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改訂履歴
次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付 バージョン 改訂内容
2018 年 1 月 26 日 2017.4 • 全体的にマイナー アップデート。
2017 年 12 月 20 日 2017.4 • 2: SDSoC プラットフォームの作成に示すように、SDSoC プラットフォーム ユーティ

リティを SDx GUI プラットフォーム プロジェクトに置換。
• 3: SDSoC ハードウェア プラットフォームの作成を書き直し。
• 付録 B: SDSoC プラットフォームのアップグレードをアップデート。
• 付録 C: SDSoC プラットフォームの例をアップデート。
• 全体的にマイナー アップデート。

2017 年 8 月 16 日 2017.2 • 新しい SDSoC プラットフォーム ユーティリティ の GUI に合わせて資料をアップデ
ート。

• 「MicroBlaze ハードウェア要件」を追加。
• 4: ソフトウェア プラットフォーム データの作成の「ソフトウェア要件」を削除。
• Linux ブート ファイルをアップデート。

2017 年 6 月 20 日 2017.1 • 2: SDSoC プラットフォームの作成を大幅に変更。
• SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成の使用方法を追加。
• 「ハードウェア プラットフォームの作成」に Vivado Design Suite プロジェクトの作
成および Tcl スクリプトのサポートに関する情報を追加。

• プラットフォーム メタデータ ファイルの詳細を削除。
• 「PetaLinux を使用した Linux ブート ファイルの作成」のプロセスをアップデート。
• 付録 B: SDSoC プラットフォームのアップグレードのプラットフォーム ファイルの
アップデートに関する内容を変更。

• 「チュートリアル: SDSoC プラットフォーム ユーティリティの使用」を追加。
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改訂履歴
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第 1 章

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 (sdscc または sds++) 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。詳細は、『SDSoC 環境ユーザー ガイド』
(UG1027)を参照してください。
この資料では、SDx IDE を使用してカスタム SDSoC プラットフォームを作成する方法を示して、
プラットフォーム プロジェクトを定義し、カスタム プラットフォームをリポジトリに追加し、
SDSoC アプリケーション プロジェクトで使用できるようにします。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 IDE 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、SDSoC 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。
プラットフォーム開発者は、3: SDSoC ハードウェア プラットフォームの作成に示すように、
Vivado® Design Suite および IP インテグレーターを使用して SDSoC で使用可能なハードウェ
アプラットフォームを設計します。このハードウェア デザイン コンポーネントは、デバイス サ
ポート アーカイブ (DSA) と呼ばれます。DSA を作成するのに使用したハードウェア プラット
フォーム デザインには、Vivado IP インテグレーター サブシステム デザイン、必要なプロセッ
サ、メモリ システム コンフィギュレーション、コンフィギュレーションされてデバイス I/O に
接続されたボード インターフェイスすべてが含まれます。プラットフォーム プロパティでは、
プラットフォーム ID およびプラットフォーム インターフェイス設定も定義されます。
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プラットフォーム開発者は、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、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
は、PetaLinux ツール、SDx IDE、またはザイリンクス SDK を使用してビルドできます。ソフト
ウェア プラットフォーム ライブラリの定義に関する詳細は、4: 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。

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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1: 概要
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第 2 章

SDSoC プラットフォームの作成
SDSoC プラットフォームには、次のディレクトリ構造が含まれます。
• ハードウェア フォルダー

○ デバイス サポート アーカイブ (DSA) ファイル
• ソフトウェア フォルダー

○ ブート プロセスとプロセッサごとの OS 割り当てを定義するシステム コンフィギュレー
ションおよびプロセッサ ドメイン。

○ 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、個別のオブジェクトま
たは image.ub FIT (Flattened Image Tree) ブート イメージとして供給されるカーネルお
よび ramdisk)

○ 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
- 生成済みソフトウェア インターフェイス 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)

• プラットフォーム プロジェクトの一部として生成されたメタデータ 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)
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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 プロバイダーのみでプラットフォームが SDSoC 環境内で問題なく使
用されることを確認できます。ただし、<SDx_install_path>/samples/platforms/
Conformance フォルダーには実行する必要のある基本的なテスト、およびそれらの実行方法が
含まれています。これらの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。
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。

2: SDSoC プラットフォームの作成
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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しておくと、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、5: 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。
SDx IDE を使用してプラットフォームを作成するには、アプリケーションを起動して、プラット
フォーム プロジェクト タイプを選択します。
重要: プラットフォーム プロジェクトを作成する前に、SDSoC プラットフォームを定義するた
め、3: SDSoC ハードウェア プラットフォームの作成に示すようなハードウェア プラットフォー
ム DSA と、4: ソフトウェア プラットフォーム データの作成に示すようなソフトウェア プラッ
トフォーム ファイルが必要です。

SDx の起動
SDx IDE はデスクトップ アイコンまたはコマンド ラインから起動できます。
• SDx アイコンをダブルクリックしてアプリケーションを開始
• Windows OS の [スタート] メニューから起動。
• コマンド プロンプトで sdx と入力。
ヒント: コマンド ラインから SDx ツールを起動するには、コマンド シェルをアプリケーション
が実行できるように設定するか、[スタート] メニューから [SDx Terminal] ウィンドウを使用する
必要があります。コマンド シェルを設定するには、Windows で settings64.bat ファイルを
実行するか、Linux で settings64.sh または settings64.csh ファイルを
<install_dir>/SDx/2017.4 ディレクトリから source で読み込みます。<install_dir> は、
SDx ソフトウェアのインストール フォルダーを意味しています。
SDx IDE が開き、最初にツールを開いたときにワークスペースを選択するかどうかを尋ねるメッ
セージが表示されます。
SDx ワークスペースとは、プロジェクト、ソース ファイル、ツールで処理された結果を含む SDx
フォルダーです。プロジェクトごとに別のワークスペースを定義したり、SDSoC など、プロジ
ェクトの種類別にワークスペースを使用できます。
1. [Browse] ボタンでワークスペースを指定したり、[Workspace] フィールドに最適なパスを入
力します。
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2. [Use this as the default and do not ask again] をオンにすると、指定したワークスペースがデ
フォルトになり、今後このダイアログ ボックスは表示されなくなります。

ヒント: 現在のワークスペースは、[File] → [Switch Workspace] からいつでも変更できます。
3. [OK] をクリックすると、SDx IDE を最初に起動した場合は、SDx Welcome 画面が開いて、
次の操作を指定できます。[Create SDx Project] または [File] → [New] → [SDx Project] のいず
れかをクリックします。

SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成
ヒント: Vivado プロジェクトおよびブート ファイルを含むサンプル プラットフォーム ファイル
は、SDSoC ソフトウェア インストール ディレクトリ (<install>/samples/platforms) に
含まれています。SDSoC プラットフォームの作成例は、『SDSoC 環境チュートリアル: プラット
フォームの作成』 (UG1236)を参照してください。
SDx IDE を起動したら、新規プロジェクトを作成して SDSoC プロジェクトを定義できます。
New SDx Project ウィザードの [Project Type] ページで、作成するプロジェクトのタイプを指定
します。
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図 3:   プロジェクト タイプの指定

SDx では、次の 3 つのプロジェクト タイプがサポートされています。
• [Application Project]: SDAccel または SDSoC プラットフォームのハードウェア カーネルでア
クセラレーションされるアプリケーション部分を含むソフトウェア アプリケーション。

• [System Project]: プラットフォームで実行されるさまざまなアプリケーションおよびハード
ウェア カーネルをサポートするため、複数のアプリケーション プロジェクトを含有。ハード
ウェア カーネルを指定できるプロジェクトは 1 つだけですが、システム プロジェクト内のそ
の他のプロジェクトは、複数のリンキング アプリケーションで使用されるハードウェア素材
を含むことのできる共有ライブラリにできます。

• [Platform Project]: SDSoC プロジェクトで使用するハードウェアおよびソフトウェア プラッ
トフォームを定義。

SDSoC プラットフォーム プロジェクトを定義するには、[Platform Project] をオンにして [Next]
をクリックします。
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New SDx Project ウィザードの [Platform Specification] ページでハードウェア プラットフォー
ム DSA を指定します。

