスタ

命令デコード

データ レジスタ

MCHP コマンド
レジスタ

MCHP コマンド シフト レジスタ

ﾊﾞｳﾝﾀﾞﾘ ｽｷｬﾝ ｾﾙ ﾚｼﾞｽﾀ

デバイス ID レジスタ

バイパス レジスタ

MCHP スキャン データ

データ セレクタ

(MUX)

TDO

TDO セレクタ

(MUX)

出力データ
サンプリング

 レジスタ
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High の信号を TMS ピンに加えます。デバイス リセット (POR を含めて ) は、自動的には
TAP をリセットしないことに注意して下さい。これは、外部の JTAG コントローラがソフ
ト TAP リセットを使って行う必要があります。

PIC24F ファミリ デバイスの TAP コントローラは、JTAG の標準 16 の状態を実装する同期
式無限ステート マシンとなっています。図 33-3 に TAP コントローラの全モジュール ス
テートを示します。すべてのバウンダリ スキャン テスト (BST) の命令とテスト結果は、
TDI ピンを介して TAP を通して 下位ビットからシリアル形式で通信されます。

図 33-3:   TAP コントローラ モジュールの ステート図

TMS のステート操作と TCK のクロック パルスにより、TAP コントローラは定義されたす
べてのモジュール ステート間を移動し、種々の命令やデータ レジスタのキャプチャ、シ
フト、更新を行います。図 33-3 にステート マシンを通したコントローラ サイクルとして
の TMS のステート変化を示します。図 33-4 に対応するモジュール ステートで命令がシフ
ト入力されるコントローラ遷移の間の TMS と TCK のタイミングを示します。この例で
は、シーケンスが TAP コントローラにより命令がどのように読み取られるかの説明を表
しています。

すべての TAP コントローラのステートへは、TCK ピンの立ち上がりエッジで入ります。
この例では、TAP コントローラはテスト ロジック リセット ステートから開始します。TAP
コントローラのステートはその前の命令によるため定かには決められませんが、テスト ロ
ジック リセット ステートで開始することは、プログラミングの良い練習になります。

次の TCK の立ち上がりエッジで、TMS に Low が入力されると、TAP コントローラはテス
ト実行 / アイドル ステートに移行します。さらに次の 2 つの TCK の立ち上がりエッジで
TMS が High であれば、TAP コントローラは IR スキャン選択ステートに移行します。

次の 2 つの TCK の立ち上がりエッジで TMS が Low であれば、TAP コントローラは IR シ
フト ステートに移行します。次の 4 つの TCK の立ち上がりエッジにより TDI 経由で命令
が命令シフト レジスタにシフト入力されます。TAP コントローラがこのステートに入っ
た後、TDO ピンはハイ インピーダンス状態からアクティブに移行します。コントローラ
は、TCK の立下りエッジで命令レジスタ (IR) の初期状態を TDO ピンにシフト出力し、IR
シフト ステートにいる間命令レジスタの内容をシフト出力し続けます。このステートを抜
け出るとき、TCK の立下りエッジで TDO 出力はハイ インピーダンス状態に戻ります。

次の TCK の 3 つの立ち上がりエッジで、TAP コントローラが IR シフト ステートから抜
け出て、命令レジスタを更新し、 テスト実行 / アイドル ステートに戻るか、データか次の
命令を適切なデータか命令レジスタにシフト入力できます。

テスト ロジック
リセット

ﾃｽﾄ実行 / ｱｲﾄﾞﾙ DR ｽｷｬﾝ選択

DR ｷｬﾌﾟﾁｬ

DR ｼﾌﾄ

DR 終了 1

DR 停止

DR 終了 2

DR 更新

IR ｽｷｬﾝ選択

IR ｷｬﾌﾟﾁｬ

IR ｼﾌﾄ

IR 終了 1

IR 停止

IR 終了 2

IR 更新

TMS = 0TMS = 1

TMS = 0

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 1

TMS = 0

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 1

TMS = 0TMS = 1

TMS = 0

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 0

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 0

TMS = 1

TMS = 1

TMS = 1TMS = 1

TMS = 0
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図 33-4:   命令のシフト入力による TAP ステート遷移

