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はじめに 

このアプリケーション・ノートでは、高性能アナログ

機能と ARM® Cortex™-M3 プロセッサで制御されるデジ

タル・ペリフェラルがシングル・パッケージに集積さ

れたデバイスが内蔵するフラッシュメモリに対する書

き込み手法の一つをご紹介します。

このデバイスは、最大 4MHz 周波数で動作可能な

MDIO インターフェースを備え、1 個のフラッシュ・ブ

ロックからのプログラム実行と、他のフラッシュ・ブ

ロックの書込み／消去を同時に行うことが可能です。

このデバイスは 40G から 100G までの光アプリケーシ

ョンに最適です。

消去不能のカーネル・コードとユーザ・フラッシュ内

のフラグは、MDIO の必要に応じ、ユーザ・コードが

ユーザ・フラッシュ・コード用とデータ・スペース用

の 2 つのブロックを確実に切替えることができるよう

支援します。

フラグに関する詳細と、部品に関するその他の詳細に

ついては、各部品のハードウェア・リファレンス・マ

ニュアルを参照してください。

このアプリケーション・ノートの目的は、電源、

GND、MDIO、MDC ピンだけを用いてユーザ・フラッ

シュ・メモリに、初めてプログラムを書き込むための

手順の紹介です。MDIO ピンはプッシュプル・モード

であり、外部でプルアップは不要です。書き込みの手

順は、ホストが開始し、制御します。

MDIO プロトコルの詳細については、MDIO 仕様 IEEE 
802.3 と、アナログ・デバイセズのデバイス・ハードウ

ェアの個々のリファレンス・マニュアルを参照してく

ださい。プロトコル・タイプ 8 は、書き込みに必要な

最小限のフレーム・タイプだけを実装しています。書

き込みに成功したかどうかは、このアプリケーショ

ン・ノートで紹介するベリファイ方法を参考に確認す

る必要があります。実際のプログラミングでは、ユー

ザが独自にプログラミング方針を実装することができ

ます。

日本語参考資料
最新英語アプリケーション・ノートはこちら

hmitomo
Rectangle

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1310.pdf
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ダウンロード・モードへの移行 