図 4:   ハードウェア プラットフォーム DSA の指定

[Device Support Archive (DSA)] を指定します。[Browse] ボタンで DSA を指定するか、パスを直
接フィールドに入力します。SDx ツールには、SDSoC プラットフォームを作成する際の基礎と
して使用可能なプラットフォームおよび DSA ファイルが含まれます。新しいプラットフォーム
のハードウェア プラットフォーム DSA を作成することもできます。DSA の作成方法の詳細は、
3: SDSoC 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。
ここでは [Import software platform components] をオンのままにしておきます。これにより、新
しく作成された SDSoC プラットフォーム プロジェクト内からユーザー プラットフォームのソ
フトウェア コンポーネントを定義できるようになります。
[Finish] をクリックすると、プロジェクトが作成できます。
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プラットフォーム プロジェクトが SDx IDE で開き、指定した DSA ファイルに基づいて名前が付
けられます。

ソフトウェア プラットフォームの定義
SDx IDE

SDxIDE に含まれるビューの中には、さまざまなパースペクティブまたは別の表示設定に変更で
きるものが複数あります。デフォルトのパースペクティブには、次のような機能があります。
• [Explorer] ビュー: 画面左側に表示され、プロジェクト階層、ソース ファイル、およびリソー
スをナビゲートできます。

• [Editor] ビュー: 画面中央にプロジェクトが表示され、プロジェクトの機能を修正したり、コ
ード、スクリプト、コンフィギュレーション ファイルなどを編集できます。ファイルは
[Explorer] ビューでダブルクリックすると開くことができます。

• [Console] ビュー: 画面下部に表示され、SDx ツールに含まれるさまざまなプロセスおよびユ
ーティリティの結果が表示されます。

ビューは、[Window] → [Show View] コマンドで設定できます。また、必要に応じて表示/非表示
を切り替えたり、並べ替えたり、後でツールに読み込むことのできるパースペクティブに保存し
たりできます。SDx の使用方法の詳細は、『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027) を参照して
ください。
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図 5:   [Editor] ビュー

上記の [Editor] ビューに示すように、プロセッサのエレメントはプラットフォーム、システム コ
ンフィギュレーション、プロセッサ ドメインの 3 つのプラットフォーム レベルに含まれます。
[Editor] ビューの下部には、プラットフォームを作成するプロセスを定義したワークフローも表
示されます。次のセクションでは、これらのプラットフォームの各エレメントの定義方法につい
て説明します。
プラットフォーム
上記の図では、プロジェクトを作成する際に指定した情報でプラットフォーム プロジェクトが
作成されています。
• [Name]: 名前が表示されます。
• [DSA]: プラットフォームに関連付けられた DSA ファイルが表示されます。
重要: この名前と DSA ファイルは、プラットフォームの作成時に指定したものになり、変更はで
きません。
• [Description]: このフィールドは、最初プラットフォーム名からコピーされたものになります
が、[Edit] ボタン ( ) をクリックして、さらに詳細なプラットフォームの説明を記述するこ
ともできます。

• [Samples]: このオプションのフィールドには、プラットフォームで使用するサンプル アプリ
ケーションを含んだフォルダーへのパスを指定します。詳細は、5: 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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ヒント: [Samples] フォルダーは、[Browse] ボタンから指定できるほか、プラットフォーム プロ
ジェクトの resources フォルダーにサンプルを追加しておいて、[Search] コマンド ( ) で探し
て読み込むこともできます。[Explore] ビューに表示される resources フォルダーはワークスペ
ース内でプロジェクトに対してローカルになっており、プラットフォーム プロジェクトをほか
のユーザーと共有がしやすくなっています。
システム コンフィギュレーションの定義
システム コンフィギュレーションでは、ハードウェア プラットフォームで起動されて実行され
るソフトウェア環境が定義されます。ハードウェア プラットフォームのプロセッサのオペレー
ティング システムとランタイム設定が指定されるほか、ソフトウェア コンフィギャラブルなハ
ードウェア パラメーターも含まれます。
システム コンフィギュレーションをプラットフォームに追加するには、SDx IDE でプラットフォ
ーム プロジェクトを開いて、[Editor] ビューの下部にあるワークフローで [Define System
Configuration] コマンドをクリックします。次のような [New System Configuration] ダイアログ
ボックスが開きます。

ヒント: [Editor] ビューで [Add] ボタン ( ) をクリックして、[System Configuration] を選択する
方法でも追加できます。

図 6:   システム コンフィギュレーション
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[System Configuration] ダイアログ ボックスには、次のフィールドが含まれます。
• [Name]: システム コンフィギュレーションの名前を指定します。名前は、英数字 3 ～ 40 文字
にする必要があり、アンダースコア (_) およびダッシュ (-) 以外の特殊文字は使用できません。
システム コンフィギュレーション名は識別子になるので、作成後に変更はできません。

ヒント: makefile フローまたはコマンド ラインを使用する場合は、sdscc または sds++ にオプ
ションの -sds-sys-config<name> を付けて、使用するソフトウェア プラットフォーム (ターゲッ
トオペレーティング システムおよびその他の設定を含む) を指定します。
• [Display Name]: SDx IDE およびレポートで表示される名前。この名前にはスペースおよび特
殊文字を含めることができます。名前を変更することもできます。

• [Description]: コンフィギュレーションの簡単な説明を入力します。
• [Boot Directory]: FSBL、U-Boot、ARM Trusted Firmware など、BIF ファイルで参照されるフ
ァイル含むディレクトリです。ブート ディレクトリには、BIF ファイルで参照されるすべての
ソフトウェア コンポーネントが含まれている必要があります。BIF ファイルで参照されるコ
ンポーネントのいずれかがブート ディレクトリに存在しないと、プラットフォーム生成中に
コンポーネントがないことを示すエラー メッセージが表示されます。

• [Bif File]: BIF (Boot Information File) には、どの ELF ファイルをどのプロセッサに読み込むか
(例: FSBL はコア 0 で実行)、ビットストリームの読み込み方法、プロセッサ (ARM Trust Zone
bl31.elf、または u-boot.elf など) を設定するのに実行する必要のあるその他のサブプログラム
などの情報が含まれます。詳細は、4: 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。

重要: BIF ファイルで参照したファイルはすべて [Boot Directory] フィールドで指定したディレ
クトリに含まれている必要があります。
[OK] をクリックすると、[New System Configuration] ダイアログ ボックスが閉じ、プラットフ
ォームにコンフィギュレーションが追加されます。[Editor] ビューにコンフィギュレーションが
リストされます。
[Editor] ビューの左側のプラットフォームのツリー表示からシステム コンフィギュレーション
を選択すると、システム コンフィギュレーションの情報が定義したように表示されます。また、
コンフィギュレーションに関連する readme ファイルを定義できる [Readme] フィールドも表
示されます。readme ファイルは、SD カードと一緒に入手できるようになるはずです。このフ
ァイルでは、このコンフィギュレーションでのアプリケーションのブート方法、およびジャンパ
ー設定などのボードの物理的な設定方法などを説明します。ユーザーへの説明を含む単純なテ
キスト ファイルです。

2: SDSoC プラットフォームの作成

SDSoC プラットフォーム開発ガイド  18
UG1146 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://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=2017.4&docPage=18


プロセッサ ドメインの定義
プロセッサ ドメインは、デバイス上で実行される 1 つまたは複数のプロセッサおよびランタイ
ムを定義します。ドメインでは、Linux、FreeRTOS、Standalone などの OS 設定が定義されま
す。
次の図に示すように、SDSoC では Standalone または FreeRTOS オペレーティング システムをタ
ーゲットにするアプリケーションを構築して、特定のプロセッサ コア (Cortex-A9、Cortex-A53、
または Cortex-R5) をターゲットできます。Linux アプリケーションの場合は、OS から可視のす
べてのコアで実行されるように構築されます。Linux オペレーティング システムのドメインを
定義する際は、特定のコアをターゲットにする必要はありません。Linux スケジューラがプロセ
ッサ間を適切にスケジュールするので、特定のコアに限定されないのです。
ドメインをシステム コンフィギュレーションに追加するには、[Editor] ビューの下部のワークフ
ローから [Add Processor Group/Domain] コマンドをクリックします。次のような [New
Domain] ダイアログ ボックスが開きます。
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ヒント: [Editor] ビューで [Add] ボタン ( ) をクリックして、[Domain] を選択する方法もありま
す。

図 7:   ドメイン

[System Configuration] ダイアログ ボックスには、次のフィールドが含まれます。
• [Name]: ドメイン名を指定します。
ヒント: 名前は、英数字 3 ～ 40 文字にする必要があり、アンダースコア (_) およびダッシュ (-)
以外の特殊文字は使用できません。
• [Display Name]: SDx IDE およびレポートで表示される名前。この名前にはスペースおよび特
殊文字を含めることができます。

