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概要
SDx™ 環境は、Zynq®-7000 All Programmable SoC および Zynq UltraScale+™ MPSoC を使用してヘテ
ロジニアス エンベデッド システムをインプリメントするための Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE) で
す。SDx IDE では、Linux では SDSoC (Software-Defined System On Chip) および SDAccel デザイン
フローの両方がサポートされ、Windows では SDSoC フローのみがサポートされます。SDSoC システム
コンパイラは、C または C++ で記述されたアプリケーション コードをハードウェアおよびソフトウェアにコ
ンパイルし、ターゲット プラットフォームを拡張するアプリケーション特定のシステム オン チップを生成し
ます。SDx 環境には、アプリケーション開発用のプラットフォームが含まれます。その他のプラットフォー
ムは、ザイリンクス パートナーから提供されます。

SDSoC プラットフォームは、ベース ハードウェアおよびソフトウェア アーキテクチャと、プロセッシング シ
ステム、外部メモリ インターフェイス、カスタム入力/出力、およびオペレーティング システム (ベアメタル
の場合もあり)、ブートローダー、プラットフォーム ペリフェラルやルート ファイル システムなどのドライバ
ーシステム ランタイムを含むアプリケーション コンテキストを定義します。SDx 環境で作成するプロジェ
クトはすべて特定のハードウェア プラットフォームをターゲットとし、SDx 環境 IDE に含まれるツールを
使用して、そのプラットフォームをアプリケーション特定のハードウェア アクセラレータおよびデータ モー
ション ネットワークでカスタマイズします。このようにすることで、さまざまなベース プラットフォーム用に高
度にカスタマイズされたアプリケーション特定のシステム オン チップを簡単に作成でき、ベース プラット
フォームを多数のアプリケーション特定のシステム オン チップに再利用できます。

この資料では、Vivado® Design Suite を使用してビルドされたハードウェア システムと、OS カーネル、
ブートローダー、ファイル システム、ライブラリなどのソフトウェア ランタイム環境から、カスタム SDSoC プ
ラットフォームを作成する方法を説明します。

重要: SDSoC 環境の使用に関する詳細は、『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027) を参照してください。
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SDSoC プラットフォーム

概要
SDSoC プラットフォームは、Vivado® Design Suite ハードウェア プロジェクト、ターゲット オペレーティン
グ システム、ブート ファイル、およびオプションでプラットフォームをターゲットとするユーザー アプリケ
ーションにリンクするソフトウェア ライブラリで構成されます。また、SDSoC コンパイラでプラットフォームを
ターゲットとするために使用されるハードウェアおよびソフトウェア インターフェイスを記述する XML メタ
データ ファイルも含まれます。

プラットフォーム プロバイダーは、Vivado Design Suite および IP インテグレーターを使用してプラットフ
ォーム ハードウェアを設計します。ハードウェアをビルドして検証したら、Vivado ツール内で Tcl コマン
ドを使用して、SDSoC プラットフォーム ハードウェア インターフェイスを指定し、SDSoC プラットフォーム
ハードウェア メタデータ ファイルを生成します。

プラットフォームをブートするために必要なブートローダーおよびターゲット オペレーティング システムも
供給する必要があります。プラットフォームには、SDSoC コンパイラを使用して、プラットフォームをター
ゲットとするアプリケーションにリンクするソフトウェア ライブラリもオプションで含めることができます。プラ
ットフォームでターゲット Linux オペレーティング システムをサポートする場合は、コマンド ラインまたは
PetaLinux ツール スイートを使用してカーネルと U-Boot ブートローダーをビルドできます。プラットフォ
ーム ライブラリをビルドするには、PetaLinux ツール、SDx IDE、またはザイリンクス SDK を使用できま
す。

第 2 章

SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド

UG1146 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

5

http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312503%3B%26%2312521%3B%26%2312483%3B%26%2312488%3B%26%2312501%3B%26%2312457%3B%26%2312540%3B%26%2312512%3B%26%2338283%3B%26%2330330%3B%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=5
https://japan.xilinx.com


図 1: SDSoC プラットフォームの主なコンポーネント
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SDSoC プラットフォームには、次が含まれます。

• メタデータ ファイル

◦ 手動で記述されたプラットフォーム最上位記述ファイル (<platform>.xpfm)

◦ Vivado ツールを使用して生成されたプラットフォーム ハードウェア記述ファイル
(<platform>.hpfm)

◦ 手動で記述されたプラットフォーム ソフトウェア記述ファイル (<platform>.spfm)

• Vivado Design Suite プロジェクト

◦ ソース

◦ 制約

◦ IP ブロック

• ソフトウェア ファイル

◦ ライブラリ ヘッダー ファイル (オプション)

◦ スタティック ライブラリ (オプション)

◦ 共通ブート オブジェクト (FSBL (First Stage Boot Loader)、Zynq UltraScale+ MPSoC 用の
ATF (ARM Trusted Firmware) および PMUFW (Power Management Unit FirmWare))

◦ Linux 関連のオブジェクト (U-Boot および Linux デバイス ツリー、個別のファイルとしてまた
は image.ub 統合ブート イメージとして供給されるカーネルおよび ramdisk)
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• ビルド済みハードウェア ファイル (オプション)

◦ ビットストリーム

◦ SDK 用にエクスポートされたハードウェア ファイル

◦ 生成済みポート情報ソフトウェア ファイル

◦ 生成済みハードウェアおよびソフトウェア インターフェイス ファイル

• プラットフォーム サンプル アプリケーション (オプション)

図 2: 典型的な SDSoC プラットフォームのディレクトリ構造
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通常は、プラットフォームが SDSoC 環境内で使用するのに正しいものであることを確実にできるのはプ
ラットフォーム プロバイダーのみですが、SDSoC システム コンパイラで使用される各データ ムーバーの
基本的な生存性テストを含む ZIP アーカイブ ファイル /2016.3/docs/platform_dm_test.zip があ

ります。platform_dm_test.zip を作業エリアで解凍し、SDx ツールチェーン ターミナル シェルから

次を実行します。

$ make PLATFORM=<name_of_platform> axidma_simple
$ make PLATFORM=<name_of_platform> axidma_sg
$ make PLATFORM=<name_of_platform> axidma_2d
$ make PLATFORM=<name_of_platform> axififo
$ make PLATFORM=<name_of_platform> zero_copy
$ make PLATFORM=<name_of_platform> xd_adapter

<name_of_platform> could be something like zc702_axidma_simple,
zcu102_axidma_sg etc.

For example
$ make PLATFORM=zc702 axidma_simple

これらの各テストは正しくビルドされ、ハードウェア プラットフォーム上でテストされる必要があります。

第 2 章: SDSoC プラットフォーム

SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド

UG1146 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

7

http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312503%3B%26%2312521%3B%26%2312483%3B%26%2312488%3B%26%2312501%3B%26%2312457%3B%26%2312540%3B%26%2312512%3B%26%2338283%3B%26%2330330%3B%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=7
https://japan.xilinx.com


プラットフォームには、すべてのカスタム インターフェイスに対するテストを含め、ユーザーがアプリケー
ション C/C++ コードからこれらのインターフェイスにアクセスする方法の例を取得できるようにする必要
があります。

プラットフォームには､オプションでサンプル アプリケーションを含めることができます。アプリケーション
のソース ファイルと template.xml メタデータ ファイルを含む samples というサブフォルダーを作成す

ることにより、ユーザーが SDx 環境 IDE の New Project ウィザードを使用したときにこれらのサンプル
アプリケーションのいずれかを選択してビルドできるようになります。

アプリケーション テンプレートの作成については、プラットフォームのサンプル アプリケーションを参照し
てください。ハードウェア プラットフォームの作成およびガイドラインについては、ハードウェア プラットフ
ォームの作成を参照してください。ソフトウェア プラットフォーム コンポーネントの詳細は、ソフトウェア プ
ラットフォーム データの作成を参照してください。

プラットフォーム GUI/コマンド ラインの使用法
ユーザーが SDSoC デザインを作成する際、SDSoC プラットフォームと、ターゲット デバイス上での OS
を含むソフトウェア環境を指定するシステム コンフィギュレーションを選択します。プラットフォームは、1
つまたは複数のシステム コンフィギュレーションをサポートします。たとえば、SDx インストールに含まれ
る Zynq-7000 All Programmable SoC ZC702 評価キット ボード用の ZC702 プラットフォームでは、
Linux、スタンドアロン BSP、および FreeRTOS の 3 つのコンフィギュレーションが提供されています。

プラットフォーム フォルダーには、サポートされるハードウェア インターフェイスとソフトウェア環境 (シス
テム コンフィギュレーション) を定義するプラットフォーム XML メタデータを含むハードウェアおよびソフ
トウェア プラットフォーム データと、使用されるソフトウェア コンポーネント (ブート ファイル、Linux イメー
ジ、ヘッダー ファイルなど) が含まれます。

SDSoC コンパイラ コマンド ライン ツール sdscc または sds++ でプラットフォームおよびシステム コン

フィギュレーションを指定するには、–sds-pf <platform> および –sds-sys-config
<system_configuration> オプションを使用します。<platform> には、プラットフォーム名またはプラッ

トフォーム フォルダーへのパスを指定します。-sds-sys-config オプションを指定しない場合は、プラ

ットフォームで定義されたデフォルトのシステム コンフィギュレーションが使用されます。次に、コマンド
ライン例を示します。

sdscc –sds-pf zc702 –sds-sys-config linux –c main.c

プラットフォームに関する情報を表示するコマンド ライン引数があります。使用可能なファクトリ プラットフ
ォームをリストするには –sds-pf-list、指定したプラットフォームに関する情報を表示するには –sds-
pf-info <platform> を使用します。

sdscc –sds-pf-list
sdscc –sds-pf-info zc702

SDx 環境 IDE で [File] → [New] → [Xilinx SDx] をクリックし、New Project ウィザードを使用してアプリ
ケーション プロジェクトを作成します。プロジェクト名を入力すると、次の図に示す [Choose Hardware
Platform] ページが表示されます。インストールに含まれるプラットフォーム (ファクトリ プラットフォーム)
を選択するか、[Add Custom Platform] をクリックしてプラットフォーム フォルダーを追加します。

ヒント: 複数のプラットフォーム フォルダーを含むフォルダーを選択すると、複数のプラットフォームを一度にレポジ
トリに追加できます。
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次の図は、[Add Custom Platform] コマンドを使用して <SDx_install_path>/samples/platforms/
zc702_axis_io の zc702_axis_io platform を追加したところを示しています。ファクトリ プラットフ

ォームは、<SDx_install_path>/platforms に含まれています。

ハードウェア プラットフォームを選択すると、次の図に示す [Choose Software Platform and Target
CPU] ページが表示され、システム コンフィギュレーションを定義できます。[System configuration] ドロッ
プダウン リスト、[CPU] ドロップダウン リスト、および [OS] に表示される値は、
<path_to_platform>/sw/<platform>.spfm に含まれるソフトウェア プラットフォーム XML メタデー

タ ファイル (.spfm) で定義されます。コマンド ライン引数として使用されるテキスト文字列は XML ファ

イルの sdx:name 属性で定義され、GUI のテキスト文字列は sdx:displayName 属性で定義されま

す。これらのファイルの作成に関する詳細は、ソフトウェア プラットフォーム XML メタデータ リファレンス
を参照してください。これらのファイルは、プラットフォーム プロバイダーにより作成されます。
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ソフトウェア プラットフォームのシステム コンフィギュレーションを選択すると、[Templates] ページが表示
されます。[Templates] ページでは、プラットフォーム フォルダーに samples フォルダーが含まれ、この

フォルダーに使用可能なテンプレート アプリケーションを記述する template.xml ファイルが含まれる

場合に、プラットフォームのサンプル アプリケーションを選択できます。
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[Templates] ページで [Finish] をクリックすると、アプリケーション プロジェクトが作成され、プラットフォー
ム フォルダーからソース ファイルがコピーされて makefile が自動的に生成されます。プラットフォームで
サンプル アプリケーションが提供されていない場合は、[Empty Application] のみが選択肢として表示さ
れ、ソース ファイルをプロジェクトのソース フォルダーに手動でコピーするか、ソース エディター ビュー
を使用してソース ファイルを作成できます。

プラットフォーム ディレクトリ構造

SDSoC ファクトリ プラットフォームは、<path_to_install>/SDx/2016.x/platforms の各プラットフ

ォーム用のサブフォルダーに含まれています。次に、Zynq-7000 All Programmable SoC ZC702 評価キ
ット ボード用の ZC702 プラットフォーム ファイルのディレクトリ構造を示します。詳細は省略されていま
す。

• <path_to_install>/SDx/2016.x/platforms

◦ zc702

▪ hw

• vivado

• zc702.hpfm

▪ sw

• zc702.spfm

▪ zc702.xpfm

zc702.xpfm ファイルには、ハードウェア (zc702.hpfm) およびソフトウェア (zc702.spfm) メタデータ

ファイルへの参照が含まれます。.spfm ファイルに含まれるすべてのパス参照は、そのファイルを含むフ
ォルダーに相対するパスです。
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インストール フォルダー <path_to_install>/SDx/2016.x/samples/platforms には、『SDSoC

環境チュートリアル: リファレンス デザインからプラットフォームを作成』 (UG1236) に記載されている追
加のプラットフォームが含まれます。たとえば、zc702_axis_io プラットフォームには、次に示すように、
zc702 プラットフォームには含まれない追加のフォルダーとファイルが含まれます。

• <path_to_install>/SDx/2016.x/samples/platforms

◦ zc702_axis_io

▪ hw

• vivado

• zc702_axis_io.hpfm

▪ samples

• aximm

• pull_packet

• stream

• template.xml

▪ src

▪ sw

• zc702_axis_io.spfm

▪ readme

▪ zc702_axis_io.xpfm

ヒント: 基本的なディレクトリ構造と XML メタデータ ファイルの命名規則以外は、プラットフォームのフォルダー名と
ファイル名は柔軟に指定できます。

メタデータ ファイル

SDSoC プラットフォームには、ハードウェアおよびソフトウェア インターフェイスを記述する次の XML メ
タデータ ファイルが含まれています。

• 最上位プラットフォーム XML ファイル (.xpfm)

• プラットフォーム ハードウェア記述ファイル (.hpfm)

• プラットフォーム ソフトウェア記述ファイル (.spfm)

最上位プラットフォーム XML ファイル (.xpfm)

最上位プラットフォーム XML ファイルは <path_to_platform>/<platform>.xpfm にあり、ハードウ

ェアおよびソフトウェア XML ファイルとそれらを含むフォルダーへの参照を含みます。プラットフォーム
用の .xpfm ファイルを作成するには、既存の .xpfm ファイルをコピーして、プラットフォーム名を変更し

ます。
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次に、<install>/platforms/zc702/zc702.xpfm ファイルを示します。<install>/platforms/
zc702/hw/zc702.hpfm にあるハードウェア プラットフォーム XML メタデータ ファイル (.hpfm) と、

<install>/platforms/zc702/sw/zc702.spfm にあるソフトウェア プラットフォーム XML メタデータ

ファイル (.spfm) への参照が含まれます。

重要: ハードウェアおよびソフトウェア プラットフォーム データへのパスは、最上位プラットフォーム ディレクトリに相
対するパスです。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdx:platform sdx:vendor="xilinx.com"

sdx:library="sdx"
sdx:name="zc702"
sdx:version="1.0"
sdx:schemaVersion="1.0"
xmlns:sdx="http://www.xilinx.com/sdx">

<sdx:description>Basic platform targeting the ZC702 board, which includes
1GB of DDR3,

16MB Quad-SPI Flash and an SDIO card interface. More information is
available at

https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-z7-zc702-g.html
</sdx:description>

<!-- Support multiple DSAs for multi-FPGA platforms -->
<sdx:hardwarePlatforms>

<sdx:hardwarePlatform sdx:path="hw" sdx:name="zc702.hpfm"/>
</sdx:hardwarePlatforms>

<sdx:softwarePlatforms>
<sdx:softwarePlatform sdx:path="sw" sdx:name="zc702.spfm"/>

</sdx:softwarePlatforms>

</sdx:platform>

ハードウェア プラットフォーム XML ファイル (.hpfm)

ハードウェア プラットフォーム XML メタデータ ファイルは、
<path_to_platform>/hw/<platform>.hpfm にあります (Vivado プラットフォーム プロジェクトは

<path_to_platform>/hw/vivado)。このファイルは、ベース ハードウェア、ハードウェア アクセラレー

タ、およびデータ モーション ネットワークを含むハードウェア システムを作成する際に SDSoC で使用さ
れるプラットフォームのハードウェア インターフェイスを記述します。

次に、ZC702 ハードウェア プラットフォーム XML ファイル <install>/platforms/zc702/hw/
zc702.hpfm のクロック情報を含む部分を示します。データ モーション ネットワークおよびアクセラレー

タで使用可能なクロックが示されています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<!-- zc702.hpfm -->
<xd:repository xmlns:xd="http://www.xilinx.com/xd" xd:name="zc702"
xd:library="xd"
xd:version="1.0" xd:vendor="xilinx.com">
<xd:component xd:name="zc702" xd:library="xd" xd:version="1.0"

xd:vendor="xilinx.com"
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xd:type="platform" xd:BRAM="140" xd:DSP="220" xd:FF="106400"
xd:LUT="53200">

<xd:platformInfo>
<xd:deviceInfo xd:name="xc7z020clg484-1" xd:architecture="zynq"

xd:device="xc7z020"
xd:package="clg484" xd:speedGrade="-1"/>

<xd:registeredDevices xd:kio="0" xd:uio="0"/>
<sdx:description>Basic platform targeting the ZC702 board, which

includes 1GB of DDR3,
16MB Quad-SPI Flash and an SDIO card interface. More information is

available at
https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-z7-zc702-g.html