33.4.2   JTAG レジスタ

JTAG モジュールはその動作の一部としていろいろなサイズの多くのレジスタを使用しま
す。ビット数で見ると、大部分の JTAG レジスタは 1 ビットのレジスタ セルで、I/O ポー
トに集積されています。モジュール内の位置に関わらず、どの JTAG レジスタもデバイス
のデータ メモリ空間には配置されていないので、ユーザーが通常の動作モードで直接アク
セスすることはできません。

33.4.2.1   命令シフト レジスタと命令レジスタ

命令シフト レジスタは 4 ビットのシフト レジスタで、実行する動作の選択や、どのデー
タ レジスタをアクセスするかを選択するのに使用されます。命令は下位ビットからシフト
入力されてデコードされます。

実装されている命令のリストと説明は、 33.4.4 章 「JTAG 命令」を参照してください。

33.4.2.2   データ レジスタ

命令がシフト入力され、命令レジスタが更新されると、TAP コントローラは TDI と TDO
間にいくつかのデータ レジスタを配置します。必要であれば、追加のデータ値がこれらの
データ レジスタにシフト入力されます。

PIC24F デバイス ファミリは次の 3 個のデータ レジスタをサポートしています。

• バイパス レジスタ： 1 ビットのレジスタで、バウンダリ スキャン テスト データを選
択したデバイスから指定デバイスに通過させます。バイパス レジスタは、BYPASS 命
令がアクティブになると TDI と TDO ピンの間に配置されます。

• デバイス ID レジスタ： 32 ビットのパーツ識別。  IEEE (29h がマイクロチップ テクノ
ロジ ) で決められた 11 ビットのメーカ ID と、デバイス パーツ番号とデバイス リビ
ジョン識別で構成されています。IDCODE 命令がアクティブになると、デバイス ID
レジスタが TDI と TDO 間に配置されます。次に TAP コントローラが DR シフト ス
テートになった後、32 個の TCK の立下りエッジでデバイス データ ID が TDO ピンに
シフト出力されます。

• MCHP コマンド シフト レジスタ： MCHP_CMD 命令がアクティブになると TDI と
TDO 間に配置される 8 ビットのシフト レジスタです。このシフト レジスタは、マイ

TCK

TMS

TDI

TDO

TAP
State

命令データ (LSB)

IR シフト

ロジック テスト
リセット

テスト実行
/アイドル

IR 終了

IR 更新

テスト実行
/アイドル

1 2 3

注 1: IR シフトか DR シフト ステートのいずれかのときは、TCK の 初の立下りエッジまで TDO ピンは常時ハイ インピーダン

ス状態。 
2: TCK の立下りエッジで命令レジスタ (IR) の初期状態がシフト出力されると、TDO はハイ インピーダンスではなくなる。

3: TCK の 初の立下りエッジで IR 終了ステートに入ると TDO は再度ハイインピーダンスに戻る。

DR スキャン選択 IR キャプチャ

IR スキャン選択
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クロチップのコマンドをシフト入力するのに使用されます。

33.4.3   バウンダリ スキャン レジスタ (BSR) 
BSR は大きなシフト レジスタで、すべての I/O バウンダリ スキャン セル (BSC) を互いに
デイジー チェイン接続して構成されています ( 図 33-5)。それぞれの I/O ピンが 1 個の BSC
を持っていて、それぞれに入力セル、出力セル、制御セルの 3 個の BSC レジスタが含ま
れています。SAMPLE/PRELOAD または EXTEST 命令がアクティブになると、BSR は TDI
と TDO ピン間に配置され、TDI ピンが入力に TDO ピンが出力になります。

BSR のサイズはデバイスの I/O ピンの数によります。例えば、PIC24FJ128GA010 は 82 個
の I/O ピンを持っています。82I/O のそれぞれに 3 個の BSC レジスタがありますから、こ
のときのバウンダリ スキャン レジスタの長さは 246 ビットとなります。他の PIC24F デバ
イスの I/O ピンの数についての情報は、個別のデバイスのデータ シートにあります。

図 33-5:    PIC24F マイクロコントローラのデイジー チェイン接続のバウンダリ スキャン セル レジスタ

33.4.3.1   バウンダリ スキャン セル (BSC)