• [OS]: 設定する OS のタイプをドロップダウン リストから [Linux]、[FreeRTOS]、[Standalone]
のいずれかに指定します。各 OS ごとに、指定したアプリケーションに対してブート ファイ
ルをコンパイル、リンク、生成するために含める必要のあるさまざまなファイルがあります。
[New Domain] ダイアログ ボックスのフィールドは、選択した OS によって異なります。
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• [Processor]: プラットフォームに使用可能なプロセッサ タイプを定義します。使用可能なプ
ロセッサのタイプは、DSA で定義されたように、ハードウェア プラットフォームの IP によ
って決まります。ハードウェア デザインに IP が含まれる場合は、このリストに表示されま
す。

• [Supported Runtime]: ドロップダウン リストからプラットフォームのカーネル ランタイムを
指定します。これで、ランタイムでカーネル ロジックを処理するのに使用するコンパイラが
指定できます。[C/C++] はすべての OS に対してサポートされますが、[OpenCL] はターゲッ
ト OS が Linux の場合にのみサポートされます。

• [Prebuilt Linux Image]: Linux OS の場合、たとえば PetaLinux を使用してハードウェア デザイ
ンの Linux イメージをビルドして、イメージ ディレクトリを提供する必要があります。正し
いイメージをビルドする方法の詳細は、4: 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。

• [Linker Script]: FreeRTOS および Standalone でのみ必要な設定です。これは SDx アプリケー
ション ビルドでベアメタルまたは FreeRTOS ELF をリンキングする際に使用されるリンカー
スクリプトです。このファイルを使用すると、ELF でのセクションの統合方法、メモリ内で
の位置などをプログラマが指定できます。ユーザーもスタックおよびヒープに対してどれく
らい DDR メモリを割り当てるのかを指定できます。

ヒント: SDx プラットフォームにリンカー スクリプトを追加する場合、SDK のデフォルト値では
通常の SDx アプリケーションには小さすぎるため、スタックおよびヒープ サイズを増加する必
要があります。
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• [Description]: ドメインの簡単な説明を入力します。
[OK] をクリックすると、[New Domain] ダイアログ ボックスが閉じ、プラットフォームにプロ
セッサ ドメインが追加されます。[Editor] ビューにドメインがリストされます。ドメインを定
義したら、次の図のように SDx IDE にドメインの追加フィールドが表示され、プラットフォー
ムプロジェクトで選択すると、編集できます。

図 8:   プラットフォームへのドメインの追加

ドメインの新しいフィールドには、次が含まれます。
• [Repositories]: スタンドアロンおよび FreeRTOS にのみ使用可能です。ユーザー ハードウェ
アデザインの BSP を作成するのに必要なエンベデッド ドライバーおよびライブラリを保持
するために使用します。これはディレクトリで、<platform>/sw/<sysconfig>/
<domain>/bspRepo ディレクトリにコピーされます。エントリは、spfm ファイルに
sdx:bspRepo タグで追加されます。

• [Prebuilt data]: ビルド済みビットストリームおよび生成済みソフトウェア アーチファクト
(ハードウェアでアクセラレーションされる関数のないソフトウェアのみのプロジェクトの見
本) を含むディレクトリを指定します。カスタム プラットフォーム用にビルド済みデータを
生成する方法は、ビルド済みハードウェアを参照してください。

2: SDSoC プラットフォームの作成

SDSoC プラットフォーム開発ガイド  22
UG1146 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://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=2017.4&docPage=22


• [QEMU Data]: プラットフォームのエミュレーションを有効にする QEMU データ ファイルを
指定します。[QEMU Arguments] および [PMU QEMU Arguments] のファイルで必要とされ
るすべてのソフトウェア コンポーネントは QEMU データ ディレクトリに含まれている必要
があります。

• [QEMU Arguments]: プラットフォームのエミュレーションを有効にする場合に必要です。
• [PMU QEMU Arguments]: このファイルには PMU QEMU の開始に必要な引数が含まれま
す。これは Zynq UltraScale+ MPSoC ベースのデザインの場合にのみ表示されます。

また、[Editor] ビューで [Domain] を選択した場合は、ドメインのサブヘディングが次のように表
示されます。
• [Prebuilt Image]: Linux ドメインの場合のみに表示され、ドメインを作成したときに指定した
ビルド済み Linux イメージの内容が示されます。

• [Application Settings]: Standalone または FreeRTOS ドメインの場合、ドメインを作成したと
きに指定したリンカー スクリプトが示されます。

• [Board Support Package]: Standalone または FreeRTOS ドメインの場合、ボード サポート パ
ッケージ (BSP) ライブラリとアクセラレータのないベース プラットフォームのドライバーを
定義する Microprocessor Software Specification (MSS) ファイルを指定して、プラットフォー
ム、データ モーションネットワーク、ハードウェア アクセラレータ関数を含む最終的なデザ
インの MSS を作成する際のベースラインにします。MSS を使用すると、ライブラリおよびラ
イブラリ オプションを定義できます。このオプションは、spfm ファイルに
sdx:bspConfig タグで追加されます。指定した MSS ファイルは、<platform>/sw/
<sysconfig>/<domain> ディレクトリにコピーされます。

重要: MSS ファイルを指定するのは、BSP のデフォルト設定を使用しない場合のみです。MSS
ファイルを指定する場合、[Library] の [Include Path] に MSS ファイルを使用する際に生成された
インクルード ファイルを含むディレクトリを指定する必要もあります。
• [Libraries]: 次の 2 つのフィールドが含まれます。

○ [Libraries]: プラットフォーム ユーザーに個別のライブラリを選択させて、アプリケーショ
ンに使用できるようにします。

○ [Include Paths]: プラットフォーム ユーザーにインクルード ファイルを含むディレクトリ
を指定させて、アプリケーションで使用できるようにします。

ヒント: ライブラリは <platform>/sw/<sysconfig>/<domain>/lib に、[Include Paths] は
<platform>/sw/<sysconfig>/<domain>/inc にコピーされます。
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プラットフォームの生成とリポジトリへの追加
SDSoC プラットフォーム プロジェクトの設定が終了したら、[Editor] ビューの下部のワークフロ
ーから [Generate Platform] コマンドをクリックします。これで、ファイルのコピーおよび作成
プロセスが開始され、プラットフォームのメタデータが生成されます。新しいプラットフォーム
ファイルがそのプラットフォーム プロジェクトのワークスペースに書き込まれます。プラット
フォーム ファイルは必要に応じて生成し直すことができます。
重要: プラットフォーム プロジェクト、システム コンフィギュレーション、またはドメインのフ
ィールドを変更した場合、プラットフォームを生成し直してリポジトリのプラットフォームをア
ップデートする必要があります。プラットフォームをリポジトリにエクスポートし直す必要は
ありませんが、出力を生成し直す必要があります。
SDx プラットフォームが生成されると、プラットフォーム プロジェクト フォルダーの
workspace/<project_name>/export に書き込まれます。
最後に、プラットフォームを生成したら、[Editor] ビューの下部のワークフローの [Add to
Custom Repositories] コマンドをクリックします。これでエクスポートされたプラットフォーム
が SDx カスタム リポジトリに追加され、SDx のアプリケーションおよびシステム プロジェクト
で使用できるようになります。カスタム リポジトリはディレクトリのリストで、これらのディ
レクトリは SDx ツールで追加プラットフォームがないかどうかスキャンされます。[Add to
Custom Repositories] をクリックすると、プラットフォーム出力ディレクトリ (./export) がリ
ポジトリに追加されます。
このプラットフォームをほかのユーザーと共有するには、エクスポートしたプラットフォーム
フォルダーを共有のディレクトリにコピーし、ユーザーには [Xilinx] → [Add Custom Repository]
メニュー コマンドを使用して、カスタム リポジトリにそのディレクトリを追加してもらいます。
プラットフォームが次の図のように使用可能なプラットフォームのリストに追加されます。

2: SDSoC プラットフォームの作成
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図 9:   [New SDx Project]: プラットフォームの選択

ヒント: SDSoC プラットフォームをビルドするコマンド ライン フローの使用例については、コ
マンド ラインからの SDSoC プラットフォームの作成を参照してください。

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
SDSoC プラットフォーム プロジェクトで自動的に作成された次のメタデータ ファイルが含ま
れます。
• 最上位プラットフォーム XML ファイル (.xpfm): SDx プラットフォーム プロジェクトで記述
される最上位プラットフォーム XML ファイル (<platform>/<platform>.xpfm) で、ハー
ドウェアおよびソフトウェア ファイルとそれらを含むフォルダーへの参照が含まれます。