</sdx:description>
<xd:systemClocks xd:defaultClock="2">

<xd:clock xd:name="CPU" xd:instanceRef="ps7"
xd:componentRef="processing_system7"

xd:frequency="666.666687" xd:period="1.500000"
xd:status="reserved"/>

<xd:clock xd:name="ps7_FCLK_CLK0" xd:instanceRef="ps7"
xd:componentRef="processing_system7"

xd:id="0" xd:frequency="166.666672" xd:period="6.000000"
xd:normalizedPeriod="4.000000"

xd:status="changeable"/>
<xd:clock xd:name="ps7_FCLK_CLK1" xd:instanceRef="ps7"

xd:componentRef="processing_system7"
xd:id="1" xd:frequency="142.857132" xd:period="7.000001"

xd:normalizedPeriod="4.666667"
xd:status="changeable"/>

<xd:clock xd:name="ps7_FCLK_CLK2" xd:instanceRef="ps7"
xd:componentRef="processing_system7"

xd:id="2" xd:frequency="100.000000" xd:period="10.000000"
xd:normalizedPeriod="6.666667"

xd:status="changeable"/>
<xd:clock xd:name="ps7_FCLK_CLK3" xd:instanceRef="ps7"

xd:componentRef="processing_system7"
xd:id="3" xd:frequency="200.000000" xd:period="5.000000"

xd:normalizedPeriod="3.333333"
xd:status="changeable"/>

</xd:systemClocks>
</xd:platformInfo>

ハードウェア プラットフォーム XML ファイルの詳細は、ハードウェア プラットフォーム メタデータの作成
を参照してください。

ソフトウェア プラットフォーム XML ファイル (.spfm)

ソフトウェア プラットフォーム XML ファイルは、<path_to_platform>/sw/<platform>.spfm にあり

ます。.spfm ファイルは、ソフトウェア環境、つまりプラットフォームで使用可能なシステム コンフィギュレ

ーションを記述します。各コンフィギュレーションにはオペレーティング システム (OS) が関連付けられて
おり、ユーザーはハードウェア プラットフォームのデザインを作成するときにシステム コンフィギュレーシ
ョンを選択します。
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SDSoC ツールでは、.spfm ファイルのメタデータから、ブート ファイル (FSBL (Fast Stage Boot

Loader)) および SD カード イメージを生成するのに使用する Linux イメージの場所が判断されます。プ
ラットフォームにオプションのヘッダーおよびライブラリが含まれる場合、ユーザーのアプリケーションが
コンパイルおよびリンクされるときに、SDSoC で自動的にこれらのファイルへのパスが追加されます。オ
プションでビルド済みハードウェア ビットストリームを含めると、ハードウェア アクセラレータなしのアプリ
ケーションをビルドするときの実行時間が短縮されます。

SDx 環境 IDE では、.spfm ファイルのメタデータを使用して、システム コンフィギュレーションのリストが

作成され、デフォルトの選択が定義され、New Project ウィザードの GUI 要素のラベルが作成されます。

次に、ZC702 ソフトウェア プラットフォーム XML ファイル <install>/platforms/zc702/sw/
zc702.spfm の一部を示し、コマンド ラインおよび GUI で使用されるメタデータを含むスキーマの概要

を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdx:platform sdx:vendor="xilinx.com"

sdx:library="sdx"
sdx:name="zc702"
sdx:version="1.0"
sdx:schemaVersion="1.0"
xmlns:sdx="http://www.xilinx.com/sdx">

<sdx:description>Basic platform targeting the ZC702 board, which
includes 1GB of DDR3,

16MB Quad-SPI Flash and an SDIO card interface. More information is
available at

https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-z7-zc702-g.html
</sdx:description>

<sdx:systemConfigurations sdx:defaultConfiguration="linux">
<sdx:configuration sdx:name="linux"

sdx:displayName="Linux SMP (Zynq 7000)"
sdx:defaultProcessorGroup="a9_0">

<sdx:description>Linux SMP running on Zynq
7000</sdx:description>

<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform"/>
<sdx:bootImages sdx:default="standard">

<sdx:image sdx:name="standard"
sdx:bif="boot/linux.bif"
sdx:imageData="image"
sdx:mountPath="/mnt"
sdx:readme="boot/generic.readme"
sdx:qemuDevicetree="qemu/devicetree.dtb"
sdx:qemuBoot="boot/u-boot.elf"
sdx:qemuArguments="qemu/qemu_args.txt"

/>
</sdx:bootImages>
<sdx:processorGroup sdx:name="a9_0"

sdx:displayName="A9_0,A9_1"
sdx:cpuType="cortex-a9">

<sdx:os sdx:name="linux"
sdx:displayName="Linux SMP"

/>
</sdx:processorGroup>

</sdx:configuration>

ソフトウェア プラットフォーム XML メタデータ ファイルの詳細は、ソフトウェア プラットフォーム メタデー
タの作成を参照してください。
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プラットフォームのチェックリスト

この章のプラットフォーム作成プロセスの概要では、SDSoC でカスタム プラットフォームを使用できるよう
にするためのハードウェアおよびソフトウェア プラットフォームの要件とコンポーネント、プラットフォーム
検証、サンプル アプリケーション サポート、ディレクトリ構造、プラットフォーム メタデータ XML ファイル
について説明しました。

このガイドでは、Vivado Design Suite についておよび Vivado Design Suite で Zynq-7000 または Zynq
UltraScale+ MPSoC デザインを作成する方法、プラットフォームの観点からの SDSoC、ザイリンクス ソフ
トウェア開発キット (SDK) などのザイリンクス ソフトウェア開発ツール、エンベデッド ソフトウェア環境
(Linux またはベアメタル) を理解していることを前提としています。ここでは、プラットフォーム ハードウェ
ア要件やプラットフォーム メタデータ XML ファイルなどの SDSoC 特定のトピックについて、一般的なガ
イダンスおよび参考資料を含めて詳細に説明します。

SDSoC プラットフォームの作成プロセスに慣れていない場合は、主要な概念に関する記述に簡単に目
を通し、このガイドの残りの章の手順を読んで、『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインから
プラットフォームを作成』 (UG1236) の例をいくつか試してみてください。

SDSoC プラットフォームを作成したことがある場合は、プロセスはほぼ同じです。このガイドの各章と付録
の移行情報に簡単に目を通してください。

次のチェックリストに、SDSoC プラットフォーム作成に関連する主なタスクをまとめます。

1. Vivado Design Suite を使用して Zynq-7000 または Zynq UltraScale+ MPSoC ベースのデザインを作
成します。

• Vivado ハードウェア プロジェクトを作成する際の要件およびガイドラインは、ハードウェア プラッ
トフォームの作成を参照してください。Vivado Design Suite ツールを使用してハードウェア デザ
インをテストします。

2. サポートされるターゲット オペレーティング システムに対して、ブートおよびユーザー アプリケーショ
ン用のソフトウェア コンポーネントを提供します。

• プラットフォームに含まれるブート ファイルを使用して (該当する場合)、SDSoC により OS をブー
トするための SD イメージが作成されます。FSBL (First Stage Boot Loader) と、ブート用の
BOOT.BIN ファイルの作成方法を記述したブート イメージ ファイル (BIF) が必要です。Linux ブ
ートの場合は、U-Boot および Linux イメージ (デバイス ツリー、カーネル イメージ、およびルー
ト ファイル システムの個別のファイルまたは統合ブート イメージ .ub ファイル) を提供します。ベ
アメタル アプリケーションの場合は、リンカー スクリプトを作成します。Zynq UltraScale+ MPSoC
プラットフォームでは、ATF (ARM Trusted Firmware) および PMUFW (Power Management Unit
FirmWare) も必要です。さらに、SD カード イメージに含める必要のある README ファイルおよ
びその他のファイルを作成します。

• プラットフォームでユーザーのアプリケーションにリンクするライブラリを提供する場合は、プラット
フォームの一部としてヘッダーおよびライブラリを含めると便利です。

• 詳細は、ソフトウェア プラットフォーム データの作成を参照してください。

3. 1 つまたは複数のサンプル アプリケーションを作成します (オプション)。

• プラットフォーム フォルダーに複数のサブフォルダーを含む samples というフォルダーを作成し
て、各サブフォルダーにアプリケーションのソース コードを配置します。samples フォルダーに
は、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードでアプリケーションを作成するときに使用される
template.xml ファイルも含めます。

• プラットフォームのサンプル アプリケーションを参照してください。
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4. プラットフォーム ディレクトリを作成し、プラットフォーム XML メタデータ ファイルを含めます。

• 次に、プラットフォーム ディレクトリの基本的な構造を示します。ここに示すフォルダー名およびフ
ァイル名を使用してください (<platform> は実際のプラットフォーム名に置換)。ここにリストされて
いないフォルダーおよびファイルの名前には決まりはありません。samples フォルダーはオプショ
ンです。

◦ myplatforms

▪ <platform>

• hw

• vivado

• <platform>.hpfm

• sw
•

• samples

• <platform>.xpfm

• XML メタデータ ファイルの作成方法の詳細は、ハードウェア プラットフォーム メタデータの作成
およびソフトウェア プラットフォーム メタデータの作成を参照してください。

5. プラットフォームで SDSoC 環境がサポートされることを確認します。

• この章の概要に、SDSoC システム コンパイラで使用されるデータ ムーバーのテストを含むプラッ
トフォーム チェックについて説明されています。各テストは、SDx ターミナルを起動するか SDx
のインストールに含まれる settings64 スクリプト (.bat、.sh、または .csh) を実行して SDx 環境を
使用可能な状態にして、シェルのコマンド ラインから make を実行することにより正しく構築する

必要があります。これらのテストは、プラットフォーム ボード上でも実行する必要があります。

6. SDx 環境 IDE でプラットフォームを使用してプロジェクトを作成できることを確認します。

• SDx 環境 IDE を起動し、New Project ウィザードを使用して SDSoC プロジェクトを作成します。
プロジェクト名を指定すると、プラットフォームのリストが表示されます。[Add Custom Platform] を
クリックしてプラットフォーム フォルダーを選択します。プラットフォームに samples フォルダーが
含まれる場合、アプリケーションのいずれかを選択するか、Empty アプリケーションを選択して後
でソース ファイルを追加できます。プロジェクトを作成したら、ビルドして実行し、ELF ファイルを
デバッグします。

• このプロセスの概要は、プラットフォーム GUI/コマンド ラインの使用法を参照してください。
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ハードウェア プラットフォームの作成

概要
ハードウェア プラットフォームの作成プロセスでは、Vivado デバイスをビルドし、クロック、割り込み、バス
インターフェイスを含むサポートされるハードウェア インターフェイスを記述するハードウェア プラットフォ
ーム メタデータ XML ファイル (.hpfm) を作成します。Vivado プロジェクトはプラットフォーム フォルダー
<path_to_platform>/hw/vivado に含まれ、ハードウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイル

は <path_to_platform>/hw/<platform>.hpfm にあります。

この章の説明は、Vivado Design Suite に関する知識があり、プラットフォームのハードウェア用の
Vivado プロジェクトを作成できることを前提としています。プラットフォームのハードウェアに関する一般
的な要件と、Vivado プロジェクトおよびプラットフォーム ハードウェア フォルダーについて説明します。

ハードウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイル (.hpfm) の作成については、ハードウェア プラ

ットフォーム メタデータの作成を参照してください。

ハードウェア要件
このセクションでは、SDSoC プラットフォームのハードウェア デザイン コンポーネントの要件を説明しま
す。通常、Vivado® Design Suite の IP インテグレーターを使用して作成した Zynq®-7000 All
Programmable (AP) SoC または Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイスをターゲットとするほぼすべてのデ
ザインを、SDSoC プラットフォームのベースとして使用できます。SDSoC ハードウェア プラットフォームを
記述するプロセスは、概念的には簡単です。

1. Vivado Design Suite を使用してハードウェア システムをビルドおよび検証します。

2. SDSoC Vivado Tcl API を使用する Tcl スクリプトを作成します。

3. Vivado Tcl コンソールで Tcl スクリプトを実行し、ハードウェア プラットフォーム メタデータ XML ファ
イル (.hpfm) を作成します。プラットフォーム クロック、AXI および AXI4-Stream バス インターフェイ
ス、割り込み、およびその他のハードウェア情報がメタデータとして含まれます。

プラットフォーム ハードウェア デザインでは、次の規則に従ってください。

1. Vivado Design Suite プロジェクト名は、ハードウェア プラットフォーム名と同じにする必要があります。

ヒント: Vivado プロジェクトに複数のブロック図が含まれる場合は、ハードウェア プラットフォームと同じ名前のブ
ロック図が SDSoC Tcl スクリプトで使用されます。

2. プラットフォーム デザインで使用される IP で標準の Vivado IP カタログに含まれていないものは、プ
ラットフォーム Vivado Design Suite プロジェクトのローカルに配置されている必要があります。外部 IP
リポジトリ パスを参照することはできません。
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3. すべてのハードウェア プラットフォームに Vivado IP カタログからの Processing System IP ブロックを
含める必要があります。

4. SDSoC プラットフォームへの各ハードウェア ポート インターフェイスは、AXI、AXI4-Stream、クロック、
リセット、または割り込みインターフェイスにする必要があります。カスタム バス タイプまたはハードウェ
ア インターフェイスは、ハードウェア プラットフォームに含める必要があります。

5. 各プラットフォームで、Processing System IP からの少なくとも 1 つの汎用 AXI マスター ポート、また
は AXI マスター ポートに接続されているインターコネクト IP を宣言する必要があります。これらは、
SDSoC コンパイラでデータ ムーバーおよびアクセラレータ IP のソフトウェア制御に使用されます。

6. 各プラットフォームで、少なくとも 1 つの AXI スレーブ ポートを宣言する必要があります。このポート
は、SDSoC コンパイラでデータ ムーバーおよびアクセラレータ IP から DDR にアクセスするために使
用されます。

7. SDSoC 環境とプラットフォーム ロジック (S_AXI_ACP など) 間で AXI ポートを共有するには、対応す

る AXI ポートに接続されている AXI Interconnect IP の未使用の AXI マスターまたはスレーブをエク
スポートし、プラットフォームで最下位インデックスのポートが使用されるようにする必要があります。

8. 各プラットフォーム AXI インターフェイスは、SDSoC 環境により 1 つのデータ モーション クロックに接
続されます。

ヒント: SDSoC コンパイラで生成されたアクセラレータ関数は、プラットフォームで供給されるクロックとは異なるク
ロックで動作する場合があります。

9. 各プラットフォーム AXI4-Stream インターフェイスには、SDSoC 環境で使用される Vivado ツールの
データ ムーバー IP に準拠するために TLAST および TKEEP 側帯波信号が必要です。

10. エクスポートされた各プラットフォーム クロックに、Vivado IP カタログに含まれている Processing
System Reset IP ブロックを付ける必要があります。

11. プラットフォームの割り込み入力は、Processing System 7 IP IRQ_F2P に接続されている Concat

(xlconcat) IP でエクスポートされる必要があります。プラットフォームに含まれている IP ブロックでは

16 個のファブリック割り込みの一部を使用できますが、IRQ_F2P ポートの最下位ビットからビットを飛

ばさずに使用する必要があります。

Vivado Design Suite プロジェクト

SDx™ IDE では、アプリケーション特定の SDSoC をビルドする際に <platform>/vivado ディレクトリ

に含まれる Vivado® Design Suite プロジェクトを開始点として使用します。プロジェクトには IP インテグ
レーター ブロック図が必ず含まれている必要があり、いくつでもソース ファイルを含めることができます。
Zynq SoC または MPSoC をターゲットにするほとんどすべてのプロジェクトが SDSoC 環境プロジェクト
の基盤となり得ますが、ハードウェア プラットフォームの作成に示すいくつかの制限があります。

ファイル名とディレクトリ: platforms/<platform>/hw/vivado/<platform>.xpr

例: platforms/zc702/hw/vivado/zc702.xpr
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重要: Vivado Design Suite プロジェクトは、プロジェクト ファイル (.xpr) と同じディレクトリに含める必要がありま

す。ファイルは Vivado プロジェクトで単純にコピーすることはできません。Vivado ツールでは、単純なファイル コ
ピーでは保持されない方法で内部ステートが管理されているからです。Vivado Design Suite プロジェクトを正しくコ
ピーするには、Vivado で [File] → [Archive Project] をクリックして ZIP アーカイブを作成します。このアーカイブ
ファイルをハードウェア プラットフォームが含まれる SDSoC のプラットフォーム ディレクトリにコピーして解凍しま
す。

Vivado ツールでは、Vivado Design Suite の新しいバージョンがリリースされるたびに [Upgrade IP] を実行する必
要があります。以前のリリースから SDSoC ハードウェア プラットフォームを移行するには、Vivado ツールの新しい
バージョンでプロジェクトを開き、ブロック デザインおよびすべての IP をアップグレードします。ブロック デザイン
プロジェクトのアップデートに関する詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: IP インテグレーターを使用し
た IP サブシステムの設計』 (UG994) のこのセクションを参照してください。

SDx IDE で Vivado ツールを起動する際に IP のロックを示すエラーが発生した場合は、Vivado プロジェクトが適
切にコピーされなかったか、IP および出力ファイルがアップグレードされなかったことを意味します。
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ソフトウェア プラットフォーム データの作成

