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XJAPI Software & Hardware Interface

概要

主な効果

XJAPI により、XJLink や PXI ハードウエアプローブから JTAG チェイン
に対して、ローレベルアクセスができるようになります。これにより、
開 発 基板、評価 ボード、テストシステムなど各種システムへの統合が
容易になります。
高速 USB を 搭 載 するJTAGハードウエア（XJLink）から、アプリケーシ
ョンプログラミングインターフェイス（XJAPI ）を用いて、JTAGチェイ
ンを直接制御します。
あるいは、高速 PXI に搭載された JTAGハードウエア（PXI-01）から、
アプリケーションプログラミングインターフェイス（XJAPI ）を用いて、
JTAG チェインを直接制御します。

XJAPI の機能
USB to JTAG
interface

XJAPI_HardwareSetup

XJAPI_HardwareRelease

終了前にハードウエアをリリースするた
めに必要な機能

高速通信・ダウンロード USB
(480 Mbps), JTAG (60 Mbps peak)

•

USB による JTAG アクセス。小型
・軽量・ポータブル。研究室・
フィールドなど、あらゆる場所
で使用できる

•

PXI による JTAG 接続もサポート。
(3U/32 bit PXI/c PCI bus interface)

•

ライセンスキーはプローブ本体
に内蔵されるので、あらゆるホ
ストマシンで使用できる

•

あらゆるデバイスのピン配置を
サポート
（ ARM, Xilinx, Altera など）

•

カスタマイズが容易に出来る

機能

初期化と終了
ハードウエアとピン配置の設定。
JTAGクロックの周波数、電源供給設定

•

ハイレベルなスキャン機能
XJAPI_Scan

•

JTAG/IEEE 1149.x 準拠

•

高速 USB2.0 インターフェイス
(480 Mbps) USB 1.0 & 1.1にも対応

•

USB バスパワーに対応
(外部電源 不要)

•

ターゲットにも電源供給可能
(3.3V, <100 mA)

•

TCKクロック周波数 60 MHzまで

•

調整 可能な JTAG 信号の終端

•

信号スキュー自動制御

ピン配置の設定。16本の JTAG 信号に、
あらゆる JTAG 機能を割当て可能。

JTAG DR/IR サイクルの実行。初期値
では、スキャン後に JTAG_IDLE 状態。
異な る 終了状態 に設定するには、
XJAPI_SetEndState を利用。

•

ローレベルでJTAGへアクセス

複数スキャンの実装。複合タイプ・複
合 JTAG 長 の複 数スキャンチェインに
対する設定。

ピン配置がソフトウエアで設
定可能

•

JTAG 信号は、＋5V 許容

TCK の周波数設定 100kHz and 60MHz.

その他、補助機能

•

TMS へのリセット供給

XJAPI_AutoSkew

JTAG のスペア信号の利用。
電源投入時に、基板をリセッ
トさせるなど。

•

特定の JTAG TAP 状態への設定

XJAPI_GetLastError

サンプルファイル、ライブラリ
などアプリケーション例を提供

•

C、C++ によって開発できる

•

XJDemo による、動 作 確 認 、
トレーニング

•

Windows 2000 / XP / Vista に対応

XJAPI_SetPinMap

XJAPI_SetFrequency
XJAPI_TmsReset

XJAPI_GotoState

XJAPI_SetEndState

DR あるいは IR スキャン動作後に、
最終 TAP 状態へセット
XJAPI_ClockChain

JTAGチェインのクロック数設定

XJAPI_ScanMultiple

TCKのクロックスキューを自動補正
XJAPI_GetVersion
XJAPI_ReadPins
XJAPI_SetPins
XJAPI_SetTrst

XJAPI_Shutdown
XJAPI_Startup
XJAPI_Trst

PXI to JTAG interface
XJTAG-XJAPI-1208-JP
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XJAPI のデータタイプ
JTAG_STATE

IEEE 1149.1 specification に規 定された
状態 を JTAG TAP コントローラに設定
XJAPI_ERROR

各種 API機能からのエラーコード
XJAPI_PIN_DEF

ユーザ定義のピン配置情報

XJAPI_PINMAP

ピン配置情報。XJAPI_HardwareSetupと、
XJAPI_SetPinMap の設定結果として反映。
XJAPI_SCAN_TYPE

異なるスキャンタイプの情報。
XJAPI_Scan と、XJAPI_ScanMultiple
の設定結果として反映。
XJAPI_USER_MAP

ユーザ定義ピン配置の設定情報。

XJAPI_PIN_DRIVE

提供されるファイル

XJAPI_PIN_TYPE

xjapi.h

2 種の出力インピーダンス値
8 種のピンタイプ（ユーザ定義ピン配
置使用時）

XJAPI 機 能と、データタイプについて
記 載されたヘッダーファイル

jtag.h

IEEE 1149.1 JTAG specification
に定義されているステート情 報 を 記 載
したヘッダーファイル
xjapi.dll, hwif.dll, common.dll

XJAPI 使用時に必要な DLL ファイル
xjapi.lib

XJAPI インポートライブラリ COFF
format (used by Microsoft Visual Studio)
xjapi_omf.lib

XJAPI インポートライブラリ OMF format
(used by Borland's C/C++ compilers)
xjapi_example.c

C コードサンプル。XJAPI 使用法など
（XJDemo ボード用）

Broadcom Videocore® プラットフォーム
JTAG による HW & SW インターフェースのアプリケーションサンプル (Broadcom 社提供).

1~ 4 台ご 発 注 時 : XJLink* あるいは、 PXI-01のハードウエアプローブ (with unique Serial Number and
Authorisation Code) 、ソフトウエアCD、XJDemo ボード、フラットリボンケーブル、キャリーケース
5 台以上ご発注 時 : XJLink あるいは、 PXI-01のハードウエアプローブ (with unique Serial Number and
Authorisation Code)
* USB/JTAG ケーブル付き

XJTAG-XJAPI-1208-JP
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