• ソフトウェア メタデータ ファイル (.spfm): SDx プラットフォーム プロジェクトで記述され
るソフトウェア プラットフォーム ファイル (<platform>/sw/
<platform>.spfm)。.spfm ファイルには、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が記述されます。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
フォームのアプリケーション プロジェクト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。

2: SDSoC プラットフォームの作成
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プラットフォームのテストおよび使用
SDx 環境には、作成したプラットフォーム ファイルを読み込んでチェックするツールが含まれ
ています。SDx ターミナル ウィンドウから、生成されたプラットフォームが書き込まれた
workspace/project_name/export のディレクトリ内で次のコマンドを実行すると、SDSoC
プラットフォーム プロジェクトで作成されたプラットフォーム ファイルが正しく読み込まれた
かどうかを確認できます。
> sds++ –sds-pf-list

このコマンドは、現在の作業ディレクトリのプラットフォーム フォルダーを読み込んでから、
SDx インストール階層のプラットフォームを読み込んで、使用可能な SDx プラットフォームを
リストします。カスタム プラットフォームを含むフォルダーからこのコマンドを指定した場合
は、そこに入っているプラットフォームが読み込まれます。
前のコマンドでリストされたプラットフォームは、次のコマンドを使用すると、さらに詳細に表
示できます。
> sds++ –sds-pf-info <platform_name>

ヒント: プラットフォームがインストール ディレクトリにない場合、platform_name は xpfm フ
ァイルそれ自体ではなく、platform.xpfm ファイルを含むフォルダーのパスです。
このコマンドは、指定したプラットフォームの詳細を表示します。
次のコマンドを使用してプロジェクトに使用するプラットフォームを指定することもできます。
> sds++ –sds-pf <platform_name>

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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第 3 章

SDSoC ハードウェア プラットフォー
ムの作成

ハードウェア プラットフォームには、SDx 環境からのハードウェア関数への論理および物理イ
ンターフェイスが取り込まれます。プロセッサ、メモリ、およびすべての外部ボード インターフ
ェイスはザイリンクス IP、ユーザーのカスタム IP、RTL を組み合わせてコンフィギュレーショ
ンされます。これにより、ハードウェア関数のロジック ラッパーが提供され、プラットフォー
ムで最適に実行されるようになります。コンフィギュレーションおよびカスタマイズ オプショ
ンは多くあり、アクセラレーションされるハードウェア関数のタイプによって異なります。
ハードウェア プラットフォームの作成プロセスでは、Vivado Design Suite デザインがビルドさ
れ、クロック、割り込み、バス インターフェイスのプラットフォームおよびインターフェイス
プロパティがコンフィギュレーションされてから、SDx プラットフォームで使用される DSA フ
ァイルが記述されます。ロジック デザインは、IP インテグレーターを使用して取り込むことが
でき、RTL ソースを含めることができます。IP インテグレーター デザインおよび最上位 RTL モ
ジュールをインスタンシエートするには、最上位ラッパーが使用されます。RTL モジュールは、
IP インテグレーター ブロック デザインに直接追加することもできます。
write_dsa コマンドでは、プラットフォームのサポートに必要な Vivado プラットフォーム プ
ロジェクトのデータおよび関連ファイルがデバイス サポート アーカイブ (DSA) ファイルに圧縮
されます。この章の説明は、Vivado Design Suite の一般的な機能およびプロセスに関する知識
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、ハードウェア プラットフォームの一般的な要件と Vivado プロジェクトにについて説明し
ます。

SDSoC プラットフォーム開発ガイド  27
UG1146 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://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=2017.4&docPage=27


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®

UltraScale+™ MPSoC または UltraScale+™ 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シンプルです。
1. Vivado Design Suite および IP インテグレーター機能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. プラットフォームおよびインターフェイス プロパティをコンフィギュレーションします。
3. DSA ファイルを記述します。
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。
• 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、その中のブロック図の 1 つの
名前がハードウェア プラットフォームと同じであり、そのブロック図が SDx プラットフォーム
プロジェクトで使用される必要があります。
• 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、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 パスへの参照は、write_dsa コマンドではサポートされません。

• 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。

• 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。

• 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。

• 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。
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• 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。

• 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。
• 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。
• 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。

MicroBlaze ハードウェア要件
SDSoC の MicroBlaze プラットフォームは、Vivado Design Suiteo ツールおよび SDK を使用して
ビルドされた LMB メモリ、MicroBlaze Debug Module (MDM)、UART、および AXI Timer を含
む自己完結型システムである必要があります。次の図は、最小限のシステムを示しています。
JTAG UART が MDM でイネーブルになっており、AXI4-Lite スレーブとして表示されています。
システムは、ボードからのクロック (sys) を使用しています。

図 10:   最小限の MicroBlaze システム
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SDSoC ランタイムには、sds_clock_counter() API 用のタイマーとランタイム エラー メッ
セージを表示するための UART の 2 つの IP を含めるために、プラットフォーム ハードウェアが
必要です。MicroBlaze プロセッサには、AXI スレーブを制御するためのシングル AXI マスター
ポート (M_AXI_DP) があるので、MicroBlaze プラットフォームには例: プラットフォーム IP AXI
ポートの共有で示すように、このポートに接続された AXI インターコネクトを含める必要があ
ります。
DDR が通常使用される MicroBlaze システムでは、MicroBlaze に組み込まれたキャッシュ機能を
使用して、プロセッサと DDR が MIG を介して接続されます。次は、そのシステムの例です。

図 11:   MIG を使用した MicroBlaze システム

上記のシステムでは、MicroBlaze が 8 KB キャッシュを使用してコンフィギュレーションされま
す。命令およびデータ キャッシュ ポート (M_AXI_DC および M_AXI_IC) は MIG に接続されま
す。UART はオンボード USB-to-UART コンバーター チップに接続され、前のデザインからの
JTAG UART は使用されません。システムは、MIG で生成されるユーザー インターフェイス (UI)
クロックで実行されます。これらの違いを除き、MicroBlaze システムは同じものです。
AXI ポートの宣言に示すように、MIG の AXI Interconnect IP のポートは Zynq HP ポートと同じ
M_AXI_HP タイプの場合、PFM プロパティを使用してレジスタに付けることができます。
SDSoC ランタイムは、Zynq デバイスとまったく同じ方法でバッファーを無効化または一掃しま
す。
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Vivado プラットフォーム プロジェクトの作成
SDSoC プラットフォーム プロジェクトでは、Vivado® Design Suite プロジェクト ファイル
(<platform>.xpr) を開始点として使用して、プラットフォーム デバイス サポート アーカイブ
(DSA) ファイルがビルドされます。
注記: Vivado Design Suite プロジェクトは、ターゲット プラットフォームと同じ名前である必要がありま
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、MPSoC または MicroBlaze プロセッサを
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、ハードウェア要件に示すいくつかの制限があります。
重要: プロジェクト ファイルを別のディレクトリに移動する場合は、Vivado Design Suite プロジ
ェクト全体をプロジェクト 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。単に
Vivado ツールのプロジェクトに含まれるファイルを別の場所にコピーすることはできません。
Vivado Design Suite では、内部プロジェクト ステートとファイルどうしの関係性が管理されて
いるので、単にコピーするだけでは、これらが保持されません。Vivado Design Suite プロジェク
トを正しくコピーするには、Vivado IDE 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 ファイルを新しいディレクトリにコピーして解凍します。
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、プロジェクト、IP および出力ファイルがツール
の最新バージョン用にアップグレードされなかったことを意味します。

Vivado プロジェクトおよび DSA の作成
SDSoC プラットフォームで使用できる Vivado Design Suite プロジェクトを作成方法は、次のと
おりです。
1. Vivado IDE を起動します。
2. Vivado Design Suite で [Create New Project] コマンドを使用して、<my_platform> という
プラットフォーム プロジェクトを作成します。

ヒント: 既存のプロジェクトを変更して、新しい SDSoC ハードウェア プラットフォームを作成
する開始点として使用することもできます。
3. SDSoC プラットフォームで使用する ZC702 または ZCU102 ボードのようなザイリンクス
デバイスまたはサポート デバイスを選択します。プロジェクトの作成、パーツまたはボード
の選択方法は、『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)を参照してください。
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4. Vivado IDE で最上位の Vivado プロジェクトが開いたら、[Create Block Design] コマンドを
使用してブロック デザインを作成します。デザイン名はプラットフォーム
(<my_platform>) と同じ名前にします。