概要
ソフトウェア プラットフォーム データの作成プロセスでは、Zynq®-7000 All Programmable (AP) SoC ま
たは Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイス上で実行されるサポートされた各 OS に対して、ライブラリお
よびヘッダー ファイル、ブート ファイルなどのソフトウェア コンポーネントをビルドし、コンポーネントの使
用法および場所を指定するソフトウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイル (.spfm) を生成しま
す。ソフトウェア コンポーネントはプラットフォーム フォルダー <path_to_platform>/sw に含まれ、ソ

フトウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイル (.spfm) は
<path_to_platform>/sw/<platform>.spfm にあります。

この章では、ソフトウェア プラットフォームに必須およびオプションのコンポーネントについて説明しま
す。これらのコンポーネントは、プラットフォーム作成者が作成できると想定しています。たとえば、プラッ
トフォームで Linux がサポートされる場合は、次を提供する必要があります。

• ブート ファイル: FSBL (First Stage Boot Loader)、U-Boot、Linux ユニファイド ブート イメージ
image.ub または個別の devicetree.dtb、カーネル、および ramdisk ファイル、BOOT.BIN ブー

ト ファイルの作成に使用されるブート イメージ ファイル (BIF)。

• 生成済みハードウェア ビットストリームや SDSoC データ ファイルなどのオプションのビルド済みファ
イル (SDSoC でハードウェア アクセラレータなしでアプリケーションをビルドする場合に時間を節約
するために使用)。

• オプションのヘッダー ファイルおよびライブラリ ファイル (プラットフォームでソフトウェア ライブラリ
が提供される場合)。

• オプションのエミュレーション データ (プログラマブル ロジックおよびプロセッシング サブシステム
の QEMU 用に Vivado シミュレータを使用したエミュレーション フローがプラットフォームでサポー
トされる場合)。

プラットフォームでザイリンクス スタンドアロン OS (ベアメタル ボード サポート パッケージ (BSP)) がサポ
ートされる場合、ソフトウェア コンポーネントは Linux のものと似ていますが、ブート ファイルに FSBL お
よび BIF ファイルが含まれます。

ヒント: Zynq UltraScale+ MPSoC ブート ファイルには、PMUFW (Power Management Unit FirmWare) および ATF
(ARM Trusted Firmware) の ELF ファイルも必要です。

ターゲット OS 用のソフトウェア コンポーネントをビルドしたら、テキスト エディターまたは XML エディタ
ーを使用して、ソフトウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイルを作成します。ソフトウェア プラット
フォーム メタデータ XML ファイル (.spfm) の作成については、ソフトウェア プラットフォーム メタデータ

の作成を参照してください。
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ソフトウェア要件
このセクションでは、SDSoC プラットフォームのランタイム ソフトウェア コンポーネントの要件について説
明します。

SDx IDE では、現在のところ Zynq®-7000 AP SoC ターゲットで実行される Linux、スタンドアロン (ベア
メタル)、FreeRTOS オペレーティング システムがサポートされていますが、プラットフォームでそれらす
べてをサポートする必要はありません。SDx IDE では、Zynq UltraScale+™ MPSoC 上で実行されている
Linux およびスタンドアロン (ベアメタル) オペレーティング システムがサポートされます。

プラットフォーム ペリフェラルに Linux カーネル ドライバーが必要な場合は、drivers/staging/apf
の linux-xlnx カーネル ソースを使用して、使用可能な SDx IDE 特定のドライバーを複数含めるよう

にカーネルをコンフィギュレーションする必要があります。SDx 環境に含まれるベース プラットフォームに
は、platforms/zc702/sw/boot/generic.readme などの README ファイルに手順が含まれていま

す。

この Linux カーネルと関連付けられているデバイス ツリーは、Linux カーネル 4.6 バージョンに基づい
ています。カーネルをビルドするには、次の手順に従います。

1. GitHub で Xilinx/linux-xlnx ツリーの master ブランチからクローン/プルし、xilinx-
v2016.3-sdsoc タグをチェックアウトします。

git checkout -b sdsoc_release_tag xilinx-v2016.3-sdsoc

2. 次の CONFIG 属性を xilinx_zynq_defconfig に追加し、カーネルをコンフィギュレーションします。

CONFIG_STAGING=y
CONFIG_XILINX_APF=y
CONFIG_XILINX_DMA_APF=y
CONFIG_DMA_CMA=y
CONFIG_CMA_SIZE_MBYTES=256
CONFIG_CROSS_COMPILE="arm-linux-gnueabihf-"
CONFIG_LOCALVERSION="-xilinx-apf"

次はこれを実行するための 1 つの方法です。

cp arch/arm/configs/xilinx_zynq_defconfig arch/arm/configs/tmp_defconfig

3. テキスト エディターを使用して arch/arm/configs/tmp_defconfig を編集し、上記の CONFIG

行をファイルの最後に追加します。

make ARCH=arm tmp_defconfig

4. 次を使用してカーネルをビルドします。

make ARCH=arm UIMAGE_LOADADDR=0x8000 uImage

デフォルトでは、SDSoC システム コンパイラでプラットフォームをブートするための SD カード イメージが
生成されます。
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スタンドアロン プラットフォームを作成するには、まず Vivado Design Suite の IP インテグレーターを使
用してハードウェア コンポーネントをビルドし、ハードウェア エクスポート コマンド (write_hwdef) を実

行してハードウェア ハンドオフ ファイルを作成する必要があります。この新たに生成されたハードウェア
ハンドオフ ファイルを使用し、SDx 環境 IDE でハードウェア プラットフォーム プロジェクトを作成しま
す。このプロジェクトから、新しいボード サポート プロジェクトを作成できます。これで、system.mss ファ

イルおよびリンカー スクリプトをプラットフォームの一部として配布できます。このプロセスの詳細は、
『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインからのプラットフォームの作成』 (UG1236) を参照し
てください。プラットフォームには、ソフトウェア プラットフォーム XML ファイル (.spfm) およびソフトウェア
プラットフォーム メタデータの作成に説明されている手順に従って、ライブラリおよびヘッダー ファイル
を含めることができます。

ビルド済みハードウェア

プラットフォームには、オプションでビルド済みコンフィギュレーションを含めることができ、アプリケーショ
ンでハードウェア関数を指定しない場合にこれを使用できます。この場合、ビットストリームおよびその他
の必要なファイルを作成するのに、プラットフォーム自体のハードウェア コンパイルを待つ必要はありま
せん。

ビルド済みハードウェアは、プラットフォーム ソフトウェア ディレクトリのサブディレクトリに含める必要があ
ります。サブディレクトリのデータは、該当するビルド済みハードウェアの <sdx:configuration> の

<sdx:prebuilt> 要素で指定します。詳細は、ソフトウェア プラットフォーム XML メタデータ リファレン

スを参照してください。

プラットフォーム XML に <sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform_path"/> と指定され

ている場合、ディレクトリは次のようになります。

<path_to_platform>/sw/prebuilt_platform_path

パスは、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえば、次のように
指定されているとします。

<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_data"/>

この場合、ビルド済みのハードウェア ビットストリームおよび生成済みファイルは
<path_to_platform>/sw/prebuilt_data にあります。ZC702 プラットフォームの prebuilt_data
フォルダーには、bitstream.bit、zc702.hdf、partitions.xml、apsys_0.xml、portinfo.c、お

よび portinfo.h ファイルが含まれます。

ビルド済みハードウェア ファイルは、アプリケーションに通常のフラグを使用したハードウェア関数が含
まれない場合、SDx 環境で自動的に使用されます。

-sds-pf zc702

Vivado ツールでビットストリームの生成および SD カード イメージの作成を強制的に実行するには、次
の sdscc オプションを使用します。

-rebuild-hardware
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platforms/<platform>/sw/prebuilt_data フォルダーに含まれるファイルは、アプリケーション

ELF とビットストリームを作成した後 _sds フォルダーに含まれます。

• bitstream.bit

◦ _sds/p0/ipi/<platform>.runs/impl_1/bitstream.bit に含まれます。

• <platform>.hdf

◦ _sds/p0/ipi/<platform>.sdk に含まれます。

• partitions.xml、apsys_0.xml

◦ _sds/.llvm に含まれます。

• portinfo.c、portinfo.h

◦ _sds/swstubs に含まれます。

ライブラリ ヘッダー ファイル

プラットフォームでアプリケーション コードにプラットフォーム特定のヘッダー ファイルを含める必要があ

る場合、これらのヘッダー ファイルをプラットフォーム ソフトウェア記述ファイルの該当する OS の
sdx:includePaths 属性で指定されたプラットフォーム ディレクトリのサブディレクトリに含める必要が

あります。

プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルに sdx:includePaths="<relative_include_path>" と

指定されている場合、ディレクトリは次のようになります。

<platform root directory>/<relative_include_path>

例:

sdx:includePaths="aarch32-linux/include" の場合:

<sdx_root>/samples/platforms/zc702_axis_io/sw/aarch32-linux/include/
zc702_axis_io.h

アプリケーション コードでヘッダー ファイルを使用するには、次の行を使用します。

#include “zc702_axis_io.h”

複数のインクルード パスは、コロン (:) で区切って指定します。次はその例です。

sdx:includePaths=”<relative_include_path1>:<relative_include_path2>”

プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルでは、2 つのインクルード パスのリストが定義されます。

<platform_root_directory>/<relative_include_path1>
<platform root_directory>/<relative_include_path2>

推奨: ヘッダー ファイルが標準のディレクトリに含まれない場合は、SDSoC 環境のコンパイル コマンドで –I オプ

ションを使用して指定する必要があります。ファイルは、プラットフォーム XML ファイルに記述されているように、標
準ディレクトリに含めることをお勧めします。
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スタティック ライブラリ

プラットフォームで提供されるスタティック ライブラリにリンクすることを必須とする場合は、これらをプラッ
トフォーム ソフトウェア記述ファイルの該当する OS の sdx:libraryPaths 属性で指定されたプラット

フォーム ディレクトリのサブディレクトリに含める必要があります。

プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルに sdx:libraryPaths="<relative_lib_path>" と指定さ

れているとすると、ディレクトリは次のようにになります。

<platform_root>/sw/<relative_lib_path>

例:

sdx:libraryPaths="aarch32-linux/lib" の場合:

<sdx_root>/samples/platforms/zc702_axis_io/sw/aarch32-linux/lib/
libzc702_axis_io.a

ライブラリ ファイルを使用するには、次のリンカー オプションを使用します。

-lzc702_axis_io

複数のライブラリ パスは、コロン (:) で区切って指定します。次はその例です。

sdx:libraryPaths=”<relative_lib_path1>:<relative_lib_path2>”

プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルでは、2 つのライブラリ パスのリストが定義されます。

<platform_root>/sw/<relative_lib_path1>
<platform root>/sw/<relative_lib_path2>

推奨: スタティック ライブラリが標準ディレクトリには含まれない場合、sdscc リンク コマンドで –L オプションを使用

してすべてのアプリケーションがそれらを指定するようにする必要があります。ファイルは、プラットフォーム ソフトウ
ェア記述ファイルに記述されるように、標準ディレクトリに含めることをお勧めします。

Linux ブート ファイル

SDx™ IDE では、ボード上の Linux オペレーティング システムを起動する SD カード イメージを作成で
きます。ブートが完了すると、Linux プロンプトからコンパイルされたアプリケーションを実行できるように
なります。これには、プラットフォームの一部として次のオプジェクトが必要です。

• FSBL (First Stage Boot Loader)

• U-Boot

• デバイス ツリー (オプション)

• Linux イメージ

• ramdisk イメージ (オプション)
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SDx IDE では、次の 2 つの形式でパッケージ化された Linux イメージを使用できます。

1. カーネル イメージ、ramdisk イメージ、およびデバイス ツリーを個別のファイルとして含む個別のコン
ポーネント。

2. カーネル イメージ、ramdisk イメージ、およびデバイス ツリーを 1 つのファイルにまとめた image.ub
という統合ブート イメージ。

Linux イメージは必須ですが、image.ub がどのようにパッケージ化されているかによって、ramdisk イメ

ージおよびデバイス ツリーはオプションです。詳細は、『PetaLinux ツール資料: リファレンス ガイド』
(UG1144) を参照してください。

ヒント: Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイスをターゲットとするハードウェア プラットフォームでは、PMU ファームウ
ェアと ATF (ARM Trusted Firmware) も必要です。これらのファイルは、後で BOOT.BIN に統合する必要がありま
す。

SDx 環境では、ザイリンクスの bootgen ユーティリティ プログラムを使用して､FSBL、PMU-FW、ATF
(ARM Trusted Firmware)、U-Boot ファイルとビットストリームを BOOT.BIN ファイルに統合します。このフ

ァイルは、必要なカーネル イメージ ファイル、オプションの ramdisk、デバイス ツリーと共に sd_card フ

ォルダーに含まれます。エンド ユーザーはこのフォルダーの中身を SD カードのルートにコピーして、プ
ラットフォームをブートします。

ヒント: ブート ファイルのビルド方法の詳細は、http://wiki.xilinx.com にあるザイリンクス Wiki を参照してくださ
い。「Zynq AP SoC & Zynq UltraScale+ MPSoC (ZU+)」という見出しの下に、U-Boot のビルド、Linux カーネルの
ビルドなどのトピックへのリンクがあります。

FSBL (First Stage Boot Loader)

FSBL (First Stage Boot Loader) は、ブート時にビットストリームを読み込んで Zynq® アーキテクチャの
プロセッシング システム (PS) をコンフィギュレーションします。

Vivado® Design Suite でプラットフォーム プロジェクトを開き、[File] → [Export] → [Export Hardware]
をクリックします。

ザイリンクス SDK を使用する場合と同様に、[File] → [New] → [Application Project] をクリックし、fsbl
という名前の新規ソフトウェア プロジェクトを作成します。

エクスポートされたハードウェア プラットフォームを使用して、リストから Zynq FSBL アプリケーションを選
択します。これで、FSBL 実行ファイルが作成されます。

詳細は、SDK ヘルプを参照してください。

FSBL を生成したら、SDx 環境フロー用の標準ディレクトリにコピーする必要があります。

例:

samples/platforms/zc702_axis_io/sw/boot/fsbl.elf

SDx システム コンパイラで FSBL が使用されるようにするには、<sdx:image> 要素の sdx:bif 属性で

定義されている BIF ファイルで指定する必要があります。sdx:bif 属性の詳細は、ソフトウェア プラット

フォーム XML メタデータ リファレンスを参照してください。ファイルは <path_to_platform>/sw/
boot/fsbl.elf フォルダーに含める必要があります。
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ヒント: Zynq AP SoC の BIF ファイルと Zynq UltraScale+ MPSoC デバイスの BIF ファイルは大きく異なります。

次に、Zynq®-7000 All Programmable (AP) SoC の boot.bif ファイルの例を示します。

/* linux */
the_ROM_image:
{

[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<boot/u-boot.elf>

}

次に、 Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイスの boot.bif ファイルの例を示します。

/* linux */
the_ROM_image:
{

[fsbl_config] a53_x64
[bootloader]<boot/fsbl.elf>
[pmufw_image]<boot/pmufw.elf>
[destination_device=pl] <bitstream>
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-3, trustzone] <boot/bl31.elf>
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-2] <boot/u-boot.elf>

}

U-Boot

U-Boot は、オープン ソースのブートローダーです。wiki.xilinx.com の U-Boot のビルド手順に従って
U-Boot をダウンロードし、プラットフォーム用にコンフィギュレーションします。PetaLinux を使用して
Linux ブート ファイルを作成する場合は、U-Boot が自動的にコンフィギュレーションおよび作成されま
す。

SDx システム コンパイラで U-Boot が使用されるようにするには、<sdx:image> 要素の sdx:bif 属性

で定義されている BIF ファイルで指定する必要があります。sdx:bif 属性の詳細は、ソフトウェア プラ

ットフォーム XML メタデータ リファレンスを参照してください。

/* linux */
the_ROM_image:
{

[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<boot/u-boot.elf>

}

例: samples/platforms/zc702_axis_io/sw/boot/u-boot.elf
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デバイス ツリー

デバイス ツリーはハードウェアを記述するデータ構造であり、詳細をオペレーティング システムにハード
コードする必要はありません。このデータ構造は、ブート時にオペレーティング システムに渡されます。
ザイリンクス SDK を使用してプラットフォームのデバイス ツリーを生成します。デバイス ツリーの構築方
法の詳細は、ザイリンクス Wiki (wiki.xilinx.com) のデバイス ツリー コンパイラの構築リンクを参照し、イ
ンストールしてザイリンクス SDK で使用してください。プラットフォームごとに 1 つのデバイス ツリーがあ
ります。

ブートされたLinux システムで SDx:SDSoC を使用するには、デバイス ツリーに多少の変更を加える必
要があります。最上位デバイス ツリー ファイルの末尾に次のテキストを手動で追加してください。

/{
xlnk {
compatible = "xlnx,xlnk-1.0";
};

};

重要: SDK ではこの変更は自動的には適用されません。最上位デバイス ツリー ファイルにこれを手動で追加する
必要があります。

Linux ブート ファイルを PetaLinux を使用して作成している場合は、デバイス ツリーは統合ブート イメ
ージ ファイル image.ub に含まれています。

image.ub ファイルまたは個別の Linux ブート ファイル (デバイス ツリー、カーネル、ramdisk) のどちら

を使用している場合でも、<sdx:image> 要素の sdx:imageData 属性を定義してこれらのファイルを

含むプラットフォーム フォルダーを指定する必要があります。

sdx:imageData=image

場所: samples/platforms/zc702_axis_io/sw/image

Linux イメージ

Linux イメージは、ハードウェア プラットフォームを起動するのに必要です。ザイリンクスでは、SDSoC プ
ラットフォームすべてで動作する、プラットフォームに依存しないビルド済みの Linux イメージを 1 つ提
供しています。