BSC の機能は、JTAG がアクティブのときに、I/O の入出力データをキャプチャし上書き
することです。BSC は 3 個の 1 ビット キャプチャ レジスタ セルと 2 個の 1 ビット 保持レ
ジスタ セルで構成されています。キャプチャ セルはデイジー チェイン接続されて、バウ
ンダリ スキャン レジスタを経由して JTAG データを通すのと同時に、ポートの入力をキャ
プチャし、( 有効であれば ) データの出力と制御をします。TAP コントローラからのコマ
ンド信号が JTAG ポートのデータをキャプチャするか、いつどのようにそれを BSC のク
ロック同期された出力とするかを決めます。

初のレジスタは、内部データをキャプチャして出力ドライバにつなげるか、シリアル ス
キャン入力したデータをドライバに出力します。2 番目のレジスタが内部の出力ドライバ
からの有効出力制御をキャプチャして、有効出力値をシリアル スキャンします。3 番目
のレジスタは、I/O の入力バッファからの入力データをキャプチャします。

 I  C  O  I  C  O I  C  O

O
C
 I

O
C
 I

O
C
I

 I
C
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 I
C
O

I
C
O

TAP コントローラ

PIC24F
内部

ロジック

I/O ピン

TDI TMS TCK TDO

3 個のレジスタ セルの BSC
• 入力セル (I)
• 制御セル (C)
• 出力セル (O)
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図 33-6 に、典型的な BSC と I/O ポート構造との関係を示します。 

図 33-6:   バウンダリ スキャン セルと I/O ポートとの関係

33.4.4   JTAG 命令

PIC24Fファミリ デバイスは IEEE 1149.1により仕様化された必須の命令をサポートしてお
り、同様に仕様で定められたいくつかのオプションの命令もサポートしています。また、
デバイスはマイクロチップ デバイス特有の命令も実装しています。

必須の JTAG 命令は次のようなものです。

• BYPASS (0Fh)： デバイスをテスト チェインからバイパスさせるのに使用する。これで
チップを含まない回路のテストとボード レベルの接続を可能とします。

• SAMPLE/PRELOAD (01h)： 部品の I/O 状態をキャプチャし、その動作のスナップ 
ショットを提供する

• EXTEST (03h)： 外部回路とその接続のテストを可能とし、出力ピンに多種のテスト パ
ターンを出力したり、入力ピンからのテスト結果をキャプチャする。

　PIC24F デバイスに実装されているオプションの JTAG 命令は次のようなものです。

• IDCODE (02h)： 32 ビットのデバイス識別ワードを TDO ピンにシフト出力する

• HIGHZ (04h)： デバイスを全 I/O ピンがハイ インピーダンスの状態 ( 非アクティブに駆
動する ) にする

JTAG デバイスのプログラミングに使用するメーカ特有の JTAG コマンドには次のような
ものがあります。

• MCHP_SCAN (07h)： デバイスを種々の JTAG モードにし管理する

• MCHP_CMD (08h)： TAP コントローラにマイクロチップ特有のプログラミング命令が続
くことを示す。MCHP_CMD に続くデータが、MCHP コマンド シフト レジスタに配置
され、命令としてデコードされる

現状では次の 2 つの命令が MCHP_CMD と一緒に使われるものとして実装されています。

• JTAG_MCLR (01h)： JTAG インターフェースがアクティブの間、デバイスのマスター 
クリア リセットを行う。これはハードウェア MCLR と同等の機能となる。TAP イン
ターフェースそのものはリセットされない

• JTAG_MUX (02h)： JTAG インターフェースを ICSP 動作に切り替える。このコマンド
の後に、TDI と TDO は PGD 機能とみなされ ( それぞれ入力と出力に分離される )、
TCK は PGC として機能する