5. IP インテグレーターでブロック デザインを開いたまま、IP カタログからエンベデッド プロ
セッサ IP をインスタンシエートし、その他デザインを完成させるのに必要なザイリンクス
IP やカスタム IP もインスタンシエートします。
IP インテグレーターを使用してブロック デザインを作成する方法は、『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)を参照し
てください。
エンベデッド プロセッサ ブロック デザインを作成する方法は、『Vivado Design Suite ユーザ
ー ガイド: エンベデッド プロセッサ ハードウェア デザイン』 (UG898)を参照してください。

6. PFM プロパティを設定してプラットフォーム インターフェイスを定義し、インターフェイス
ポートを設定します。

7. ブロック デザインを検証して問題がないことを確認したら、デザインを保存します。
8. IP キャッシュを有効にすると、合成およびコンパイル時間を削減できます (オプション)。
9. [Generate Output Products] をクリックして、ブロック デザイン内の IP の出力ファイルを生
成します。

10. [Create HDLWrapper] をクリックして最上位 RTL デザインを作成します。
11. [Export Hardware] をクリックして、プラットフォームのソフトウェア エレメントに必要な
ブートローダーおよびターゲット オペレーティング システムを SDK にエクスポートしま
す。ソフトウェア プラットフォーム ライブラリの定義に関する詳細は、4: 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。

12.プログラマブル ロジック デバイス I/O を使用する場合は、I/O ポート制約を割り当てます。
13.デザインをシミュレーションしてインプリメンテーションし、機能とパフォーマンスを検証
します (オプション)。

14.プロジェクトをアーカイブして、バックアップを取っておきます。
15. write_dsa と validate_dsa を使用して DSA を記述して検証します。
ヒント: Vivado IDE では、前の手順で実行された Tcl コマンドを含むジャーナル ファイル (.jou)
が作成されます。このファイルは、スクリプトを作成し、ハードウェア プラットフォームの作
成を自動化するのに使用できます。
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IP インテグレーターを使用したロジック デザイン

Vivado IP インテグレーターからは、デザイン キャプチャ プロセスをスムーズにするため、イ
ンタラクティブなグラフィカル デザイン入力および設定機能が提供されています。この環境に
は、さまざまな自動設計アシスタンスおよび設定機能が含まれています。ほとんどのシステム
デザインのニーズに答えられるよう、さまざまな AXI4 互換性のあるザイリンクス IP が提供さ
れています。
ロジック デザインは、IP インテグレーターまたは RTL ソースを使用して取り込むことができ
ます。IP インテグレーター デザインおよび最上位 RTL モジュールをインスタンシエートする
には、最上位ラッパーが使用されます。RTL モジュールは、IP インテグレーター ブロック デ
ザイン (BD) に直接追加することもできます。
Zynq SoC、MPSoC、または MicroBlaze プロセッサのいずれかを含むハードウェア プラットフ 
ォーム ロジック デザインを取り込みます。
IP インテグレーターを使用してブロック デザインを作成する方法は、『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)を参照して
ください。
次の図は、Zynq ベースのハードウェア プラットフォーム デザインの例を示しています。
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図 12:   IP インテグレーターでの zcu102 ブロック デザイン例

プラットフォーム プロパティ (PFM) の定義
Vivado Design Suite でハードウェア プラットフォーム デザイン プロジェクトを終了したら、プ
ラットフォーム (PFM) プロパティを追加し、プラットフォーム名を定義して、クロック、割り込
み、バス インターフェイスなどのプラットフォーム インターフェイスをコンフィギュレーショ
ンする必要があります。これらのプロパティは、一度に設定され、プロジェクトにに保存されま
す。

プラットフォーム名の設定
プラットフォーム識別プロパティ (PFM_NAME) をハードウェア デザインで設定して、プラット
フォームのベンダー、ライブラリ、名前、およびバージョン (VLNV) を定義する必要がありま
す。
set_property PFM_NAME string [get_files design.bd]
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説明:

• string は次のような標準 VLNV フォーマットで定義されます。
Xilinx.com:my_lib:platformA:1.0

• design.bd では、ブロック デザインのファイル名を指定します。
ヒント: PFM_NAME は、VLNV 形式から Name だけを使用した単純な形式で指定することもでき
ます。ベンダー、ライブラリ、およびバージョン フィールドは、デフォルトの vendor、lib、
および 1.0 で生成されます。
例:
set_property PFM_NAME zc702 [get_files zc702.bd]

この場合 PFM_NAME は vendor:library:zc702:1.0 になります。
Vivado ブロック デザインおよび DSA にこのプロパティが格納されます。
重要: write_bd_tcl コマンドでは、出力される bd_Tcl スクリプトに PFM プロパティは記述さ
れません。これらのプロパティを保存するには、手動でエクスポートする必要があります。
[Archive Project] コマンドを使用してプロジェクトのバックアップを取っておくことをお勧めし
ます。

プラットフォーム インターフェイス プロパティのコンフィ
ギュレーション
プラットフォーム インターフェイスは、次に示す 4 つの PFM プロパティを使用して定義されま
す。これらは、[Tcl Console] ウィンドウから手動で、またはそのデザインの Tcl スクリプトで定
義できます。
4 つのプラットフォーム インターフェイスの Tcl API は、次のとおりです。
set_property PFM.AXI_PORT { <port_name> {parameters} \
<port2> {parameters} ...} [get_bd_cells <cell_name>]
set_property PFM.AXIS_PORT { <port_name> {parameters} \
<port2> {parameters} ...} [get_bd_cells <cell_name>]
set_property PFM.CLOCK { <port_name> {parameters} \
<port2> {parameters} ...} [get_bd_cells <cell_name>]
set_property PFM.IRQ { <port_name> {} <port2> {} ...} \
[get_bd_cells <cell_name>]

PFM プロパティの要件は、次のとおりです。
• PFM インターフェイス プロパティの値は、Tcl ディクショナリ (名前/"値" のペア) として指定
する必要があります。
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重要: 値は二重引用符で囲む必要があります。名前と値は大文字と小文字が区別されます。
• bd_cell には複数の PFM インターフェイス定義を指定できます。ただし、PFM インターフェ
イスの各タイプごとに、すべてのポートを 1 つの set_property Tcl コマンドで設定する必
要があります。

• 各 PFM インターフェイス プロパティで、ポート オブジェクトに指定した名前が外部ポート
または bd_cell のインターフェイスの名前と同じである必要があります。各外部ポートまた
はインターフェイス オブジェクトに含めることができるのは、1 つの PFM インターフェイス
定義だけです。

• パラメーターは、PFM インターフェイスのタイプごとに異なることがあります。
• PFM プロパティに NULL ("") 文字列を設定すると、前に定義した PFM インターフェイスが削
除されます。

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。PFM.CLOCK プロパティは、BD セル、外部ポート、または外部イン
ターフェイスに設定できます。
PFM.CLOCK プロパティを設定する Tcl コマンドは次のとおりです。
set_property PFM.CLOCK { <port_name> {parameters} \
<port2> {parameters} ...} [get_bd_cells <cell_name>]

引数の説明
• Port_name: クロック ポート名。
• Parameters:

○ id value: クロック ID は、固有の負でない整数にする必要のあるユーザー定義の値です。
○ is_default value: デフォルトのクロックの場合は true、それ以外の場合は false を指定
します。デフォルトは false です。

○ proc_sys_reset value: この名前と値のペアは、クロック ポートに接続された同期リセ
ット信号の proc_sys_reset ブロック インスタンスを指定します。

重要: SDSoC 環境で明示的にクロックが指定されていない場合は、すべてのプラットフォームで
is_default パラメーターを true に設定したデフォルトのクロックを 1 つ宣言する必要があ
ります。
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例:

set_property PFM.CLOCK {
PL_CLK0 {id "0" is_default "true" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0"} 
PL_CLK1 {id "1" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_1"} 
PL_CLK2 {id "2" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_2"} 
PL_CLK3 {id "3" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_3"} 
} [get_bd_cells /zynq_ultra_ps_e_0]

外部 PORT に CLOCK を設定:

set_property PFM.CLOCK
{ACLK_0 {id "4" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_4"}} [get_bd_ports /ACLK_0]

AXI ポートの宣言
PFM.AXI_PORT プロパティを設定する Tcl コマンドは次のとおりです。
set_property PFM.AXI_PORT { <port_name> {parameters} \
<port2> {parameters} ...} [get_bd_cells <cell_name>]

引数の説明
• Port_name: AXI ポート名。
• Parameters:

○ memport type: メモリ インターフェイスのポート タイプに該当。有効な type 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 コヒーレント スレーブ ポート
- S_AXI_HPC: 高パフォーマンスのアクセラレータ コヒーレント 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。デフォルトは MIG
です。