独自のプラットフォームに合わせて Linux をコンフィギュレーションする場合は、wiki.xilinx.com の方法
に従って、Linux カーネルをダウンロードおよびビルドしてください。独自のプラットフォーム用に Linux
をコンフィギュレーションする場合は、SDx IDE の APF ドライバーおよび CMA (Contiguous Memory
Allocator) をイネーブルにしてください。

Linux ブート ファイルを PetaLinux を使用して作成している場合は、Linux カーネルは統合ブート イメ
ージ ファイル image.ub に含まれています。

image.ub ファイルまたは個別の Linux ブート ファイル (デバイス ツリー、カーネル、ramdisk) のどちら

を使用している場合でも、<sdx:image> 要素の sdx:imageData 属性を定義してこれらのファイルを

含むプラットフォーム フォルダーを指定する必要があります。sdx:imageData="image" の場合、

image.ub ファイルは <path_to_platform>/sw/image/image.ub にあります。
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XML 記述の例:

sdx:imageData="image"

場所: samples/platforms/zc702_axis_io/sw/image

ramdisk イメージ

ramdisk は起動に必要なイメージです。ramdisk イメージは SDx 環境 IDE インストールに含まれていま
す。このイメージを変更したり新しい ramdisk を作成する必要がある場合は、wiki.xilinx.com に記載され
ている手順に従います。

Linux ブート ファイルを PetaLinux を使用して作成している場合は、ramdisk は統合ブート イメージ ファ
イル image.ub に含まれています。

image.ub ファイルまたは個別の Linux ブート ファイル (デバイス ツリー、カーネル、ramdisk) のどちら

を使用している場合でも、<sdx:image> 要素の sdx:imageData 属性を定義してこれらのファイルを

含むプラットフォーム フォルダーを指定する必要があります。

XML 記述の例:

sdx:imageData="image"

場所: samples/platforms/zc702_axis_io/sw/image

PetaLinux を使用した Linux ブート ファイルの作成

PetaLinux を使用すると、SDSoC プラットフォーム用の Linux ブート ファイルを生成できます。この方法
については、『PetaLinux ツール資料: ワークフロー チュートリアル』 (UG1156) を参照してください。
SDSoC プラットフォームの全体的なワークフローは同じです。次に基本的な手順を示します。PetaLinux
ツールの使用に慣れている場合は、Zynq-7000 または Zynq-UltraScale+ MPSoC デザイン用にこれら
の手順を完了できるはずです。

開始する前に、次の手順を終了しておく必要があります。

• PATH 環境変数で PetaLinux 2016.3 ツールを含むシェル環境を設定します。

• GitHub で Xilinx/linux-xlnx ツリーの master ブランチからクローン/プルし、Xilinx-

v2016.3_sdx タグをチェックアウトします。

git checkout –b sdx_release_tag xilinx-v2016.3-sdsoc

• 作業ディレクトリを作成し、cd コマンドを使用してそのディレクトリに移動します。

• ターゲット ボードのタイプに対応する BSP をターゲットとする PetaLinux プロジェクトを作成します。

petalinux-create –t project <path_to_project> -s <path_to_base_BSP>

• Vivadoプロジェクトからハードウェア プラットフォームのハードウェア ハンドオフ ファイル (.hdf) の

コピーを取得します。

第 4 章: ソフトウェア プラットフォーム データの作成

SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド

UG1146 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

29

http://wiki.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?d=xilinx2016_3/ug1156-petalinux-tools-workflow-tutorial.pdf
http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312503%3B%26%2312521%3B%26%2312483%3B%26%2312488%3B%26%2312501%3B%26%2312457%3B%26%2312540%3B%26%2312512%3B%26%2338283%3B%26%2330330%3B%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=29
https://japan.xilinx.com


次に示す基本的な手順では、ハードウェア ハンドオフ ファイル、カーネル コンフィギュレーション、ルー
ト ファイル システム コンフィギュレーションを読み込んで、Linux イメージをビルドします。実行する作業
と、実行する PetaLinux コマンドを引数と共に示します。ビルドが完了すると、デバイス ツリー、カーネ
ル、および ramdisk を含むユニファイド ブート イメージ ファイル (image.ub) が作業ディレクトリに含ま

れます。基本設定の手順では、SDSoC プラットフォームに含まれるすべてのベース プラットフォームに
パッケージされている Linux イメージをコンフィギュレーションします。

petalinux-config コマンドを使用する際は、階層メニュー システムを含むテキスト ベースのユーザ

ー インターフェイスが表示されます。手順では、コマンドの階層と使用する設定を示します。同じインデ
ントの選択肢は、同じ階層レベルにあります。たとえば、petalinx-config –c kernel では、最上位

メニューからデバイス ドライバーを選択し、汎用ドライバー オプションを選択して、その下のレベルで設
定を適用し、上のレベルに戻ってドライバーをステージングし、設定をサブメニュー項目に適用します。

PetaLinux イメージをビルドするには、次の手順に従います。

1. 次のコマンドを実行して作業ディレクトリを設定します。

• mkdir components/linux-kernel/
• ln -s <path_to_linux_checkout> components/linux-kernel/sdsoc

2. ハードウェア記述を設定します。

• petalinux-config --get-hw-description=<PATH TO HDF>
• 設定メニューで次のように設定を適用します。

linux Components Selection
kernel [sdsoc]

Kernel Bootargs
generate boot args automatically [OFF]
<Zynq> user set kernel bootargs [console=ttyPS0,115200

earlyprintk quiet]
<MPSoC> user set kernel bootargs

[earlycon=cdns,mmio,0xFF000000,115200n8 console=ttyPS0,115200 quiet]

3. カーネルを設定します。

• petalinux-config –c kernel
• 設定メニューで次のように設定を適用します。

Device Drivers
Generic Driver Options

<Zynq only> Size in Mega Bytes [256]
<MPSoC only> Size in Mega Bytes [1024]

Staging drivers [ON]
Xilinx APF Accelerator driver [ON]
Xilinx APF DMA engines support [ON]
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4. ルート ファイル システムを設定します。

• petalinux-config –c rootfs
• 設定メニューで次のように設定を適用します。

Filesystem Packages
base

gcc-runtime-xilinx
libstdc++6 [ON]

tcf-agent
tcf-agent-lic [ON]
tcf-agent [ON]

console/network
dropbear

dropbear-openssh-sftp-server [OFF]
Apps

<everything> [OFF]

5. デバイス ツリーをアップデートします。

• subsystems/linux/configs/system-top.dts の最後に次のテキストを追加します。

/{
xlnk {

compatible = "xlnx,xlnk-1.0";
};

};

6. U-Boot の設定をアップデートします。

• subsystems/linux/configs/u-boot/platform-top.h の最後に次のテキストを追加しま

す。

#undef CONFIG_PREBOOT
#define CONFIG_PREBOOT "echo U-BOOT for ${hostname};setenv preboot;
echo"

7. PetaLinux イメージをビルドします。

• petalinux-build

PetaLinux ビルドが完了すると、images/linux/ ディレクトリに image.ub ファイルと u-boot.elf ファ

イルが含まれます。

ヒント: Zynq UltraScale+ MPSoC プラットフォームでは、このディレクトリにプラットフォームをブートするのに必要な
ATF (ARM Trusted Firmware) ファイル bl31.elf、pre-built/linux/images/ にコンパイル済みの PMUFW

(Power Management Unit FirmWare) ファイル pmufw.elf も含まれます。

スタンドアロン ブート ファイル

OS が不要な場合は、生成された実行ファイルを自動的に実行するブート イメージを作成できます。
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FSBL (First Stage Boot Loader)

FSBL (First Stage Boot Loader) は、ブート時にビットストリームを読み込んで Zynq® アーキテクチャの
プロセッシング システム (PS) をコンフィギュレーションします。

Vivado® Design Suite でプラットフォーム プロジェクトを開き、[File] → [Export] → [Export Hardware]
をクリックします。

ザイリンクス SDK を使用する場合と同様に、[File] → [New] → [Application Project] をクリックし、fsbl
という名前の新規ソフトウェア プロジェクトを作成します。

エクスポートされたハードウェア プラットフォームを使用して、リストから Zynq FSBL アプリケーションを選
択します。これで、FSBL 実行ファイルが作成されます。

詳細は、SDK ヘルプを参照してください。

FSBL を生成したら、SDx 環境フロー用の標準ディレクトリにコピーする必要があります。

例:

samples/platforms/zc702_axis_io/sw/boot/fsbl.elf

SDx システム コンパイラで FSBL が使用されるようにするには、<sdx:image> 要素の sdx:bif 属性で

定義されている BIF ファイルで指定する必要があります。sdx:bif 属性の詳細は、ソフトウェア プラット

フォーム XML メタデータ リファレンスを参照してください。ファイルは <path_to_platform>/sw/
boot/fsbl.elf フォルダーに含める必要があります。

ヒント: Zynq AP SoC の BIF ファイルと Zynq UltraScale+ MPSoC デバイスの BIF ファイルは大きく異なります。

次に、Zynq®-7000 All Programmable (AP) SoC の boot.bif ファイルの例を示します。

/* linux */
the_ROM_image:
{

[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<boot/u-boot.elf>

}

次に、 Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイスの boot.bif ファイルの例を示します。

/* linux */
the_ROM_image:
{

[fsbl_config] a53_x64
[bootloader]<boot/fsbl.elf>
[pmufw_image]<boot/pmufw.elf>
[destination_device=pl] <bitstream>
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-3, trustzone] <boot/bl31.elf>
[destination_cpu=a53-0, exception_level=el-2] <boot/u-boot.elf>

}
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実行ファイル

SDx 環境でブート イメージに含まれる実行ファイルが使用されるようにするには、BIT ファイルで指定す
る必要があります。

/* standalone */
the_ROM_image:
{

[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<elf>

}

SDx 環境では、生成されたビットストリームと ELF ファイルが自動的に挿入されます。

FreeRTOS コンフィギュレーション/バージョン変更

SDx™ IDE における FreeRTOS サポートでは、v8.2.3 ソフトウェア配布に含まれているデフォルトの
FreeRTOSConfig.h を使用してビルド済みライブラリが定義済みリンカー スクリプトと共に使用されま

す。

FreeRTOS v8.2.3 コンフィギュレーションやそのリンカー スクリプトを変更、または別のバージョンの
FreeRTOS を使用するには、次の手順に従ってください。

1. <path_to_install>/SDx/<version>/platforms/zc702 フォルダーをローカルのフォルダーに

コピーします。

2. デフォルトのリンカー スクリプトを変更するには、<path_to_your_platform>/zc702/sw/
freertos/lscript.ld を変更します。

3. FreeRTOS のコンフィギュレーション (FreeRTOSConfig.h) またはバージョンを変更するには、次を

実行します。

a. FeeRTOS ライブラリを libfreertos.a としてビルドします。

b. インクルード ファイルを <path_to_your_platform>/zc702/sw/freertos/include フォ

ルダーに追加します。

c. ライブラリ libfreertos.a を <path_to_your_platform>/zc702/sw/freertos/li に追

加します。

d. <path_to_your_platform>/zc702/zc702.spfm ファイルの ("sdx:os
sdx_name="freertos" (sdx:includePaths="/aarch32-none/include and
sdx:libraryPaths="/aarch-32-none/lib/freertos") 行を含むセクションでパスを変

更します。

4. makefile で SDSoC プラットフォーム オプションを –sds-pf zc702 から –sds-pf
<path_to_your_platform>/zc702 に変更します。
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5. ライブラリをビルドし直します。

SDx IDE の <path_to_install>/SDSoC/2016.1/tps/FreeRTOS フォルダーには、コンフィギュレ

ーション済み FreeRTOS v8.2.3 ライブラリ libfreertos.a をビルドするのに使用したソース ファイ

ルと、単純な makefile および SDSoC_readme.txt ファイルが含まれています。その他の必要条件や

手順は、SDSoC_readme.txt ファイルを参照してください。

a. コマンド シェルを開きます。

b. SDx IDE の <path_to_install>/SDx/2016.x/settings64-SDx スクリプトを実行して、

Zynq®-7000 AP SoC 向けの ARM GNU ツールチェーンを含むコマンド ライン ツールを実行
する環境を設定します。

c. フォルダーをローカル フォルダーにコピーします。

d. FreeRTOSConfig.h を変更します。

e. make コマンドを実行します。

FreeRTOS v8.2.3 を使用していない場合は、SDSoC_readme.txt ファイルでソースがオフィシャル ソフ

トウェア ディストリビューションからどのように作成されたかを示す注記を確認してください。ZIP の解凍
後、多少のの変更はありますが (デモ アプリケーション main.c から memcpy、memset、および memcmp
をライブラリ ソース ファイルに追加し、インクルード ファイルの参照を Task.h から task.h に変更)、フ

ォルダー構造は元のままです。フォルダー構造を保持すると、コンフィギュレーション済み FreeRTOS
v8.2.3 ライブラリをビルドするために作成された makefile を使用できます。
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プラットフォームのサンプル アプリケーショ
ン

プラットフォームには、プラットフォームの使用法を示すサンプル アプリケーション テンプレートをオプシ
ョンで含めることができます。サンプル アプリケーションは、プラットフォームの samples ディレクトリ

(<platform_install>/samples) に含める必要があります。

アプリケーションを記述するファイルは template.xml と呼ばれ、samples ディレクトリに含まれます。

template.xml ファイルのフォーマットは非常に単純です。次に、<SDx_install>/samples/
platforms/zc702_led/samples/template.xml にある zc702_led サンプル プラットフォームの例を

示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest:Manifest xmi:version="2.0"

xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:manifest="http://www.xilinx.com/manifest">

<template location="arraycopy" name="Array copy"
description="Simple test application">

<supports>
<and>

<os name="Linux"/>
</and>

</supports>
<accelerator name="arraycopy" location="arraycopy.cpp"/>

</template>
<template location="arraycopy_sa" name="Array copy"

description="Simple test application">
<supports>

<and>
<os name="Standalone"/>

</and>
</supports>
<accelerator name="arraycopy" location="arraycopy.cpp"/>

</template>
</manifest:Manifest>

最初の行は、テンプレート ファイルのフォーマットが XML であることを定義しており、必須です。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<manifest:Manifest> XML 要素は、テンプレート ファイルで定義されているすべてのアプリケーショ

ン テンプレートのコンテナーとして必要です。

<manifest:Manifest xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:manifest="http://www.xilinx.com/manifest">

<!-- ONE OR MORE TEMPLATE XML ELEMENTS GO HERE -->
</manifest:Manifest>

<template> 要素
各アプリケーション テンプレートは <template> 要素内で定義され、<manifest> 要素内に複数の

<template> タグを定義できます。<template> 要素には、次の表に示す複数の属性を設定できま

す。

表 1: <template> 要素の属性

属性 説明

location テンプレート アプリケーションへの相対パス

name SDSoC 環境に表示されるアプリケーション名

description SDSoC 環境に表示されるアプリケーションの説明

例:

<template location="myapp" name="My App" description="Sample application">

<template> 要素には、アプリケーションの異なる特性を定義する複数の要素を含めることもできます。

表 2: <template> のサブ要素

要素 説明

<supports> 対応するテンプレートを定義するブール関数。

<includepaths> コンパイラに -I フラグを使用して追加するアプリケーションに相対するパス。

<librarypaths> リンカーに -L フラグを使用して追加するアプリケーションに相対するパス。

<libraries> リンカーの -l フラグを使用してリンクされるプラットフォーム ライブラリ。

<exclude> SDSoC プロジェクトにコピーしないディレクトリまたはファイル。

<system> システムのアプリケーション プロジェクト設定 (データ モーション クロックなど)。

<accelerator> ハードウェアをターゲットとする関数を指定するアプリケーション プロジェクト設定。

<compiler> コンパイラ オプションを定義するアプリケーション プロジェクト設定。

<linker> リンカー オプションを定義するアプリケーション プロジェクト設定。

<supports> 要素
<supports> 要素は、選択した SDx プラットフォームに対応するオペレーティング システムを定義しま

す。ブール関数を定義するには、<os> 要素を <and> および <or> 要素に含める必要があります。
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次の例では、Linux、スタンドアロン、または FreeRTOS のいずれかを選択したときにオペレーティング
システムとして選択可能なアプリケーションを定義しています。

<supports>
<and>

<or>
<os name="Linux"/>
<os name="Standalone"/>
<os name="FreeRTOS"/>

</or>
</and>

</supports>

<includepaths> 要素
<includepaths> 要素は、-I フラグを使用してコンパイラに渡すアプリケーションに相対するパスを定

義します。各 <path> 要素には、location 属性を指定します。

次の例では、コンパイラに -I"../src/myinclude" -I"../src/dir/include" が追加されます。

<includepaths>
<path location="myinclude"/>
<path location="dir/include"/>

</includepaths>

<librarypaths> 要素
<librarypaths> 要素は、-L フラグを使用してリンカーに渡すアプリケーションに相対するパスを定義

します。各 <path> 要素には、location 属性を指定します。

次の例では、リンカーに -L"../src/mylibrary" -L"../src/dir/lib" が追加されます。

<librarypaths>
<path location="mylibrary"/>
<path location="dir/lib"/>

</librarypaths>

<libraries> 要素
<libraries> 要素は、リンカーに -l フラグを使用して渡すライブラリを定義します。各 <lib> 要素に

は、name 属性を含みます。
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次の例では、リンカーに -lmylib2 -lmylib2 が追加されます。