I/O ピン

入力 ﾊﾞｯﾌｧ

出力バッファ

データ出力

ポートJTAG SDI
前段の BSC から

ポート出力有効化
出力マルチプレクサから

JTAG SDO
次の BSC へ

ポート出力

キャプチャ 更新

バウンダリ スキャン セル

ポート入力

JTAG 有効化

JTAG クロック

有効化

出力データ

I/O ポート セル

O

C

I
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33.4.5   バウンダリ スキャン テスト (BST)
バウンダリ スキャン テスト (BST) とは、ソフトウェアの制御を利用して PIC24F ファミリ
のような JTAG 準拠のデバイスのバウンダリ ピンを制御、観測する手法です。BST はデバ
イス間の接続を、デイジー チェイン接続された JTAG 準拠デバイスをひとつのスキャン
チェインとすることでテストできるようにします。PCB 上に複数のスキャン チェインが
存在するときは、マルチ スキャン チェインを構成します。これらのマルチ スキャン チェ
インは、多くの部品を同時にテストするために並行して駆動できます。スキャン チェイン
には、JTAG 準拠デバイスと非 JTAG 準拠デバイスを両方含められます。

BST の主な利点は、物理的なテスト プローブなしで実装できることです。わずか 4 線ま
たは 5 線のインターフェースと適切なテスト プラット フォームだけが必要なだけです。
JTAG バウンダリ スキャンは、多年にわたって使われているため、物理的なプローブなし
でスキャン チェインのテストをする数多くのソフトウェア ツールがあります。BST の主
な欠点は、デジタル信号と回路の接続性のみしか評価できないことで、入出力の電圧レベ
ルや電流を計測することはできません。

33.4.5.1   JTAG 関連ファイル

JTAG テスト ツールに BST を実装するためには、バウンダリ スキャン記述言語 (BSDL)
ファイルを必要とします。BSDL は VHDL (VHSIC ハードウェア記述言語 ) のサブセット
で、IEEE Std. 1149.1 の一部として説明されています。デバイス個別の BSDL ファイルに
は、特定のデバイスにどのように標準が実装されているか、どのように動作するかが説明
されています。

特定のデバイス向けの BSDL ファイルには次のようなことが含まれています。

• 特定デバイスのピン配置とパッケージ構成

• TAP ピンの物理的位置

• デバイス ID レジスタとデバイス ID
• 命令レジスタの長さ

• サポートされる BST 命令とそのバイナリ コード

• バウンダリ スキャン レジスタの長さと構造

• バウンダリ スキャン セルの定義

デバイス個別の BSDL ファイルは、マイクロチップのウェブ サイト www.microchip.com で
入手できます。各 BSDL ファイルの名称は、デバイス名とシリコン リビジョンとなって
います。例えば、PIC24FJ128GA010_A2.BSD は PIC24FJ128GA010 のシリコン リビジョ
ンが A2 用の BSDL ファイルです。

33.4.6   JTAG によるデバイス プログラミング

JTAG インターフェースは、PIC24F ファミリ デバイスにターゲット アプリケーションをプ
ログラムするのにも使用できます。JTAG インターフェースを使うと、アプリケーション設
計者は単純な 4 ピン インターフェースで、ICSP インターフェースで必要となる回路制限も
なく専用のテストとプログラミングのポートを設けられます。

実際には JTAG デバイス プログラミングは、標準の ICSP 方式を TAP インターフェースの
4 ピンを使って行っています。適切な JTAG コマンド列でトリガされると、TDI、TDO、TCK
ピンは PGD と PGC ピンの機能と想定されます。このピンの再マッピングにより、JTAG イ
ンターフェースによる ICSP ログラミングは、標準の ICSP インターフェースとまったく同
じとなります。

TAP インターフェースの切替の時間のオーバーヘッドが加わるため、JTAG デバイス プロ
グラミングは、PGC と PGD ピンによる標準 ICSP プログラミングよりわずかに長くかかり
ます。強化版 ICSP プログラミングは JTAG プログラミングでは使用できません。
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33.5  関連するアプリケーション ノート

ここでは、マニュアルのこの章に関連するアプリケーションノートをリストアップしま
す。これらのアプリケーションノートは、特に PIC24F デバイス ファミリ専用ではありま
せんが、その概念は共通であり、変更、あるいは制限事項を考慮に入れて使用できます。
現在、プログラミングと診断に関連するアプリケーションノートは次の通りです。

タイトル アプリケーション ノート #
現在は関連するアプリケーション ノートはありません。

注 : PIC24F ファミリ デバイスに関するその他のアプリケーション ノートやコード例に
ついてはマイクロチップ ウェブ サイト (www.microchip.com) をご覧下さい。
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33.6  改版履歴

リビジョン A (2006 年 12 月 )
本文書の初版リリース。
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