○ sptag ID: (オプション) 最初の文字がアルファベットで始まる必要のあるユーザー定義の
ID。ID の大文字/小文字は区別されます。システム ポート タグ (sptag) は、S_AXI_HP、
S_AXI_ACP、M_AXI_GP などのプラットフォーム ポート接続のクラスを示すシンボル識別
子です。複数のブロック デザイン プラットフォーム ポートが同じ sptag を共有できま
す。
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○ memory: (オプション) 関連する MIG IP インスタンスと address_segment を指定します。
memory タグは、IP インテグレーターの [Address Editor] ウィンドウの Cell 名と Base
Name 列を組み合わせた独自の名前になります。このタグは、複数のブロック デザイン プ
ラットフォーム ポートが同じ memory タグを共有可能な Memory Subsystem HIP への接
続に関連付けられます。

AXI インターコネクトの例
set_property PFM.AXI_PORT { \
    M_AXI_GP0 {memport "M_AXI_GP"} \
    M_AXI_GP1 {memport "M_AXI_GP"} \
    S_AXI_ACP {memport "S_AXI_ACP" sptag "ACP" memory \
"processing_system7_0 ACP_DDR_LOWOCM"} \
    S_AXI_HP0 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP0" memory \
"processing_system7_0 HP0_DDR_LOWOCM"} \
    S_AXI_HP1 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP1" memory \
"processing_system7_0 HP1_DDR_LOWOCM"} \
    S_AXI_HP2 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP2" memory \
"processing_system7_0 HP2_DDR_LOWOCM"} \
    S_AXI_HP3 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP3" memory \
"processing_system7_0 HP3_DDR_LOWOCM"} \
    } [get_bd_cells /processing_system7_0]

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。

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。
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その他の例
インターコネクトの AXI_port を定義:

set parVal []
for {set i 2} {$i < 64} {incr i} {
    lappend parVal M[format %02d $i]_AXI \
{memport "M_AXI_GP"}
}
set_property PFM.AXI_PORT $parVal [get_bd_cells /axi_interconnect_0]

SmartConnect IP の AXI_port を定義:

set parVal []
for {set i 1} {$i < 16} {incr i} {
    lappend parVal S[format %02d $i]_AXI \
{memport "MIG" sptag "Bank0"}
}
set_property PFM.AXI_PORT $parVal [get_bd_cells /smartconnect_0]

MIG IP に接続する AXI_PORT を定義:

set parVal []
for {set i 1} {$i < 16} {incr i} {
    lappend parVal S[format %02d $i]_AXI \
{memport "MIG" sptag "bank0" memory "ddrmem_0 C0_DDR4_ADDRESS_BLOCK"}
}
set_property PFM.AXI_PORT $parVal [get_bd_cells \
/memory_subsystem/interconnect_data/interconnect_aximm_ddrmem0]

AXI-4 Stream ポートを宣言
PFM.AXIS_PORT プロパティを設定するコマンドは、次のとおりです。
set_property PFM.AXIS_PORT { <port_name> {parameters} \
<port_name_2> {parameters} .. } [get_bd_cells <cell_name>] 

引数の説明
• Port_name: AXI4-Stream のポート名。
• Parameters:

○ type value: ストリーミング インターフェイス ポート タイプ。type の有効な値は、次のと
おりです。
- M_AXIS: 汎用 AXI マスター ポート
- S_AXI: 高パフォーマンスの AXI スレーブ ポート
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例
set_property PFM.AXIS_PORT {AXIS_P0 {type "S_AXIS"} \
[get_bd_cells /zynq_ultra_ps_e_0]

割り込みポートの宣言
割り込みは、プロセッシング システムに接続される IP インテグレーターの Concat (xlconcat) ブ
ロックに接続する必要があります。Zynq®-7000 ファミリの場合は、F2P_irq ポートです。
Zynq® UltraScale+ MPSoC デバイスの場合は、割り込みが pl_ps_irq0[7:1] と pl_ps_irq1[7:1] の 2
つの 8 ビット ポートに分割されます。
重要: 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。
PFM.IRQ プロパティを設定する Tcl コマンドは次のとおりです。
set_property PFM.IRQ { <port_name> {} <port2> {} ...} \
[get_bd_cells <cell_name>]

引数の説明
• Port_name: IRQ ポート名。
• {}: プレースホルダーとして使用される空のリスト。
例
set irqProp [] 
for {set i 0} {$i < 8} {incr i} 
{ lappend irqProp In$i {} } 
set_property PFM.IRQ $irqProp [get_bd_cells /xlconcat_0] 
set_property PFM.IRQ $irqProp [get_bd_cells /xlconcat_1

ヒント: FOR ループは、次のような $irqProp で定義したように、PFM.IRQ プロパティになり
ます。
In0 {} In1 {} In2 {} In3 {} In4 {} In5 {} In6 {} In7 {}

PFM プロパティ Tcl スクリプトの例
このスクリプト例では、PFM プロパティをザイリンクスの提供する ZCU102 プラットフォーム
のブロック デザインに割り当てています。
# set_property PFM_NAME "xilinx.com:zcu102:zcu102:1.0" \
[get_files ./zcu102/zcu102.srcs/sources_1/bd/zcu102/zcu102.bd]
# set_property PFM.CLOCK { \
# clk_out1 {id "0" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
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# clk_out2 {id "1" is_default "true" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# clk_out3 {id "2" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# clk_out4 {id "3" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# clk_out5 {id "4" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# clk_out6 {id "5" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# clk_out7 {id "6" is_default "false" proc_sys_reset \
"proc_sys_reset_0" } \
# } [get_bd_cells /clk_wiz_0]
# set_property PFM.AXI_PORT { \
# M_AXI_HPM0_FPD {memport "M_AXI_GP"} \
# M_AXI_HPM1_FPD {memport "M_AXI_GP"} \
# M_AXI_HPM0_LPD {memport "M_AXI_GP"} \
# S_AXI_HPC0_FPD {memport "S_AXI_HPC" sptag "HPC0"} \
# S_AXI_HPC1_FPD {memport "S_AXI_HPC" sptag "HPC1"} \
# S_AXI_HP0_FPD {memport "S_AXI_HP" sptag "HP0"} \
# S_AXI_HP1_FPD {memport "S_AXI_HP" sptag "HP1"} \
# S_AXI_HP2_FPD {memport "S_AXI_HP" sptag "HP2"} \
# S_AXI_HP3_FPD {memport "S_AXI_HP" sptag "HP3"} \
# } [get_bd_cells /ps_e]
# set intVar []
# for {set i 0} {$i < 8} {incr i} {
# lappend intVar In$i {}
# }
# set_property PFM.IRQ $intVar [get_bd_cells /xlconcat_0]
# set_property PFM.IRQ $intVar [get_bd_cells /xlconcat_1]

ハードウェア プラットフォーム デザインのイン
プリメンテーション
ハードウェア プラットフォーム デザインは、インプリメントして、検証し、Xilinx® SDAccel™
フローで問題なく使用できるようにする必要があります。この検証プロセスでは、まずハードウ
ェア プラットフォーム デザインが問題なく実行されるかどうかを確かめます。これには、テス
ト カーネル ロジックを使用してダイナミック領域を生成します。

IP キャッシュの使用
Vivado の IP キャッシュ機能を使用すると、合成時間がかなり削減できます。IP キャッシュに
は、各 IP コンフィギュレーションの合成結果が格納され、出力生成中には IP を再合成せずにキ
ャッシュ結果とコンフィギュレーションの同じ IP インスタンスが使用されます。
DSA 用に IP が問題なくキャッシュされるようにするには、IP インテグレーター ブロック デザ
インの生成前に、[Cache location] が Vivado プロジェクトに対してローカルになるように、
Vivado で設定しておく必要があります。これは、デフォルト設定です (次の図を参照)。
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図 13:   Vivado 設定 - IP キャッシュ

IP キャッシュのリポジトリを設定するには、IP キャッシュ リポジトリを指定する必要がありま
す。次の Tcl コマンドを使用して、DSA の作成前にキャッシュを設定します。
set_property dsa.ip_cache_dir [get_property ip_output_repo \
[current_project]] [current_project]