P2.3が"L"で、K2B0と K2B1がともにゼロでなければ、

デバイス・カーネルはダウンロード・モードになりま

す。 
ユーザ・コードがない場合、あるいはユーザがハードウ

ェア・リファレンス・マニュアルの記述に従って意図的

にこれらのキーを書き込まなかった場合に、このモード

になります。このアプリケーション・ノートでは、カー

ネルがダウンローダ状態になった後のダウンロード・プ

ロトコルを中心に述べます。 

一般要件 

MDIO のフレーム構造 
MDIO仕様に従って、各フレームは、プリアンブル、

ST、OP、PHYADR、DEVADD、TA、16ビットのデータ

で構成されます。 

OPで定義されるアクセス・タイプのうち、使うのはア

ドレス（Address）、書込み（Write）、読出し（Read）
のみです。 

PHYADRの値は 5です。 

DEVADDの値は 1です。 

アドレス・フレームのコマンド 

アドレス・フレームは、状況に応じ、コマンド情報を含

む疑似アドレスと部分アドレスを使用します。アドレス

の最上位ニブルは、表 1 に示すようにコマンドとして解

釈されます。 

表 1. アドレス・フレームのコマンド 
コマンド  内容 
0  リザーブ 。 
1 
Download 

ダウンロードを要求。ビット 0 からビッ

ト 11 は、チップ情報の最後の 3 ニブル

でなければならない。 
2 
SetAddress 

フラッシュ・アドレス・ページをフレー

ム・データのビット 0 からビット 11 に

設定。 
3 
PageErase 

フラッシュ・アドレス・ページをフレー

ム・データのビット 0 からビット 11 に

設定し、そのページを消去。 
4 
MassErase 

フラッシュ・アドレス・ページをフレー

ム・データのビット 0 からビット 11 に

設定し、ユーザ・フラッシュ空間をすべ

て消去。 
5 
Verify 

フラッシュ・アドレス・ページをフレー

ム・データのビット 0 からビット 11 に

設定し、そのページをベリファイ。 
6 リザーブ。  
7 
Reset 

リセット。 

0x8～0xF リザーブ 。 

各コマンドは受信後に実行され、その進捗状態は読出し

フレームによって確認できます。 

ダウンロード・モードにするにはコマンド 1が必要で

す。チップ情報が正しくない場合、その後の読出しでは

0x0000が返されます。正しいダウンロード要求

（Request Download）の前に消去（Erase）、書込み

（Write）、または読出し（ReadInc）フレームを受信す

ると、デバイスはリセットされるまでロックアップしま

す。 

書込みフレーム 

書込みフレームには、デバイスにプログラムするデータ

が格納されます。プログラミングは、直近のコマンド

2、コマンド 3またはコマンド 4によって設定されたフ

ラッシュ・ページの先頭から開始されます。データはそ

れぞれの書込みフレームの後に保存され、書込みフレー

ム 4個ごとに、データがフラッシュ内の正しいフラッシ

ュ・アドレスにプログラムされます。したがって、プロ

グラミングは 4の整数倍のフレーム数である必要があり

ます。書込みフレーム後のリードバックは、そのページ

用に処理されたデータのバイト数を返します。この数値

は、フレームの処理完了後にのみ更新され、その位置へ

の書込みが完了すると 8で割り切れる値になります。 

ユーザ・フラッシュ保護が有効になっている（0x1FFF4 
= 0x3A、または 0x3FFF4 = 0x3A）と、書込みは失敗し、

読出しフレームで 0x8BADを返します。 

プログラミングは、常に全ページの整数倍である必要が

あります。 

読出しフレーム 

各フレームの終了ごとに応答が生成され、次の読出しフ

レームによって戻されます（表 2 参照）。 

表 2. 応答の内容 
応答対象 応答の内容 
コマンド 0 0x0BAD 
コマンド 1 チップ情報。詳細は表 3 を参照。 
コマンド 2 0x0002 
コマンド 3 消去未了時は 0、完了時は 0x0003。 

エラーの場合は 0x3BAD。 
コマンド 4 消去未了時は 0、完了時は 0x0004。 
コマンド 5 データをベリファイ。下の表 3 を参

照。 
コマンド 6 0x6BAD 
コマンド 7 リセット後未定義。 
コマンド 8 から  
コマンド 0xF 

0x*BAD。*にはコマンド番号が入

る。 
書込みフレーム 「書込みフレーム」の項を参照。 
読出しフレーム 下の表 3 を参照。 

チップ情報は、表3に示すように3ニブルで構成されます。 

表 3. チップ情報 
ニブル チップ情報の内容 定義値 
3 不使用 0 
2 カテゴリ ADuCM では 0x3 
1 ファミリ 32x では 0x2 
0 ファミリ・メンバ 320 では 0x0 
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チップ IDの後の追加の読出し内容には、その他のチッ

プ情報が含まれていることがあります。この情報は実装

によって異なります。コマンド 5の後の最初のリードバ

ックは、ベリファイされるページの最後の 4ハーフワー

ドの合計を返します。2回目のリードバックは、フラッ

シュの符号コマンドによって生成される CRCの下位 16
ビットを返します。 

3回目のリードバックは、フラッシュの符号コマンドに

よって生成される CRCの上位 16ビットを返します。こ

れら 3つのフレームによって、ページの全バイトがチェ

ックされます。

標準的なダウンロード・シーケンス 

標準的なダウンロード・シーケンスを表 4 に示します。 

表 4. 標準的なダウンロード・シーケンス 
ステップ フレーム・ 

タイプ 
内容 フレーム・データ 備考 

0 アドレス ダウンロード 0x1320  
1 読出し チップ情報 0x0320 正しいチップにアクセスしていることを 

確認。 
2 アドレス 消去 0x3000＋ページ番号 （ページが連続している必要はない） 
3 読出し 消去完了？  0x0000 0x0003 まで繰返し 
4 必要に応じてステップ 2 とステップ 3 を繰返し。 
5 アドレス アドレスを設

定 
0x2000＋ページ番号 （ページが連続している必要はない） 

6  書込み データ プログラムする次の 2 バイト フラッシュ・アドレスを 2 インクリメント。 
7 書込み データ プログラムする次の 2 バイト フラッシュ・アドレスを 2 インクリメント。 
8 書込み データ プログラムする次の 2 バイト フラッシュ・アドレスを 2 インクリメント。 
9 書込み データ プログラムする次の 2 バイト フラッシュ・アドレスを 2 インクリメント。 
10 読出し フラッシュへ

の書込み 
完了？  

バイト数 8 で割り切れるまで繰返し。 

11 ページへの書込み完了までステップ 5 からステップ 10 をさらに 255 回繰り返す。 
12 必要に応じてステップ 14 からステップ 18 に示すページベリファイを実行。 
13 すべてのページがダウンロードされるまでステップ 5 からステップ 12 を繰返す。次のページがそれまでに消

去されていない場合はステップ 4 を含める。 
14 アドレス ベリファイ 0x5000＋ページ番号 （ページが連続している必要はない） 
15 読出し ベリファイ 4 × 16 ビット合計 最後の 4 ハーフワードの 16 ビット合計 
16 読出し ベリファイ CRC LSB FEESIG の下位 16 ビット。 
17 読出し ベリファイ CRC MSB FEESIG の上位 16 ビット。 
18 ベリファイ値が予想したベリファイ値に等しいことを確認。 
19 ダウンロードが正しく行われたことの最終確認として、すべてのページについてステップ 14 からステップ 18

までを繰返す。（ページが連続している必要はない） 
20 アドレス リセット 0x7000 ソフトウェア・リセットで部品を再起動。 

たとえば、適切なリードバック値を得るのに時間がかかり過ぎる、あるいは不正な応答を受信した場合は、ホストから

コマンド 7 を使ってダウンロードを終了させることができます。 

参考資料 

IEEE 802.3 規格の Clause 45 はオンラインで参照可能。 
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