<libraries>
<lib name="mylib1"/>
<lib name="mylib2"/>

</libraries>

<exclude> 要素
<exclude> 要素は、SDSoC で新規プロジェクトを作成する際にコピーしないディレクトリとファイルを定

義します。

次の例では、新規プロジェクトを作成したときに、MyDir および MyOtherDir ディレクトリと、

MyFile.txt および MyOtherFile.txt ファイルのコピーは作成されません。これにより、アプリケーシ

ョン ディレクトリにアプリケーションのビルドには必要ないファイルまたはディレクトリを含めることができま
す。

<exclude>
<directory name="MyDir"/>
<directory name="MyOtherDir"/>
<file name="MyFile.txt"/>
<file name="MyOtherFile.txt:/>

</exclude>

<system> 要素
オプションの <system> 要素は、新規プロジェクトを作成する際のシステムのアプリケーション プロジェ

クト設定を定義します。dmclkid 属性は、データ モーション クロック ID を定義します。<system> 要素

が指定されていない場合は、データ モーション クロックにデフォルトのクロック ID が使用されます。

次の例では、新規プロジェクトを作成したときに、データ モーション クロック ID がデフォルトのクロック
ID ではなく 2 に設定されます。

<system dmclkid="2"/>
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<accelerator> 要素
オプションの <accelerator> 要素は、新規プロジェクトを作成する際のハードウェアにインプリメントす

るよう設定されている関数のアプリケーション プロジェクト設定を定義します。name 属性は、関数の名

前、location 属性は関数を含むソース ファイルへのパス (アプリケーション ソース ファイルを含むプラ

ットフォームのフォルダーに相対するパス) を定義します。name および location は、<accelerator>
要素の必須の属性です。オプションの clkid 属性は、デフォルトの代わりに使用するアクセラレータ ク

ロックを指定します。オプションのサブ要素 <hlsfiles> は、別のファイルにあるアクセラレータで呼び

出されるコードを含むソース ファイル (アプリケーション ソース ファイルを含むプラットフォームのフォル
ダーに相対するパス) の名前 (name) を指定します。SDx 環境では通常、アプリケーションに対して

<hlsfiles> の情報が推論されるので、デフォルトの動作を無効にする必要がある場合以外はこのサ

ブ要素を指定する必要はありません。

次の例では、新規プロジェクトを作成したときに、2 つの関数 func1 および func2 がハードウェアに移

動するよう指定されます。

<accelerator name="func1" location="func1.cpp"/>
<accelerator name="func2" location="func2.cpp" clkid="2">

<hlsfiles name="func2_helper_a.cpp/>
<hlsfiles name="func2_helper_b.cpp/>

</accelerator>

<compiler> 要素
オプションの <compiler> 要素は、新規プロジェクトを作成する際のコンパイラのアプリケーション プロ

ジェクト設定を定義します。inferredOptions 属性は、アプリケーションをビルドするのに必要なコンパ

イラ オプションを定義し、SDx 環境の [C/C++ Build Settings] ダイアログ ボックスの [Software Platform]
の下にコンパイラの [Inferred Options] として表示されます。

次の例では、新規プロジェクトを作成したときにコンパイラ オプション -D MYAPPMACRO が追加されま

す。

<compiler inferredOptions="-D MYAPPMACRO"/>

<linker> 要素
オプションの <linker> 要素は、新規プロジェクトを作成する際のリンカーのアプリケーション プロジェ

クト設定を定義します。inferredOptions 属性は、アプリケーションをビルドするのに必要なリンカー

オプションを定義し、SDx 環境の [C/C++ Build Settings] ダイアログ ボックスに [linker Miscellaneous]
として表示されます。

次の例では、新規プロジェクトを作成したときにリンカー オプション -poll-mode 1 が追加されます。

<linker inferredOptions="-poll-mode 1"/>
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template.xml の例
次に、完全な template.xml ファイルの例を示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest:Manifest xmi:version="2.0"

xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:manifest="http://www.xilinx.com/

manifest">
<template location="myapp" name="My App"

description="Sample application">
<supports>

<and>
<or>

<os name="Linux"/>
<os name="Standalone"/>
<os name="FreeRTOS"/>

</or>
</and>

</supports>
<accelerator name="myaccel" location="myaccel.cpp"/>
<includepaths>

<path location="myinclude"/>
<path location="dir/include"/>

</includepaths>
<libraries>

<lib name="mylib1"/>
<lib name="mylib2"/>

</libraries>
<exclude>

<directory name="MyDir"/>
<directory name="MyOtherDir"/>
<file name="MyFile.txt"/>
<file name="MyOtherFile.txt:/>

</exclude>
</template>
<!-- Multiple template elements allowed -->

</manifest:Manifest>
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ハードウェア プラットフォーム メタデータの
作成

概要
各 SDSoC プラットフォームには、ハードウェア インターフェイスに関する情報を含むハードウェア メタデ
ータ ファイル (<platform>.hpfm) が含まれています。SDSoC は、デザインのハードウェア システムを

作成する際にこの情報を使用し、データ モーション ネットワークおよびハードウェア アクセラレータと、
クロック、データ、制御信号の必要な接続を追加します。この章では、.hpfm ファイル、ハードウェア プ

ラットフォーム Tcl API、および Tcl スクリプトを読み込んで実行するために使用する Vivado コマンドを
作成する方法を説明し、完全なハードウェア プラットフォーム Tcl スクリプトの例を示します。

.hpfm ファイルは <path_to_platform>/hw フォルダーに含まれます。たとえば、Zynq 7000 ZC702

評価キットのハードウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイルは、<SDx_install>/platforms/
zc702/hw/zc702.hpfm にあります。Zynq UltraScale+ MPSoC ハードウェア プラットフォーム ファイル

の例は <SDx_install>/platforms/zcu102/hw/zcu102.hpfm にあります。

Vivado Design Suite でハードウェア プラットフォーム デザイン プロジェクトが完了したら、次のセクショ
ンで説明する SDSoC Vivado Tcl コマンドを使用して、Vivado プロジェクトからハードウェア プラットフォ
ーム記述ファイルを生成する Tcl スクリプトを作成できます。Vivado プロジェクトを読み込み、Tcl ファイ
ル コマンドを実行して <platform>.hpfm ファイルを生成します。
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SDSoC Vivado Tcl コマンド
このセクションでは、クロック情報およびクロック、リセット、割り込み、AXI、AXI4-Stream インターフェイス
を含む、SDSoC™ プラットフォームのハードウェア インターフェイスを指定する Vivado® IP インテグレー
ターの Tcl コマンドについて説明します。Vivado Design Suite でハードウェア システムをビルドして検
証したら、SDSoC プラットフォーム ハードウェア記述ファイルを作成する手順は次のとおりです。

1. Vivado Design Suite Tcl コンソールで次のコマンドを実行し、SDSoC Vivado Tcl API を読み込みま
す。

source -notrace <sdx_install_path>/scripts/vivado/sdsoc_pfm.tcl

2. Vivado で Tcl API を実行し、次の手順を実行します。

a. ハードウェア プラットフォーム名を宣言します。

b. プラットフォームの簡単な説明を定義します。

c. プラットフォーム クロック ポートを宣言します。

d. プラットフォーム AXI バス インターフェイスを宣言します。

e. プラットフォーム AXI4-Stream バス インターフェイスを宣言します。

f. 使用可能なプラットフォーム割り込みを宣言します。

g. ハードウェア プラットフォーム記述メタデータ ファイルを記述します。

ハードウェア プラットフォームの名前と説明の定義
次に、Vivado IP インテグレーターのブロック図内で使用される Tcl API について説明します。

• 新しいハードウェア プラットフォーム ファイルを作成し、名前と説明を設定するには、次を使用しま
す。

sdsoc::create_pfm <platform>.hpfm

引数:

<platform>     - platform name

戻り値:

new platform handle

• プラットフォームの名前と説明を設定するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_name        <platform handle> <vendor> <library> <platform>
<version>
sdsoc::pfm_description <platform handle> "<Description>"

例:

set pfm [sdsoc::create_pfm zc702.hpfm]
sdsoc::pfm_name        $pfm "xilinx.com" "xd" "zc702" "1.0"
sdsoc::pfm_description $pfm "Zynq ZC702 Board"
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クロックの宣言
クロック ソースはプラットフォームと一緒にエクスポートできますが、各クロックに対してプラットフォームの
Processor System Reset IP ブロックを使用して、同期リセット信号もエクスポートする必要があります。ク
ロックを定義するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_clock <pfm_handle> <port> <instance> <id> <is_default>
<proc_sys_reset>

引数:

引数 説明

pfm_handle pfm ハンドル

port クロック ポート名

instance ポートを含むブロックのインスタンス名

id クロック ID (ユーザー定義、固有の負でない整数)

is_default デフォルトのクロックの場合は true、それ以外の場合は false

proc_sys_reset 同期リセット信号の対応する proc_sys_reset ブロック インスタンス

すべてのプラットフォームで、明示的にクロックが指定されていない場合は、SDSoC 環境で使用するデ
フォルト クロックを 1 つ宣言する必要があります。デフォルト クロックは、is_default が true に設定された
クロックです。

例:

sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK0 ps7 0 false proc_sys_reset_0
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK1 ps7 1 false proc_sys_reset_1
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK2 ps7 2 true  proc_sys_reset_2
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK3 ps7 3 false proc_sys_reset_3
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AXI ポートの宣言
AXI ポートを宣言するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_axi_port    <pfm> <axi_port> <instance> <memport>

引数:

引数 説明

pfm pfm ハンドル

port AXI ポート名

instance ポートを含むブロックのインスタンス名

memport 対応するメモリ インターフェイス ポート タイプ。値は次のとおりです。

• M_AXI_GP: 汎用 AXI マスター ポート

• S_AXI_HP: 高パフォーマンスの AXI スレーブ ポート

• S_AXI_ACP: アクセラレータ コヒーレンシ スレーブ ポート

• MIG: MIG メモリ コントローラーに接続されている AXI スレーブ

例:

sdsoc::pfm_axi_port    $pfm M_AXI_GP0 ps7 M_AXI_GP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm M_AXI_GP1 ps7 M_AXI_GP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_ACP ps7 S_AXI_ACP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP0 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP1 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP2 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP3 ps7 S_AXI_HP

AXI インターコネクトの例:

sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S01_AXI axi_interconnect_0 MIG

AXI インターコネクトのマスター ポートおよびスレーブ ポートのエクスポートには、いくつかの要件があり
ます。

1. プラットフォームで使用されるインターコネクト上のすべてのポートは、宣言されたプラットフォーム イ
ンターフェイスの前にインデックス順で宣言する必要があります。

2. ポートのインデックス番号をスキップすることはできません。

3. S_AXI_ACP ポートのマスター ID の最大数は 8 なので、接続された AXI インターコネクト上で宣言す
る使用可能なポートは {S00_AXI, S01_AXI, ..., S07_AXI} のいずれかである必要があります。プラット
フォーム内で使用されるポートは宣言しないでください。できるだけ多くのポートを宣言すると、sds++
で生成されたユーザー システムでカスケード接続された axi_interconnects を回避できます。

4. S_AXI_HP または MIG ポートのマスター ID の最大数は 16 なので、接続された AXI インターコネクト
上で宣言する使用可能なポートは {S00_AXI, S01_AXI, ..., S15_AXI} のいずれかである必要がありま
す。プラットフォーム内で使用されるポートは宣言しないでください。できるだけ多くのポートを宣言す
ると、sds++ で生成されたユーザー システムでカスケード接続された axi_interconnects を回避できま
す。
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5. M_AXI_GP ポートに接続されるインターコネクト上で宣言されるマスター ポートの最大数は 64 なの
で、接続された AXI インターコネクト上で宣言する使用可能なポートは {M00_AXI, M01_AXI, ...,
M63_AXI} のいずれかである必要があります。プラットフォーム内で使用されるポートは宣言しないでく
ださい。できるだけ多くのポートを宣言すると、sds++ で生成されたユーザー システムでカスケード接
続された axi_interconnects を回避できます。

たとえば、zc702_acp_pfm.tcl ファイルには M_AXI_GP0 および S_AXI_ACP に接続されているインターコ
ネクト ポート用に次の宣言が含まれます。

for {set i 1} {$i < 64} {incr i} {
sdsoc::pfm_axi_port  $pfm M[format %02d $i]_AXI axi_ic_gp0 M_AXI_GP

}
for {set i 1} {$i < 8} {incr i} {

sdsoc::pfm_axi_port  $pfm S[format %02d $i]_AXI axi_ic_acp S_AXI_ACP
}

AXI4-Stream ポートの宣言
AXI4-Stream ポートを宣言するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_axis_port   <pfm> <axis_port> <instance> <type>

引数:

引数 説明

pfm pfm ハンドル

port AXI4-Stream のポート名

instance ポートを含むブロックのインスタンス名

type インターフェイス タイプ (値: M_AXIS、S_AXIS)

例:

sdsoc::pfm_axis_port   $pfm S_AXIS axis2io S_AXIS
sdsoc::pfm_axis_port   $pfm M_AXIS io2axis M_AXIS

割り込みポートの宣言
プラットフォーム プロセッシング システム 7 の IP ブロックには、IP インテグレーターの Concat ブロック
(xlconcat) を介して割り込みを接続する必要があります。プラットフォームに含まれる IP に割り込みが

含まれる場合、これらの割り込みで Concat ブロックの最下位ビットからビットを飛ばさずに使用する必要
があります。
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割り込みポートを宣言するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_irq       <pfm> <port> <instance>

引数:

引数 説明

pfm pfm ハンドル

port irq ポート名

instance ポートを含む concat ブロックのインスタンス名

例:

for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
sdsoc::pfm_irq       $pfm In$i xlconcat

}

I/O デバイスの宣言
Linux UIO フレームワークを使用する場合は、デバイスを宣言する必要があります。インスタンスを
Linux I/O プラットフォーム デバイスとして宣言するには、次を使用します。

sdsoc::pfm_iodev       <pfm> <port> <instance> <type>

引数:

引数 説明

pfm pfm ハンドル

port I/O ポート名

instance UIO を含むブロックのインスタンス名

type I/O デバイスタイプ (UIO、KIO など)

例:

sdsoc::pfm_iodev       $pfm S_AXI axio_gpio_0 uio

ハードウェア プラットフォーム記述ファイルの記述
上記の Tcl API コマンドを使用してプラットフォームを記述した後、次を使用してハードウェア プラットフ
ォーム記述ファイルを記述します。

sdsoc::generate_hw_pfm <pfm_handle>

例:

sdsoc::generate_hw_pfm $pfm

このコマンドは、sdsoc::create_pfm コマンドで指定されたファイルを記述します。
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完全な例
SDSoC リリースに含まれるすべてのプラットフォームには、対応するハードウェア記述ファイルを生成す
る Tcl スクリプトが含まれます。この Tcl スクリプトは、hw/vivado ディレクトリに含まれる

<platform>_pfm.tcl というファイルです。

次に、ZC702 プラットフォームを生成するために Tcl API を使用する完全な例を示します。

# zc702_pfm.tcl --
#
# This file uses the SDSoC Tcl Platform API to create the
# zc702 hardware platform file
#
# Copyright (c) 2015 Xilinx, Inc.
#
# Uncomment and modify the line below to source the API script
# source -notrace <SDSOC_INSTALL>/scripts/vivado/sdsoc_pfm.tcl
set pfm [sdsoc::create_pfm zc702_hw.pfm]
sdsoc::pfm_name        $pfm "xilinx.com" "xd" "zc702" "1.0"
sdsoc::pfm_description $pfm "Zynq ZC702 Board"
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK0 ps7 0 false proc_sys_reset_0
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK1 ps7 1 false proc_sys_reset_1
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK2 ps7 2 true  proc_sys_reset_2
sdsoc::pfm_clock       $pfm FCLK_CLK3 ps7 3 false proc_sys_reset_3
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm M_AXI_GP0 ps7 M_AXI_GP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm M_AXI_GP1 ps7 M_AXI_GP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_ACP ps7 S_AXI_ACP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP0 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP1 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP2 ps7 S_AXI_HP
sdsoc::pfm_axi_port    $pfm S_AXI_HP3 ps7 S_AXI_HP

for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
sdsoc::pfm_irq       $pfm In$i xlconcat

}

sdsoc::generate_hw_pfm $pfm
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プラットフォーム ハードウェア記述ファイルのテスト

SDx 環境にはプラットフォーム ハードウェア記述ファイルを検証するための XML スキーマが含まれて
います。たとえば、SDx でプラットフォーム ハードウェア記述 XML ファイルを検証するには、次のコマン
ドを実行します。

sds-pf-check <platform>.hpfm

ハードウェア プラットフォーム記述ファイル (<platform>.hpfm) とソフトウェア プラットフォーム記述ファ

イル (<platform>.spfm) をプラットフォーム ディレクトリに含めた後、使用可能なすべてのプラットフォ

ームをリストする次のコマンドを実行して、SDSoC で正しくファイルを読み込むことができるかを確認でき
ます。

> sdscc –sds-pf-list

表示されたリストに作成したプラットフォームが表示されていれば、SDx IDE で正しく読み込むことができ
たことを意味します。プラットフォームに関する詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。

> sdscc –sds-pf-info <platform_name>
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ソフトウェア プラットフォーム メタデータの
作成

概要
開発する各ハードウェア プラットフォームには、システム コンフィギュレーションと呼ばれるサポートされ
るソフトウェア環境に関する情報を含むソフトウェア メタデータ ファイル <platform>.spfm が必要で

す。ソフトウェア プラットフォーム メタデータ ファイルは、
<path_to_platform_folder>/sw/<platform>.spfm にあります。.spfm ファイルは、テキスト エデ