デザイン制約の作成
このセクションでは、ハードウェア プラットフォームをサポートするのに必要なさまざまな物
理的な制約について説明します。
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タイミング制約
タイミング制約は、Vivado デザイン プロジェクトと同じ方法で指定します。少なくとも、すべ
てのクロックに対して制約を定義する必要があります。詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー
ガイド: 制約の使用』 (UG903) を参照してください。
I/O およびクロック制約の使用
DSA を設計する際は、ボード要件に必要な I/O インターフェイスを見つけることが重要です。
プロセッシング システム関連の I/O は固定されていますが、プログラマブル ロジック (PL) から
の外部インターフェイスには、インプリメンテーション ツールを駆動するために I/O 制約を割
り当てる必要があります。物理的な I/O の位置はパフォーマンスに影響するので、プラットフォ
ーム プランニング段階で注意する必要があります。
I/O およびクロック プランニングの詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: I/O および
クロック プランニング』 (UG899)を参照してください。

デザインのシミュレーション
Vivado Design Suite には、デザインのブロック レベルまたはシステム レベルの検証を有効にす
る拡張ロジック シミュレーション機能があります。使用可能なサードパーティ FPGA シミュレ
ーション ツールもサポートされます。詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: ロジック
シミュレーション』 (UG900) を参照してください。

インプリメンテーションおよびタイミングの検証
デザインは、合成し、インプリメントして、必要なパフォーマンスが達成できるようにする必要
があります。最適なパフォーマンスにするには、フロアプランとインプリメンテーションを繰り
返す必要のあることがよくあります。
また、ほとんどの場合、ハードウェア デザインでのインプリメンテーション、解析、イテレー
ションにより、カーネル インプリメンテーション中にタイミングが満たされ続けるようにする
ことが重要です。テスト カーネルを使用して、デザインをインプリメントし、インプリメント
デザインを開いて、デザインがタイミングを満たすかどうかを確認します。
フロアプランは検証し、インプリメンテーション結果を最適化する必要がある場合は変更できま
す。詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: デザイン解析およびクロージャ テクニック』
(UG906) を参照してください。
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デバイス サポート アーカイブの生成
ハードウェア プラットフォーム デザインが終了し、PFM プロパティを設定し、Vivado Design
Suite を使用して有効なビットストリームを生成したら、SDSoC 開発環境で使用できるデバイス
サポート アーカイブ (DSA) を作成できます。DSA は完全なハードウェア プラットフォーム デ
ザインを取り込んだ単一ファイルで、SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成に使用され
ます。
重要: DSA ファイルを作成した後、ソースの Vivado Design Suite プロジェクト ファイルを保持
しておくと、必要に応じて DSA ファイルを再作成またはアップデートできます。プロジェクト
は archive_project Vivado Tcl コマンドを使用してアーカイブできます。
必要なプロパティを設定したら、Vivado ツールの [Tcl Console] ウィンドウから write_dsa コ
マンドを使用して DSA ファイルを生成します。
write_dsa <filename>.dsa -include_bit

これで、SDSoC 開発環境で必要とされる関連ファイルおよびデータをすべて含んだハードウェ
ア プラットフォームのアーカイブが作成されます。write_dsa コマンドでは、まだ作成されて
いない場合、ビットストリーム ファイルも作成されます。
write_dsa 構文とショート ヘルプは、次のとおりです。
write_dsa  [-force] [-include_bit] [-include_emulation] [-legacy] [-
minimal]
           [-quiet] [-verbose] [<file>]

Returns: 
The name of the dsa file

Usage: 
  Name                  Description
  ---------------------------------
  [-force]              Overwrite existing device support 
                        archive file
  [-include_bit]        Include bit file(s) in the dsa.
  [-include_emulation]  Generate and include hardware 
                        emulation support in the dsa.
  [-legacy]             Write a legacy DSA (based on OCL 
                        Block IP)
  [-minimal]            Add only minimal files in the dsa.
  [-quiet]              Ignore command errors
  [-verbose]            Suspend message limits during 
                        command execution
  [<file>]              Device Support Archive filename 
                        with alphanumeric characters and 
                        .dsa extension.
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DSA の検証
validate_dsa コマンドを使用すると、カスタム DSA ファイルを検証して、適切な内容と
SDAccel™ 環境でハードウェア プラットフォームをサポートするのに必要なメタデータが含ま
れていることを確認できます。次のコマンドを使用して DSA ファイルを検証します。
 validate_dsa <dsa file> -verbose
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第 4 章

ソフトウェア プラットフォーム デー
タの作成

概要
通常、スタンドアロンおよび FreeRTOS アプリケーションのソフトウェア コンポーネントはザ
イリンクス SDK を使用して作成され、Linux イメージおよびアプリケーションの作成には
PetaLinux ツールが使用されます。Vivado ツールの [Export Hardware] コマンドで生成される
HDF ファイルは、ソフトウェア作成ツールでハードウェア デザインを記述した入力ファイルと
して使用します。
重要: Vivado Design Suite および PetaLinux など、ツールによってコンフィギュレーション要件
は違っているので、ツールは別のターミナル シェルで実行することをお勧めします。
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、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 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 ファイルは <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 FIT 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)。
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• 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 (Platform 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、SDSoC プラットフォーム プ
ロジェクトの作成に従って、SDSoC プラットフォーム プロジェクトでこれらのコンポーネント
をプラットフォームに追加します。
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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、プラ
ットフォーム ユーザーが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、SDSoC プラットフォーム プロジェクトを生成中に、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コピーされます。サブディレクトリのデ
ータは、ソフトウェア プラットフォーム ファイルのメタデータで指定されます。SDSoC プラッ
トフォーム プロジェクトを定義する場合、ビルド済みハードウェア情報を含むフォルダーへの
パスを指定して、プラットフォームに含まれるようにできます。図 2: 典型的な SDSoC プラット
フォームのディレクトリ構造に示すように、前もって構築済みのハードウェア データへのパス
は次のとおりです。
path_to_platform/sw/os/os/prebuilt

パスは、ソフトウェア プラットフォーム フォルダーとプロセッサのオペレーティング システム
に対して相対的に指定します。たとえば、Linux の場合、フォルダー名 prebuilt はプリビルド
ハードウェア ビットストリームを示し、生成されたファイルは <path_to_platform>/sw/
Linux/Linux/prebuilt に含まれます。ZC702 プラットフォームの prebuilt 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

ビルド済みファイルを使用する代わりに、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

platforms/<platform>/sw/os/os/prebuilt 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。
• system.bit および system.hdf

○ _sds/p0/vpl に含まれます。
重要: system.hdf ファイルの名前は <platform>/sw/os/os/prebuilt フォルダーにコピ
ーする際にプラットフォームの名前 (<platform>.hdf) に一致するように変更しておかない
と、プラットフォームを生成する際にエラーになります。
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• partitions.xml および apsys_0.xml

○ _sds/.llvm に含まれます。
• portinfo.c および portinfo.h

○ _sds/swstubs に含まれます。

ライブラリ ヘッダー ファイル
#include でプラットフォーム特有のヘッダー ファイルを含めるためのアプリケーション コ
ードがプラットフォームに必要な場合は、これらのファイルをその該当 OS のプラットフォーム
ディレクトリのサブディレクトリにあるプラットフォーム ソフトウェア記述ファイルで定義す
る必要があります。SDSoC プラットフォーム プロジェクトを定義する場合は、ヘッダー ファイ
ルを含む 1 つの、または複数のフォルダーへのパスを指定できます。
プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルに <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/sw/os/os/relative_include_path

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。

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。SDSoC プラットフォーム プロジェ
クトを定義する場合、スタティック ライブラリがプラットフォーム ソフトウェア データとして
含まれるように指定できます。
プラットフォーム ソフトウェア記述ファイルに <relative_lib_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>/sw/<relative_lib_path>

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。
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Linux ブート ファイル
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-UltraScale+ MPSoC または
Zynq-7000 All Programmable (AP) SoC デザインに対して次の手順を問題なく実行できるはずで
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。
1. PATH 環境変数で PetaLinux ツールを含むシェル環境を設定します。
重要: Vivado Design Suite および PetaLinux など、ツールによってコンフィギュレーション要件
は違っているので、ツールは別のターミナル シェルで実行することをお勧めします。
2. 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。
3. ターゲット ボードのタイプに対応する BSP をターゲットにした PetaLinux プロジェクトを
作成します。
petalinux-create –t project -n <project_name> \
-s <path_to_base_BSP>

4. 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。

重要: このガイドは、Vivado Design Suite プロジェクトから生成された有効なハードウェア記述
ファイル (HDF) があるものと想定して記述されています。詳細は、3: SDSoC 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。
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
(.fsbl、.pmufw、.atf) をビルドします。この手順には、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 FIT 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、階層状のメニュー 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ることを示しています。たとえ
ば、petalinx-config –c kernel では、最上位メニューから [Device Drivers] を選択し、
[Generic Driver Options] を選択して、その下のレベルで設定を適用し、上のレベルの [Staging
drivers] に戻って、設定をそのサブメニュー項目に適用します。
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PetaLinux イメージのビルド
PetaLinux イメージをビルドするには、次の手順に従います。
1. 前に作っておいた関連するプラットフォームの HDF (作成方法は、概要を参照) を使用して