ィターまたは XML エディターを使用して手動で作成する必要があります。既存のファイルをハードウェ
ア プラットフォームに合うよう変更して、新しい SPFM ファイルを作成できます。

ユーザー アプリケーションをビルドする際は、SDSoC コンパイラでプラットフォームに配置されているイ
ンクルード パスおよびライブラリ パスを認識し、SD カード イメージをビルドするのに必要なファイルを見
つける必要があります。SDx 環境 IDE では、システム コンフィギュレーションの選択用に GUI 要素を表
示するためにこの情報が必要です。たとえば SDx 環境インストールに含まれる ZC702 プラットフォーム
では、ザイリンクス Zynq-7000 All Programmable SoC ZC702 評価キット ボードをターゲットとする
Linux、スタンドアロン OS、および FreeRTOS OS 用のシステム コンフィギュレーションがサポートされま
す。

この章では、ZC702 ソフトウェア プラットフォーム メタデータ XML ファイル zc702.spfm の内容を示

し、ファイルの要素を説明します。後に続くメタデータ リファレンス セクションでは、各 XML 要素および
属性とその使用法を説明します。

ZC702.spfm ファイル例
次に、ZC702 プラットフォーム用の zc702.spfm ソフトウェア プラットフォーム XML ファイルを参照用に

示します。完全なファイルは、SDx 環境インストールの <SDx_install_path>/platforms/zc702/
sw/zc702.spfm にあります。各システム コンフィギュレーションとそのメタデータを説明します。指定さ

れているパスは、特に注記のない場合は、.spfm ファイルが含まれるフォルダー

(<path_to_platform>/sw) に相対するパスです。

次に示すように、zc702.spfm は sdx:platform タグで開始します。

sdx:description はハードウェア プラットフォームの機能の概要を示し、SDSoC 環境に表示できま

す。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sdx:platform sdx:vendor="xilinx.com"

sdx:library="sdx"
sdx:name="zc702"
sdx:version="1.0"
sdx:schemaVersion="1.0"
xmlns:sdx="http://www.xilinx.com/sdx">

<sdx:description>Basic platform targeting the ZC702 board, which
includes 1GB of DDR3, 16MB Quad-SPI Flash and an SDIO card

interface. More information at
http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/

EK-Z7-ZC702-G.htm
</sdx:description>

zc702.spfm には sdx:systemConfigurations セクションに 3 つのシステム コンフィギュレーション

が含まれており、それぞれ sdx:configuration セクションに記述されています。

ヒント: プラットフォームでサポートされるのが 1 つのみの場合は、指定の必要があるのは 1 つのみです。

sdx:systemConfigurations では、SDx 環境の New Project ウィザードでのデフォルト、または

sdscc/sds++ -sds-sys-config オプションを指定しない場合のデフォルトとして、sdx:configuration
セクションのいずれかを指定します (sdx:defaultConfiguration)。

sdx:configuration には、sdscc/sds++ -sds-sys-config オプションの値として使用される名前

(sdx:name)、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードでシステム コンフィギュレーションのドロップダウ

ン メニューに使用される文字列 (sdx:displayName)、およびシステム コンフィギュレーションにマウス

を置いたときに表示されるテキスト (sdx:description) が含まれます。

sdx:defaultProcessorGroup は、New Project ウィザードのドロップダウン リストのデフォルト ターゲ

ット CPU、および sdscc/sds++ -sds-proc オプションを使用しない場合のデフォルト値を定義します。

sdx:prebuilt 要素は、アクセラレータなしでインプリメントされたハードウェア プラットフォームを表す

ビルド済みビットストリームを含むフォルダーを指定します。sdx:prebuilt の sdx:data 属性は、

SDSoC でハードウェア アクセラレータを含まないアプリケーションをビルドする際に使用されるビルド済
みビットストリームおよびプロジェクト ファイルを含むフォルダーへのパスを、.spfm ファイルに相対する

パスとして指定します。sdx:prebuilt 要素はオプションですが、指定するとビットストリームをビルドす

る時間を節約できます。

sdx:prebuilt プラットフォーム データは、アクセラレータなしでインプリメントされたハードウェア プラッ

トフォームを表しているので、プラットフォームのすべてのシステム コンフィギュレーションで同じであり、
プラットフォームで OS がサポートされていれば、OS にかかわらずハードウェアは同じです。

ヒント: ZC702 では、sdx:prebuilt は各システム コンフィギュレーションに個別に定義されていますが、すべて

同じフォルダーを指定しています。

<sdx:systemConfigurations
sdx:defaultConfiguration="linux">

<sdx:configuration sdx:name="linux"
sdx:displayName="Linux SMP (Zynq 7000)"
sdx:defaultProcessorGroup="a9_0">

<sdx:description>Linux SMP running on Zynq
7000</sdx:description>

<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform"/>
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sdx:bootImages メタデータには、SDSoC で SD カード イメージの作成に使用される 1 つまたは複数

の sdx:image セクションが含まれます。

sdx:default でデフォルトのイメージ作成メタデータを指定しますが、このリリースでは 1 つの

sdx:image セクションのみがサポートされます。sdx:image では、bootgen ツールで SD カード イメー

ジの作成に使用される .bif ファイルを、sw フォルダーに相対するパスとして指定します (sdx:bif)。

sdx:imageData 属性は、SD カードのルート フォルダーにコピーするブート ファイルを含むフォルダー

を指定します。システム コンフィギュレーションは Linux 用なので、イメージ フォルダーにはカーネル、
ramdisk、およびデバイス ツリーが含まれます (個別のファイルまたは .ub ユニファイド ブート ファイル)。

sdx:qemu* の値はオプションで、SDSoC エミュレーション フローで使用されます。

sdx:mountPath は、システムがブートした後の Linux ファイル システムの SD カードへのパスです。

<sdx:bootImages sdx:default="standard">
<sdx:image sdx:name="standard"

sdx:bif="boot/linux.bif"
sdx:imageData="image"
sdx:mountPath="/mnt"
sdx:readme="boot/

generic.readme"
sdx:qemuDevicetree="qemu/

devicetree.dtb"
sdx:qemuBoot="boot/

u-boot.elf"
sdx:qemuArguments="qemu/qemu_args.txt" />

</sdx:bootImages>

sdx:processorGroup には、sdscc/sds++ -sds-sys-proc オプションの値として使用される名前

(sdx:name)、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードでターゲット CPU のドロップダウン メニューに使

用される文字列 (sdx:displayName)、およびターゲット CPU にマウスを置いたときに表示されるテキス

ト (sdx:description) が含まれます。

sdx:cpuType は、Zynq では cortex-a9、Zynq UltraScale+ では cortex-a53 です。

sdx:os には、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードの OS ラベルとして使用される名前と文字列が

含まれます (sdx:displayName)。

sdx:crossCompilerType は、Linux またはベアメタル Linaro ARM クロス コンパイラのどちらを使用

するかを指定し、sdx:toolConfig はユーザー アプリケーションのビルドに使用される設定 (インクル

ード パス、ライブラリ パス、コンパイラ オプション、リンカー オプションなど) を指定します。

<sdx:processorGroup sdx:name="a9_0"
sdx:displayName="A9_0,A9_1"
sdx:cpuType="cortex-a9">

<sdx:os sdx:name="linux"
sdx:displayName="Linux SMP"

</sdx:processorGroup>
</sdx:configuration>
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スタンドアロン システム コンフィギュレーション メタデータは、Linux コンフィギュレーションのメタデータ
と同様です。スタンドアロン BSP libxil.a をビルドするには、プロセッサ インスタンス名

(sdx:cpuInstance) が必要です。これ以外に SD カードにコピーされるブート ファイルはないので、こ

のコンフィギュレーションでは sdx:imageData は使用されません。このコンフィギュレーションには、リン

カー スクリプト (sdx:ldscript) も必要です。エミュレーション フローでは U-Boot (sdx:qemuBoot) は

不要ですが、QEMU にデバイスを登録するためにデバイス ツリー (sdx:Devicetree) が必要です。

<sdx:configuration sdx:name="standalone"
sdx:displayName="Standalone OS (Zynq

7000)"
sdx:defaultProcessorGroup="a9_0">

<sdx:description>Standalone OS running on Zynq
7000</sdx:description>

<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform"/>
<sdx:bootImages sdx:default="standard">

<sdx:image sdx:name="standard"
sdx:bif="boot/standalone.bif"
sdx:readme="boot/generic.readme"
sdx:qemuDevicetree="qemu/devicetree.dtb"
sdx:qemuArguments="qemu/qemu_args.txt" />

</sdx:bootImages>
<sdx:processorGroup sdx:name="a9_0"

sdx:displayName="A9_0"
sdx:cpuInstance="ps7_cortexa9_0"
sdx:cpuType="cortex-a9">

<sdx:os sdx:name="standalone"
sdx:displayName="Standalone

OS"
sdx:ldscript="aarch32-none/lscript.ld"

</sdx:processorGroup>
</sdx:configuration>

FreeRTOS システム コンフィギュレーション メタデータも、Linux コンフィギュレーションのメタデータと同
様です。FreeRTOS はタスク スケジューラおよびその他の関数をインプリメントするためにスタンドアロン
BSP に追加されるコードなので、スタンドアロン BSP libxil.a をビルドするためにプロセッサ インスタ

ンス名 (sdx:cpuInstance) が必要です。これ以外に SD カードにコピーされるブート ファイルはない

ので、このコンフィギュレーションでは sdx:imageData は使用されません。このコンフィギュレーション

には、リンカー スクリプト (sdx:ldscript) も必要です。ZC702 プラットフォームで実行される

FreeRTOS では、エミュレーション フローはインプリメントされません。

インクルード パス (sdx:includePaths)、ライブラリ パス (sdx:libraryPaths)、およびライブラリ

(sdx:libraryNames) は、SDSoC インストール ディレクトリ (<install>/aarch32-none/include/
freertos など) に相対するパスであることを示すため、冒頭にスラッシュ (/) を付けて定義します。冒

頭にスラッシュがない場合は、sw フォルダーに相対するパスとなります。

<sdx:configuration sdx:name="freertos"
sdx:displayName="FreeRTOS (Zynq 7000)"

sdx:defaultProcessorGroup="a9_0">
<sdx:description>FreeRTOS running on Zynq 7000</sdx:description>
<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform"/>
<sdx:bootImages sdx:default="standard">

<sdx:image sdx:name="standard"
sdx:bif="boot/freertos.bif"
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sdx:readme="boot/generic.readme" />
</sdx:bootImages>
<sdx:processorGroup

sdx:name="a9_0"
sdx:displayName="A9_0"
sdx:cpuInstance="ps7_cortexa9_0"
sdx:cpuType="cortex-a9">

<sdx:os sdx:name="freertos"
sdx:displayName="FreeRTOS"

sdx:includePaths="/aarch32-none/include/
freertos"

sdx:libraryPaths="/aarch32-none/lib/freertos"
sdx:libraryNames="freertos"
sdx:ldscript="freertos/

lscript.ld"
</sdx:processorGroup>

</sdx:configuration>
</sdx:systemConfigurations></sdx:platform>

ソフトウェア プラットフォーム XML メタデータ リファレ
ンス

SDSoC ソフトウェア プラットフォーム XML ファイル (.spfm) は、1 つまたは複数のシステム コンフィギュ

レーションを定義します。SDSoC アプリケーションをビルドする際、ターゲット OS 用のソフトウェア ランタ
イム環境と、ハードウェア プラットフォーム上でビルドされるアプリケーション特定のシステム オン チップ
を生成するために SDSoC システム コンパイラで使用されるメタデータを定義するシステム コンフィギュ
レーションを指定します。レポートに含まれる情報は次のようになっています。

• オプションのビルド済みプラットフォーム データ: ビットストリームや通常 SDSoC で生成されるファイ
ルなど、デザインにアクセラレータが含まれない場合に SDSoC のビルド時間を最短に抑えるファイ
ル。

• SD カード イメージ データ ファイル: SDSoC の bootgen ユーティリティでイメージを作成するため
に使用されるブートローダー、Linux 用のブート ファイル (カーネル、ramdisk、デバイス ツリー)、お
よびブート イメージ ファイル (BIF)。

• コンパイルおよびリンク ソフトエア ファイルとターゲット プロセッサの設定:

◦ プラットフォーム ソフトウェア アプリケーションで必要なインクルード ファイルとライブラリ (オプ
ション)。

◦ リンカー スクリプト。

◦ BSP コンフィギュレーション ファイルとリポジトリ (オプション)。

◦ ターゲット デバイスの情報。

次に、情報ソフトウェア プラットフォーム XML スキーマを示します。ただし、すべての要素および属性が
必要なわけではありません。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sdx:platform sdx:vendor="xilinx.com"
sdx:library="sdx"
sdx:name="platform_name"
sdx:version="1.0"
sdx:schemaVersion="1.0"
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xmlns:sdx="http://www.xilinx.com/sdx">
<sdx:description>software_platform_description
</sdx:description>

<sdx:systemConfigurations
sdx:defaultConfiguration="default_name">

<sdx:configuration sdx:name="name"

sdx:displayName="GUI_name"
sdx:defaultProcessorGroup="default_name">
<sdx:description>configuration_description

</sdx:description>
<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform_path"/>
<sdx:bootImages sdx:default="default_name">

<sdx:image sdx:name="name"
sdx:bif="path_to_bif_file"
sdx:imageData="path_to_image_data"
sdx:extraData=”path_to_more_image_data”
sdx:mountPath="sd_card_mount_path"
sdx:readme="path_to_readme_file"
sdx:qemuDevicetree="path_qemu_devicetree"
sdx:qemuBoot="path_qemu_uboot"
sdx:qemuArguments="path_arguments_file" />

</sdx:bootImages>
<sdx:processorGroup

sdx:name="name"
sdx:displayName="GUI_name"

sdx:cpuType="cpu_type"
sdx:cpuInstance=”instance_name”>

<sdx:os sdx:name="os_name"
sdx:displayName="GUI_name"
sdx:includePaths=”path_to_include_folder”
sdx:libraryPaths=”path_to_library_folder”
sdx:libraryNames=”list_of_library_names”
sdx:ldscript=”path_to_linker_script”
sdx:bspConfig=”path_to_mss_file”
sdx:bspRepo=”path_to_bsp_repository”
sdx:compilerOptions=”compiler_options”
sdx:linkerOptions=”linker_options”

</sdx:processorGroup>
</sdx:configuration>

:
.

<sdx:configuration sdx:name="name"

sdx:displayName="GUI_name"
sdx:defaultProcessorGroup="default_name">

:
.

</sdx:configuration>
</sdx:systemConfigurations></sdx:platform>

ファイルの最初の行は、ファイルのフォーマットが XML であることを定義しており、必須です。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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<sdx:platform>

<sdx:platform> XML 要素は、すべてのソフトウェア プラットフォーム情報のコンテナーとして必須で

す。次の属性が含まれます。

<sdx:platform sdx:vendor="xilinx.com"
sdx:library="sdx"
sdx:name="platform_name"
sdx:version="1.0"
sdx:schemaVersion="1.0"
xmlns:sdx="http://www.xilinx.com/sdx">

表 3: <sdx:platform> の属性

属性 説明

sdx:vendor ベンダー情報

sdx:library ライブラリ名前空間

sdx:name プラットフォーム名

sdx:version プラットフォーム バージョン

sdx:schemaVersion プラットフォーム スキーマ バージョン

xmlns:sdx XML 名前空間は sdx

<sdx:description>

<sdx:description> 要素は、ソフトウェア プラットフォームを説明し、SDSoC でサマリ情報を表示する

際に使用されます。

<sdx:description>software_platform_description
</sdx:description>

<sdx:systemConfigurations>

<sdx:systemConfigurations> XML 要素は、すべてのシステム コンフィギュレーションのコンテナー

として必須です。

この要素は、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードで [System configuration] ドロップダウン リストの

選択肢として、または SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ コマンド ラインで -sds-sys-config
<system_configuration_name> オプションを指定しない場合にデフォルトで使用される
sdx:configuration を指定します。

<sdx:systemConfigurations sdx:defaultConfiguration="default_name">

<sdx:configuration> 要素はシステム コンフィギュレーションを定義し、次の属性が含まれます。
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<sdx:configuration sdx:name="name"
sdx:displayName="GUI_name"
sdx:defaultProcessorGroup="default_name">

表 4: <sdx:configuration> の属性

属性 説明

sdx:name sdscc/sds++ コマンド ライン オプション -sds-sys-config
<system_configuration_name> で使用されるシステム コンフィギュレーシ
ョン名。

sdx:displayName SDx 環境 IDE の New Project ウィザードのドロップダウン リストで使用
されるシステム コンフィギュレーション名。通常は sdx:name よりも長くわ
かりやすい名前です。

sdx:defaultProcessorGroup デフォルトのプロセッサ グループ名。SDx 環境 IDE の New Project ウ
ィザードでターゲット CPU のドロップダウン リストの選択肢として、また
は SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ コマンド ラインで –sds-proc
<processor_group_name> オプションを指定しない場合にデフォルトで使
用される sdx:processorGroup を指定します。

<sdx:configuration> 要素には、複数の XML サブ要素を含めることもできます。

表 5: <sdx:configuration> のサブ要素

要素 説明

<sdx:description> システム コンフィギュレーションの詳細

<sdx:prebuilt> プラットフォームのビルド済みデータ (ビットストリーム、その他の生成済みフ
ァイルなど)

<sdx:bootImages> SD カード イメージの作成に必要なブート イメージ作成データ

<sdx:processorGroup> ユーザー アプリケーションのビルドに使用されるプロセッサおよび OS 特定
のソフトウェア データ

<sdx:description> 要素<sdx:description> 要素

<sdx:description> 要素は、システム コンフィギュレーションの説明です。SDx 環境 IDE の New Project
ウィザードで、システム コンフィギュレーションのリストの名前にマウスを置いた場合や、sdscc/sds++ -
sds-pf-list または -sds-pf-info オプションを使用してプラットフォームに関する情報を表示する場合な
ど、詳細な説明が必要なときに使用されます。

<sdx:description>configuration_description
</sdx:description>

<sdx:prebuilt> 要素<sdx:prebuilt> 要素

<sdx:prebuilt> 要素は、アクセラレータを含まないユーザー アプリケーションをビルドする際にシス

テム コンフィギュレーションで使用されるプラットフォームの生成済みデータを指定します。この要素は
オプションで、ビルド時間を短縮するために使用されます。生成済みデータを使用すると、ビットストリー
ムおよびその他の必要なファイルを作成するのに、プラットフォーム自体のハードウェア コンパイルを待
つ必要はありません。

<sdx:prebuilt> 要素には、生成済みファイルを含むフォルダーへのパスを指定する sdx:data 属性

が含まれます。
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<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_platform_path"/>

パスは、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえば、次のように
指定されているとします。

<sdx:prebuilt sdx:data="prebuilt_data"/>

この場合、ビルド済みのハードウェア ビットストリームおよび生成済みのファイルは、
<path_to_platform>/sw/prebuilt_data にあります。フォルダー名は、プラットフォーム プロバイ

ダーが定義できます。

SDx 環境 IDE の [SDx Project Settings] ビューまたはプラットフォーム、システム コンフィギュレーショ
ン、およびプロセッサ フラグを使用する sdscc/sds++ コマンド ラインで指定されたハードウェア関数がア
プリケーションに含まれていない場合に、SDSoC コンパイラでビルド済みハードウェア ファイルが自動的
に使用されます。

-sds-pf zc702 –sds-sys-config linux –sds-proc a9_0

Vivado ツールでビットストリームの生成および SD カード イメージの作成を強制的に実行するには、次
の sdscc オプションを使用します。

-rebuild-hardware

<path_to_platform>/sw/prebuilt_data に含まれるファイルは、アプリケーション ELF とビットスト

リームを作成した後 _sds プロジェクト フォルダーに含まれます。

• bitstream.bit: _sds/p0/ipi/<platform>.runs/impl_1/bitstream.bit に含まれます。

• <platform>.hdf: _sds/p0/ipi/<platform>.sdk に含まれます。

• apsys_0.xml および partitions.xml: _sds/.llvm に含まれます。

• portinfo.c および portinfo.h: _sds/swstubs に含まれます。

<sdx:prebuilt> 要素が定義されていない場合は、ハードウェア アクセラレータのないアプリケーショ

ンに対してビットストリームが生成されます。<install>/platforms/<platform>/sw/
prebuilt_data のファクトリ プラットフォームに例があります。

<sdx:bootImages> 要素<sdx:bootImages> 要素

<sdx:bootImages> 要素は、SD カード イメージの作成に使用される属性を含む 1 つまたは複数の

<sdx:image> 要素のコンテナーです。属性 sdx:default はデフォルトで使用する <sdx:image> の

名前を指定します。

ヒント: 2016.3 リリースでは、各 <sdx:bootImages> 要素に 1 つの <sdx:image> 要素のみが含まれます。

<sdx:bootImages sdx:default="default_name">
<sdx:image sdx:name="name"
sdx:bif="path_to_bif_file"
sdx:imageData="path_to_image_data"
sdx:extraData=”path_to_more_image_data”
sdx:mountPath="sd_card_mount_path"
sdx:readme="path_to_readme_file"
sdx:qemuDevicetree="path_qemu_devicetree"
sdx:qemuBoot="path_qemu_uboot"
sdx:qemuArguments="path_arguments_file"
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/>
</sdx:bootImages>

<sdx:image> 要素には、SDSoC で SD カードのブート イメージが作成されるときに使用される属性が

含まれます。

表 6: <sdx:image> の属性

属性 説明

sdx:name イメージ名

sdx:bif SD カードの作成に使用されるブート イメージ ファイル (BIF) へのパス

sdx:imageData SD カードにコピーするブート ファイルを含むフォルダーへのパス

sdx:extraData SD カードにコピーするブート ファイルを含むフォルダーへのパス

sdx:mountPath ターゲット上で実行される Linux の SD カード マウント パス

sdx:readme SD カードの README ファイル

sdx:qemuDevicetree QEMU デバイス ツリー ファイルへのパス (SDSoC エミュレーション フロー)

sdx:qemuBoot QEMU U-Boot 実行ファイルへのパス (SDSoC エミュレーション フロー)

sdx:qemuArguments QEMU 引数ファイルへのパス (SDSoC エミュレーション フロー)

sdx:name 属性sdx:name 属性

sdx:name 属性は必須で、<sdx:image> 要素の名前を指定します。

sdx:bif 属性sdx:bif 属性

sdx:bif 属性は必須で、ブート イメージ ファイル (BIF) へのパスを、BIF ファイルが存在すべきソフトウ

ェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえば、属性が次のように指定さ
れているとします。

sdx:bif="boot/linux.bif"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/boot/linux.bif となります

(<path_to_platform>/sw は <platform>.spf ファイルを含むフォルダー)。これらの値は

<path_to_platform>/<platform>.xpfm ファイルで指定される属性です。

Linux ターゲットのサンプル プラットフォームの BIF ファイル テンプレートには、次が含まれています。

/* linux */
the_ROM_image:
{
[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<boot/u-boot.elf>
}

システム生成中、SDSoC システム コンパイラでこのテンプレートが読み込まれ、アプリケーション特定の
ファイル名が挿入されて、BIF ファイルが生成されます。このファイルが bootgen ユーティリティに渡され
てブート イメージが作成されます。

/* linux */
the_ROM_image:
{
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[bootloader]<path_to_platform>/boot/fsbl.elf
<path_to_generated_bitstream>/<project_name>.elf.bit
<path_to_platform>/boot/u-boot.elf
}

standalone.bif サンプル ファイルには、次の内容が含まれます。

/* standalone */
the_ROM_image:
{
[bootloader]<boot/fsbl.elf>
<bitstream>
<elf>
}

システム生成中、SDSoC システム コンパイラでこのテンプレートが読み込まれ、アプリケーション特定の
ファイル名が挿入されて、BIF ファイルが生成されます。このファイルが bootgen ユーティリティに渡され
てブート イメージが作成されます。

/* standalone */
the_ROM_image:
{
[bootloader]<path_to_platform>/boot/fsbl.elf
<path_to_generated_bitstream_directory>/<project_name>.elf.bin
<path_to_generated_application_elf_directory>/<project_name>.elf
}

sdx:imageData 属性sdx:imageData 属性

sdx:imageData 属性は Linux イメージには必須で、SD カード イメージにコピーするブート ファイルを

含むフォルダーを、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえ
ば、属性が次のように指定されているとします。

sdx:imageData="image"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/image となります (<path_to_platform>/sw は

<platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

このフォルダーには通常 Linux ブート ファイルが含まれ、このフォルダーに含まれるすべてのフォルダ
ーとファイルが SD カードのルートにコピーされます。カーネル イメージ、デバイス ツリー、およびルート
ファイル システムを含むユニファイド ブート イメージ ファイル (.ub) を使用する場合は、フォルダーには
通常 image.ub ファイルが含まれます。個別の image.ub、devicetree.dtb、および

ramdisk.image.gz ファイルを使用する場合は、フォルダーにこれらのファイルが含まれます。

sdx:extraData 属性sdx:extraData 属性

sdx:extraData 属性はオプションです。SD カード フォルダーにコピーする追加ファイルを含むフォル

ダーを、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえば、属性が次
のように指定されているとします。

sdx:extraData="sdfiles"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/sdfiles となります (<path_to_platform>/sw は

<platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。
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sdx:extraData 属性はオプションで、ブート SD カードではないファイルを sdx:imageData で指定さ

れたブート ファイルと分離します。

sdx:mountPath 属性sdx:mountPath 属性

sdx:mountPath 属性はオプションです。SD カードのマウント パスを指定します。デフォルトは /mnt で

す。

sdx:readme 属性sdx:readme 属性

sdx:readme 属性はオプションです。SD カードのルートにコピーされる README ファイルを、ソフトウェ

ア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します。たとえば、属性が次のように指定され
ているとします。

sdx:readme="linux/readme.txt"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/linux/readme.txt となります (<path_to_platform>/sw

は <platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

README ファイルの例:

-= SD card boot image =-

Platform: <platform>
Application: <elf>

1. Copy the contents of this directory to an SD card
2. Set boot mode to SD

Revision C and earlier boards:
Jumper J22 1-2
Jumper J25 1-2

Revision D and newer boards:
DIP switch SW16 positions 3 and 4 set to 1

3. Insert SD card and turn board on

sdx:readme 属性を使用した場合、SD カードに記述される前に、ファイルの冒頭にビルド情報が追加

されます。README ファイルにビルド情報を追加する必要がない場合は、README ファイルを
sdx:imageData または sdx:extraData 属性で定義されたフォルダーに追加し、sdx:readme 属性

を使用しないことも可能です。

sdx:qemuDevicetree、sdx:qemuBoot、および sdx:qemuArguments 属性sdx:qemuDevicetree、sdx:qemuBoot、および sdx:qemuArguments 属性

sdx:qemuDevicetree、sdx:qemuBoot、および sdx:qemuArguments 属性は、SDSoC エミュレーシ

ョン フローで使用されるデバイス ツリー、U-Boot 実行ファイル、QEMU 引数ファイルへのパスを定義し
ます。SDSoC エミュレーション フローでは、ユーザー アプリケーションが QEMU 上で実行され、Vivado
シミュレータで実行されているプログラマブル ロジックと通信します。これらのファイルへのパスはソフトウ
ェア プラットフォーム フォルダーに相対するパスとして指定します (<path_to_platform>/sw は
<platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

sdx:qemuDevicetree 属性は、ターゲット上で実行される OS が Linux であるかベアメタルであるかに

かかわらず必須です。デバイス ツリーは QEMU で使用され、デバイス サポートをイネーブルにします。

sdx:qemuBoot 属性は、ターゲット上で実行される OS が Linux の場合は必須ですが、ベアメタル ソフ

トウェアでは不要です。Linux SD カードのブート イメージの作成に使用される U-Boot 実行ファイルを
指定します。
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sdx:qemuArguments 属性は、エミュレーション フローをサポートするすべてのターゲット OS で必須で

す。

QEMU ソフトウェア プラットフォーム ファイルおよびサポートの例は、<install>/platforms/zc702/
sw/qemu フォルダーを参照してください。

ヒント: エミュレーションのプラットフォーム サポートはオプションであり、プラットフォームでエミュレーションをサポー
トしない場合はこれらの属性は不要です。

<sdx:processorGroup> 要素<sdx:processorGroup> 要素

<sdx:processorGroup> 要素は、コンパイルおよびリンク ソフトエア ファイルとターゲット プロセッサの

設定を定義します。

• ターゲット デバイスの情報。

• プラットフォーム ソフトウェア アプリケーションで必要なインクルード ファイルとライブラリ (オプショ
ン)。

• リンカー スクリプト。

• BSP コンフィギュレーション ファイルとリポジトリ (オプション)。

<sdx:configuration> 要素には、次の属性が含まれます。

<sdx:processorGroup sdx:name="name"
sdx:displayName="GUI_name"
sdx:cpuType="cpu_type"
sdx:cpuInstance=”instance_name”>

表 7: <sdx:processorGroup> の属性

属性 説明

sdx:name sdscc/sds++ コマンド ライン オプション sds-proc <processor_name> および –sds-
sys-config <system_configuration_name> で使用されるプロセッサ グループ名。タ
ーゲット プロセッサによって、a9_0、a53_0、または r5_0 のいずれかを使用します。

sdx:displayName GUI のターゲット CPU のドロップダウン リストで使用されるプロセッサ グループ
名。通常は sdx:name よりも長くわかりやすい名前です。

sdx:cpuType ターゲット CPU タイプ。cortex-a9、cortex-a53、または cortex-r5 のいずれかで
す。

sdx:cpuInstance CPU インスタンス名 (ps7_cortexa9_0、psu_cortexa53_0、psu_cortexr5_0 など)。タ
ーゲットで Linux OS を実行する場合はオプションですが、スタンドアロン OS に
は必須です (BSP 生成で使用)。

<sdx:processorGroup> 要素には、ターゲット OS のユーザー アプリケーションのビルドに使用される

ファイルおよびフォルダーへのパス、設定、その他のデータを含む <sdx:os> サブ要素が 1 つ含まれ

ます。

<sdx:os> 要素には、次の属性が含まれます。

<sdx:os sdx:name="os_name"
sdx:displayName="GUI_name"
sdx:includePaths=”path_to_include_folder”
sdx:libraryPaths=”path_to_library_folder”
sdx:libraryNames=”list_of_library_names”
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sdx:ldscript=”path_to_linker_script”
sdx:bspConfig=”path_to_mss_file”
sdx:bspRepo=”path_to_bsp_repository”
sdx:compilerOptions=”compiler_options”
sdx:linkerOptions=”linker_options”
/>
</sdx:processorGroup>

表 8: <sdx:os> の属性

属性 説明

sdx:name OS 名 (linux、standalone、または freertos)

sdx:displayName GUI の OS ラベルとして使用される OS 名。通常は sdx:name よりも長くわかり
やすい名前です。

sdx:includePaths プラットフォーム インクルード ファイルを含むディレクトリ パス

sdx:libraryPaths プラットフォーム ライブラリ ファイルを含むディレクトリ パス

sdx:libraryNames ユーザー アプリケーションをリンクするのに必要なプラットフォーム ライブラリ
名

sdx:ldscript ユーザー アプリケーションのリンクに使用されるリンカー スクリプト

sdx:bspConfig スタンドアロン BSP (.mss) ビルド用のコンフィギュレーション ファイル

sdx:bspRepo スタンドアロン BSP のビルドに使用されるソフトウェア リポジトリ

sdx:compilerOptions プラットフォームを使用したアプリケーションのコンパイルに必要なオプション

sdx:linkerOptions プラットフォームを使用したアプリケーションのリンクに必要なオプション

sdx:name 属性sdx:name 属性

sdx:name 属性は、プロセッサ上で実行される OS が Linux を指定します。有効な値は linux、
standalone、または freertosstop です (プラットフォームでサポートされる場合)。

sdx:displayName 属性sdx:displayName 属性

sdx:displayName 属性は OS のわかりやすい名前で、SDx 環境 IDE の New Project ウィザードの
[Choose Software Platform and Target CPU] でラベルとして使用されます。

sdx:includePaths 属性sdx:includePaths 属性

sdx:includePaths 属性はオプションです。ユーザー ソース ファイルをコンパイルする際に追加する

必要のある、プラットフォーム ソフトウェア インクルード フォルダーへのパスを指定します。複数のインク
ルード パスは、コロン (:) で区切って指定します。インクルード フォルダーは、ソフトウェア プラットフォ
ーム フォルダーに含まれます。指定すると、SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ でのコンパイル時
に –I オプションが自動的に追加されます。たとえば、属性が次のように指定されているとします。

sdx:includePaths="aarch32-none/include"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/aarch32-none/include となります

(<path_to_platform>/sw は <platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。ソース ファイルのコンパイ

ル時に、sdscc/sds++ で –I <path_to_platform>/sw/aarch32-none/include オプションが追加されます。

SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ でソース ファイルがコンパイルされる際、インクルード パスの検
索順は次のとおりです。

• ユーザー インクルード パス
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• プラットフォーム インクルード パス

• SDSoC インストール インクルード パス

• Vivado HLS インクルード パス (必要な場合)

sdx:libraryPaths 属性sdx:libraryPaths 属性

sdx:libraryPaths 属性はオプションです。ユーザー アプリケーション ELF をリンクする際に追加す

る必要のある、プラットフォーム ソフトウェア ライブラリ フォルダーへのパスを指定します。複数のライブ
ラリ パスは、コロン (:) で区切って指定します。ライブラリ フォルダーは、ソフトウェア プラットフォーム フ
ォルダーに含まれ、アプリケーションのリンクに使用されるライブラリを含みます。指定すると、SDSoC コ
ンパイラ ツール sdscc/sds++ でのコンパイル時に –L オプションが自動的に追加されます。たとえば、
属性が次のように指定されているとします。

sdx:libraryPaths="aarch32-none/lib"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/aarch32-none/lib となります (<path_to_platform>/sw

は <platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。アプリケーション ELF のリンク時に、sdscc/sds++

で –L <path_to_platform>/sw/aarch32-none/lib オプションが追加されます。

SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ でアプリケーション ELF がリンクされる際、ライブラリ パスの検索
順は次のとおりです。

• ユーザー ライブラリ パス

• SDSoC で生成されたボード サポート パッケージ (BSP) ライブラリへのパス (スタンドアロンまたは
FreeRTOS)

• プラットフォーム ライブラリ パス

• SDSoC インストール ライブラリ パス

• SDSoC で生成されたライブラリ

ヒント: スタンドアロン BSP ライブラリ libxil.a は SDSoC で自動的にビルドされるので、このライブラリを

sdx:libraryPaths 属性で指定したフォルダーに配置しないでください。

sdx:libraryNames 属性sdx:libraryNames 属性

sdx:libraryNames 属性はオプションです。ELF をリンクする際にリンカーに渡す必要のあるプラットフ

ォーム ソフトウェア ライブラリの名前を指定します。複数のライブラリ名は、コロン (:) で区切って指定し
ます。指定すると、SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ での ELF のリンク時に –l オプションが自動
的に追加されます。たとえば、属性が次のように指定されているとします。

sdx:libraryNames="numeric"

この場合、リンク時に –lnumeric オプションが使用され、ライブラリ libnumeric.a がリンクされます。

sdx:libraryPaths 属性を使用してプラットフォーム ライブラリ パスを指定する必要があります。

–l オプションは SDSoC GUI の [C/C++ Build Settings] ダイアログ ボックスおよびユーザー makefile で
指定で入るので、この属性はオプションです。

sdx:ldscript 属性sdx:ldscript 属性

sdx:ldscript 属性は、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーにあるリンカー スクリプトへのパスを指

定します。たとえば、属性が次のように指定されているとします。

sdx:ldscript="standalone/lscript.ld"
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この場合、パスは <path_to_platform>/sw/standalone/lscript.ld となります

(<path_to_platform>/sw は <platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

リンカー スクリプトは、SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ でアプリケーション ELF をリンクする際に
使用されます。

sdx:bspConfig 属性sdx:bspConfig 属性

sdx:bspConfig 属性はオプションで、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーにあるボード サポート

パッケージ (BSP) コンフィギュレーション ファイル (.mss) へのパスを指定します。たとえば、属性が次の
ように指定されているとします。

sdx:bspConfig="bsp/system.mss"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/bsp/system.mss となります (<path_to_platform>/sw は

<platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

プラットフォーム特定のスタンドアロン BSP の生成に sdx:bspConfig 属性が使用される場合は、

sdx:includePaths 属性で BSP ヘッダー ファイルを含むフォルダーを指定する必要があります。

SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ コマンドで、プラットフォームとプログラマブル ロジック (PL) のハ
ードウェアに基づいてデフォルトの BSP コンフィギュレーションを生成する代わりに、この .mss ファイル
が使用されます。そのため、ザイリンクス AXI DMA ドライバー (スキャッター ギャザー モード) を含む
SDSoC ユーザー デザインに必要なドライバーを、.mss ファイルで指定する必要があります。BSP コンフ
ィギュレーション ファイル (.mss) については、『基本的なソフトウェア プラットフォームの生成リファレンス
ガイド』 (UG1138) を参照してください。

sdx:bspRepo 属性sdx:bspRepo 属性

sdx:bspRepo 属性はオプションで、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーにあるボード サポート パッ

ケージ (BSP) リポジトリ フォルダーへのパスを指定します。たとえば、属性が次のように指定されている
とします。

sdx:bspRepo="bsp/repo"

この場合、パスは <path_to_platform>/sw/bsp/repo となります (<path_to_platform>/sw は

<platform>.spfm ファイルを含むフォルダー)。

ヒント: sdx:bspRepo 属性を使用する場合、sdx:bspConfig 属性も指定する必要があります。

使用ケースでは、BSP に含める必要のあるドライバーまたはライブラリを定義するプラットフォームがサポ
ートされます。SDSoC コンパイラ ツール sdscc/sds++ でスタンドアロン BSP ライブラリ (libxil.a) が生

成される際に、リポジトリ検索パスにフォルダーが追加されます。BSP リポジトリについては、『基本的なソ
フトウェア プラットフォームの生成リファレンス ガイド』 (UG1138) を参照してください。

sdx:compilerOptions 属性sdx:compilerOptions 属性

sdx:compilerOptions 属性は、プラットフォームを使用するアプリケーションをコンパイルするのに必

要なコンパイラ オプションを指定します (インクルード パス属性を除く)。

この属性はオプションであり、通常は不要です。テンプレート アプリケーションを作成する際に SDSoC
GUI で使用される template.xml でも同様の属性がサポートされ、生成されたmakefile にコンパイラ

オプションが追加されますが、sdx:compilerOptions 属性を使用すると、SDSoC コンパイラ ツール

sdscc/sds++ でクロス コンパイラを呼び出して各アプリケーション用のすべてのソース ファイルをコンパ
イルする際に指定のオプションが追加されます。
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sdx:linkerOptions 属性sdx:linkerOptions 属性

sdx:linkerOptions 属性は、プラットフォームを使用するアプリケーションをリンクするのに必要なリン

カー オプションを指定します (ライブラリ パス属性およびライブラリ名属性を除く)。

この属性はオプションであり、通常は使用されません。テンプレート アプリケーションを作成する際に
SDSoC GUI で使用される template.xml でも同様の属性がサポートされ、生成されたmakefile にリン

カー オプションが追加されますが、sdx:linkerOptions 属性を使用すると、SDSoC コンパイラ ツー

ル sdscc/sds++ でクロス コンパイラを呼び出して各アプリケーション用の ELF ファイルをリンクする際に
指定のオプションが追加されます。
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SDSoC 2016.2 プラットフォームの移行
内部コマンド ライン ユーティリティ sdspfm_convert を使用すると、Zynq®-7000 All Programmable

(AP) SoC または Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイス用の SDSoC 2016.2 プラットフォームを SDx
2016.3 ディレクトリ構造およびプラットフォーム XML ファイルに変換できます。すべてのプラットフォーム
で確実に機能するとは限りませんが、2016.2 から 2016.3 にプラットフォームを移行するのにかかる時間
を最小限に抑えることができます。

ヒント: このユーティリティでは、ハードウェア プラットフォームを定義する Vivado Design Suite プロジェクトはアップ
グレードされませんが、新しいディレクトリ構造とプラットフォーム XML ファイルが作成されます。初期変換の後、生
成されたプラットフォームと、ビルド済みプラットフォーム ファイルを含むファイルを手動でアップデートおよび変更
できます。

SDx 2016.3 を実行するよう設定された環境でコマンド ライン シェルからこのコマンドを実行するには、
次のように入力します。

sdspfm_convert <path_to_existing_platform> <output_converted_platform>
<zynq | mpsoc>

説明:

• <path_to_existing_platform>: 既存の 2016.2 ハードウェア プラットフォーム ファイルへのパ

スを指定します。

• <output_converted_platform>: 変換された 2016.3 用のハードウェア プラットフォームを保存

する出力フォルダーを指定します。

• <zynq | mpsoc>: 変換するハードウェア プラットフォームでターゲットとするプロセッサとして
Zynq®-7000 All Programmable (AP) SoC または Zynq UltraScale+™ MPSoC デバイスを指定しま
す。

たとえば、次のコマンドを実行するとします。

sdspfm_convert /home/mia/2016.2/platforms/zc702 /home/mia/2016.3/platforms
zynq
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次の 2016.2 zc702 プラットフォーム ディレクトリ構造が読み込まれます。

• /home/mia/2016.2/platforms

◦ zc702

▪ aarch32-none

▪ boot

▪ freertos

▪ hardware

▪ qemu

▪ vivado

▪ zc702_hw.pfm

▪ zc702_sw.pfm

これにより、2016.2 プラットフォーム フォルダーの既存のプラットフォーム構造とファイルに基づいて、次
の 2016.3 プラットフォーム構造と XML ファイルが作成されます。

• /home/mia/2016.3/platforms

◦ zc702

▪ hw

• vivado

• zc702.hpfm

▪ sw

• aarch32-none

• boot

• freertos

• image

• prebuilt_platform

• qemu

• zc702.spfm

▪ zc702.xpfm

ヒント: この例では、わかりやすくするため、完全なディレクトリ構造は示していません。

変換結果
sdspfm_convert ユーティリティで .spfm ファイルで参照されているフォルダーが sw フォルダーに、

vivado フォルダーが hw フォルダーに、その他のフォルダーおよびファイルが最上位フォルダーにコピ
ーされます。

元のプラットフォーム フォルダーに samples フォルダーおよび README ファイルが含まれている場合、
これらは新しいプラットフォーム フォルダーの最上位にコピーされます。

.hpfm ファイルは _hw.pfm ファイルのコピーの名前を変更して作成され、.xpfm および .spfm ファイ

ルは既存の .pfm ファイルに基づいて生成されます。
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変換後、sdx:displayName メタデータなど、GUI で使用されるわかりやすい名前に変更できます。

SDSoC 2016.2 と 2016.3 ソフトウェア プラットフォーム XML ファイルには同様の情報が含まれています
が、2016.3 スキーマでは同じ OS のメタデータがグループ化されており、さらにグループを定義でき、ツ
ールをよりデータ ドリブンなものにすることができます。次の表では、左側に 2016.2 のメタデータ ファイ
ルの構造、右側に 2016.3 の構造を示します。

<xd:libraryFiles
xd:os="standalone"
xd:libDir="aarch32-none/lib"
xd:ldscript="aarch32-none/

lscript.ld"
/>

<xd:libraryFiles
xd:os="freertos"
xd:osDepend="standalone"
xd:includeDir="/aarch32-none/

include/freertos"
xd:libDir="/aarch32-none/lib/

freertos"
xd:libName="freertos"
xd:ldscript="freertos/lscript.ld"
/>

<xd:bootFiles
xd:os="linux"
xd:bif="boot/linux.bif"
xd:readme="boot/generic.readme"
xd:devicetree="boot/devicetree.dtb"
xd:linuxImage="boot/uImage"
xd:ramdisk="boot/uramdisk.image.gz"
/>

<xd:bootFiles
xd:os="standalone"
xd:bif="boot/standalone.bif"
xd:readme="boot/generic.readme"
/>

<xd:bootFiles
xd:os="freertos"
xd:bif="boot/freertos.bif"
xd:readme="boot/generic.readme"
/>

<sdx:configuration
sdx:name="standalone"
sdx:displayName="Standalone OS

(Zynq 7000)"
sdx:defaultProcessorGroup="a9_0">
<sdx:description>Standalone OS

running
on Zynq 7000</sdx:description>

<sdx:prebuilt
sdx:data="prebuilt_platform"/>
<sdx:bootImages

sdx:default="standard">
<sdx:image sdx:name="standard"
sdx:bif="boot/standalone.bif"
sdx:readme="boot/

generic.readme"
sdx:qemuDevicetree="qemu/

devicetree.dtb"
sdx:qemuArguments="qemu/

qemu_args.txt"
/>

</sdx:bootImages>
<sdx:processorGroup

sdx:name="a9_0"
sdx:displayName="A9_0"

sdx:cpuInstance="ps7_cortexa9_0"
sdx:cpuType="cortex-a9">

<sdx:os sdx:name="standalone"
sdx:displayName="Standalone OS"
sdx:libraryPaths="aarch32-none/

lib"
sdx:ldscript="aarch32-none/

lscript.ld"
/>

</sdx:processorGroup>
</sdx:configuration>

sdspfm_convert ユーティリティでは、アップデートされたプラットフォーム フォルダー構造とプラットフ

ォーム XML ファイル (プラットフォーム提供者がアップデート可能) が作成されますが、プラットフォーム
提供者は 2016.3 で hw/vivado の Vivado プロジェクト手動でアップデートし、必要に応じてビルド済

みプラットフォーム データをアップデートする必要があります。ブロック デザイン プロジェクトのアップデ
ートに関する詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: IP インテグレーターを使用した IP サブシ
ステムの設計』 (UG994) のこのセクションを参照してください。
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重要: 2016.2 からのビルド済みプラットフォーム ファイルを再利用しないでください。一部のファイル (devreg.c
および devreg.h など) は 2016.3 では作成されなくなっており、アクセラレータを含むデザインを古いファイル

(portinfo.c および portinfo.h) を使用してビルドすると、これらのファイルのコンパイル時にエラーが発生しま

す。

プラットフォーム移行プロセスをまとめると、次のようになります。

1. 初期の移行プロセスとして sdspfm_convert ユーティリティを使用します。

2. Vivado Design Suite プロジェクト (hw/vivado) を手動で 2016.3 にアップデートします。

3. プラットフォームを使用してソフトウェアのみのデザインを作成し、リンクの際に –rebuild-hardware
オプションを使用して、ビットストリームが強制的に再生成されるようにしてプラットフォームのビルド済
みデータ ファイルが使用されないようにします。

4. 2016.2 プラットフォームからの既存のビルド済みファイルを、作成した 2016.3 バージョンのファイルに
置き換えます。

• bitstream.bit: _sds/p0/ipi/<platform>.runs/impl_1/bitstream.bit に含まれま

す。

• <platform>.hdf: _sds/p0/ipi/<platform>.sdk に含まれます。

• apsys_0.xml および partitions.xml: _sds/.llvm に含まれます。

• portinfo.c および portinfo.h: _sds/swstubs に含まれます。devreg.c および

devreg.h は 2016.3 では作成されません。

5. これで、プラットフォームの移行が完了しました。
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その他のリソースおよび法的通知

ザイリンクス リソース
アンサー、資料、ダウンロード、フォーラムなどのサポート リソースは、ザイリンクス サポート サイトを参照
してください。

ソリューション センター
デバイス、ツール、IP のサポートについては、ザイリンクス ソリューション センターを参照してください。
デザイン アシスタント、デザイン アドバイザリ、トラブルシューティングのヒントなどが含まれます。

参考資料

次の資料は、この資料を補足するためのものです。

日本語版のバージョンは、英語版より古い場合があります。

1. 『SDx 環境リリース ノート、インストールおよびライセンス ガイド』 (UG1238)

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)

3. 『SDSoC 環境最適化ガイド』 (UG1235)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. 『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインからプラットフォームを作成』 (UG1236)

7. SDSoC 開発環境ウェブ ページ

8. 『UltraFast エンベデッド デザイン設計手法ガイド』 (UG1046: 英語版、日本語版)

9. 『ZC702 評価ボード (Zynq-7000 XC7Z020 All Programmable SoC 用) ユーザー ガイド』 (UG850)

10. 『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902)

11. 『PetaLinux ツール資料ワークフロー チュートリアル』 (UG1156)

12. Vivado® Design Suite 資料

13. 『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: カスタム IP の作成とパッケージ』 (UG1118)
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お読みください: 重要な法的通知

本通知に基づいて貴殿または貴社 (本通知の被通知者が個人の場合には「貴殿」、法人その他の団体
の場合には「貴社」。以下同じ) に開示される情報 (以下「本情報」といいます) は、ザイリンクスの製品を
選択および使用することのためにのみ提供されます。適用される法律が許容する最大限の範囲で、(1)
本情報は「現状有姿」、およびすべて受領者の責任で (with all faults) という状態で提供され、ザイリンク
スは、本通知をもって、明示、黙示、法定を問わず (商品性、非侵害、特定目的適合性の保証を含みま
すがこれらに限られません)、すべての保証および条件を負わない (否認する) ものとします。また、(2)
ザイリンクスは、本情報 (貴殿または貴社による本情報の使用を含む) に関係し、起因し、関連する、い
かなる種類・性質の損失または損害についても、責任を負わない (契約上、不法行為上 (過失の場合を
含む)、その他のいかなる責任の法理によるかを問わない) ものとし、当該損失または損害には、直接、
間接、特別、付随的、結果的な損失または損害 (第三者が起こした行為の結果被った、データ、利益、
業務上の信用の損失、その他あらゆる種類の損失や損害を含みます) が含まれるものとし、それは、た
とえ当該損害や損失が合理的に予見可能であったり、ザイリンクスがそれらの可能性について助言を受
けていた場合であったとしても同様です。ザイリンクスは、本情報に含まれるいかなる誤りも訂正する義
務を負わず、本情報または製品仕様のアップデートを貴殿または貴社に知らせる義務も負いません。事
前の書面による同意のない限り、貴殿または貴社は本情報を再生産、変更、頒布、または公に展示して
はなりません。一定の製品は、ザイリンクスの限定的保証の諸条件に従うこととなるので、
https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。IP コア
は、ザイリンクスが貴殿または貴社に付与したライセンスに含まれる保証と補助的条件に従うことになりま
す。ザイリンクスの製品は、フェイルセーフとして、または、フェイルセーフの動作を要求するアプリケー
ションに使用するために、設計されたり意図されたりしていません。そのような重大なアプリケーションに
ザイリンクスの製品を使用する場合のリスクと責任は、貴殿または貴社が単独で負うものです。
https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。

自動車用のアプリケーションの免責条項

オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に従った
安全コンセプトまたは余剰性の機能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開における使用ま
たは車両の制御に影響するアプリケーション (「セーフティ アプリケーション」) における使用は保証され
ていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステムについて、その使用前または提供前に安全を
目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なしにセーフティ アプリケーションで製品を
使用するリスクはすべて顧客が負い、製品の責任の制限を規定する適用法令および規則にのみ従うも
のとします。

© Copyright 2016 Xilinx, Inc. Xilinx、Xilinx のロゴ、Artix、ISE、Kintex、Spartan、Virtex、Vivado、
Zynq、およびこの文書に含まれるその他の指定されたブランドは、米国およびその他各国のザイリンクス
社の商標です。OpenCL および OpenCL のロゴは Apple Inc. の商標であり、Khronos による許可を受
けて使用されています。PCI、 PCIe、 および PCI Express は PCI-SIG の商標であり、ライセンスに基づ
いて使用されています。すべてのその他の商標は、それぞれの保有者に帰属します。

この資料に関するフィードバックおよびリンクなどの問題につきましては、jpn_trans_feedback@xilinx.com
まで、または各ページの右下にある [フィードバック送信] ボタンをクリックすると表示されるフォームから
お知らせください。フィードバックは日本語で入力可能です。いただきましたご意見を参考に早急に対
応させていただきます。なお、このメール アドレスへのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじ
めご了承ください。

付録 B: その他のリソースおよび法的通知
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