PetaLinux を設定します。
petalinux-config -p <petalinux_project> \
--get-hw-description=<HDF path>

デフォルトのコマンドの最後に quiet を含めるようにブート引数 (bootargs) を変更します
(オプション)。
• [Kernel Bootargs] → [Generate boot args automatically] (オフ)

• Zynq MPSoC の場合: [Kernel Bootargs] → ユーザーがカーネル bootargs を設定 (earlycon
clk_ignore_unused quiet)

• Zynq-7000 の場合: [Kernel Bootargs] → ユーザーがカーネル bootargs を設定
(console=ttyPS0,115200 earlyprintk quiet)

2. PetaLinux カーネルを設定します。
petalinux-config -p <petalinux_project> \
-c kernel

CMA のサイズをより大きく設定します。SDS-alloc バッファーの場合は次のように設定し
ます。
• Zynq MPSoC の場合: [Device Drivers] → [Generic Driver Options] → [Size in Mega

Bytes(1024)]

• Zynq-7000 の場合: [Device Drivers]→ [Generic Driver Options] → [Size in Mega
Bytes(256)]

ステージング ドライバーをイネーブルにします。
• [Device Drivers] → [Staging drivers] (オン)

APF マネージメント ドライバーをイネーブルにします。
• [Device Drivers] → [Staging drivers] → [Xilinx APF Accelerator driver] (オン)

APF DMA ドライバーをイネーブルにします。
• [Device Drivers] → [Staging drivers] → [Xilinx APF Accelerator driver] → [Xilinx APF DMA

engines support] (オン)

注記:
Zynq MPSoC の場合は、CPU アイドルと周波数スケーリングをオフにする必要があります。これには、次
のようにオプションを指定します。
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• [CPU Power Management] → [CPU idle] → [CPU idle PM support] (オフ)

• [CPU Power Management] → [CPU Frequency scaling] → [CPU Frequency scaling] (オフ)

3. PetaLinux rootfs を設定します。
petalinux-config -p <petalinux_project> \
-c rootfs

stdc++ libs を追加します。
• [Filesystem Packages] → [misc] → [gcc-runtime] → [libstdc++] (オン)

4. APF ドライバーのデバイス ツリー部分を追加します。<>/project-spec/meta-user/
recipes-bsp/device-tree/files/system-user.dtsi の下に次を追加します。
/{
 xlnk {
 compatible = "xlnx,xlnk-1.0";
 };
};

5. PetaLinux イメージをビルドします。
• petalinux-build

SDSoC プラットフォーム ユーティリティのイメージの準備
<petalinux_project>/images/linux/ ディレクトリには、重要なファイルが多くあり、2
つのカテゴリに分類されています。
1. BOOT.BIN にコンパイルされるファイルで、まとめてブート ファイルと呼ばれ、boot フォ
ルダーにコピーされるファイル。ブート ファイルには、u-boot.elf、zynq-fsbl.elf、
または zynqmp-fsbl.elf が含まれるほか、Zynq UltraScale+ デバイスの場合は
bl31.elf および pmufw.elf も含まれます。

2. SD カードに存在している必要のあるファイルですが、BOOT.BIN にはコンパイルされず、
まとめてイメージ ファイルとよばれ、image フォルダーにコピーされるファイル。
PetaLinux ビルドからのイメージ ファイルは image.ub だけですが、その他のファイルも
image フォルダーに追加しておくと、プラットフォームのユーザーが使用できるようになり
ます。

<petalinux_project>/images/linux/ フォルダー内から次のコマンドを実行します。
$ mkdir ./boot
$ mkdir ./image
$ cp u-boot.elf ./boot/u-boot.elf
$ cp *fsbl.elf ./boot/fsbl.elf
$ cp bl31.elf ./boot/bl31.elf
$ cp linux/pmufw.elf ./boot/pmufw.elf
$ cp image.ub ./image/image.ub

ヒント: bl31.elf および pmufw.elf ファイルは、Zynq UltraScale+ デバイスにのみ必要です。
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最後にブート イメージ フォーマット (BIF ファイル) を作成します。このファイルは boot フォ
ルダーの内容を BOOT.BIN ファイルにコンパイルするのに使用されます。ターゲット プロセ
ッサの BIF ファイルの作成については、『Zynq-7000 All Programmable SoC ソフトウェア開発者
向けガイド』 (UG821) または『Zynq UltraScale+ MPSoC ソフトウェア開発者向けガイド』 
(UG1137) を参照してください。
SDSoC ブート イメージ フォーマット ファイルは標準 BIF ファイルと類似していますが、ブー
ト ファイルへのパスが直接パスの代わりに、かっこ (< >) で指定されたトークンが使用されま
す。BIF ファイル トークンは、SDSoC コンパイル時に実際のファイルと生成された内容に置き
換わります。これは、プログラマブル ロジック (PL) 領域のビットストリーム ファイルが手続き
型で生成されるためと、一部のエレメントに BIF ファイルの生成時にわかっているファイル名が
ないためです。
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]<fsbl.elf>
   <bitstream> 
   <u-boot.elf>
 }

次に、Zynq-UltraScale+ MPSoC デバイスの BIF の例を示します。
the_ROM_image:
{
  [fsbl_config] a53_x64
  [bootloader]<fsbl.elf>
  [pmufw_image]<pmufw.elf>
  [destination_device=pl] <bitstream>
  [destination_cpu=a53-0, exception_level=el-3, trustzone] <bl31.elf>
  [destination_cpu=a53-0, exception_level=el-2] <u-boot.elf>
}

boot ディレクトリ、image ディレクトリ、BIF ファイルなどがまとめられ、SDSoC プラットフ
ォーム プロジェクトへの Linux OS の入力として必要とされるソフトウェア エレメントになり
ます。詳細は、ソフトウェア プラットフォームの定義を参照してください。

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実行するスタンドアロン ブート イメージ
(boot.bin) と必要なブートローダーを作成できます。
ヒント: Linux OS のブート イメージを既に設定済みの場合は、スタンドアロン ブート イメージ
フォーマット ファイルを作成する際に、これらと同じファイルを使用できます。
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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 および Zynq
UltraScale++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 ハードウェア デザインを開き、[File] → [Export] → 
[Export Hardware] をクリックします。
SDx IDE またはザイリンクス ソフトウェア開発キット (SDK) で、[File] → [New] → [Application
Project] をクリックし、名前を fsbl に指定して新しいアプリケーション 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 環境フローの標準ディレクトリにコピーしたり、プラットフォーム プ
ロジェクトを構築するプロセスの一部として使用したりできます。
例:
samples/platforms/zc702_axis_io/sw/standalone/boot/fsbl.elf

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 (ELF) 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。次に、Zynq®-7000 All Programmable (AP) SoC の スタンド
アロンの boot.bif ファイルの例を示します。
/* standalone */
the_ROM_image:
 {
   [bootloader]<fsbl.elf>
   <bitstream>
   <elf>
 }

SDx 環境では、BIF ファイルの <bitstream> および <elf> トークンが SDSoC コンパイル プ
ロセス中に生成された実際のビットストリームおよび ELF ファイル リファレンスと置き換えら
れます。
ヒント: Zynq UltraScale+ MPSoC デバイスの BIF ファイルは Zynq AP SoC の BIF ファイルとは
異なり、pmufw.elf が追加で必要です。このファイルは、psu_pmu_0 プロセッサをターゲットに
するサンプルとして SDK または SDx IDE で生成できます。
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FreeRTOS コンフィギュレーション/バージョン
変更
FreeRTOS の SDx サポートは、ザイリンクス SDK (ソフトウェア開発キット) に含まれるインプ
リメンテーションに基づいています。デフォルトでは、FreeRTOS v9.0.1 がサポートされていま
す。SDK では、これは最新の freertos901_xilinx BSP ライブラリに該当します。SDx では
freertos823_xilinx もサポートされます。
重要: 生成された SDx プラットフォーム ファイル (.spfm) には、プロセッサ グループに OS 名
(sdx:os/sdx:osname) を指定するメタデータが含まれます。osname が freertos として指定さ
れると、それが最新バージョンの freertos901_xilinx にマップされます。OS 名を
"freertos901_xilinx" または "freertos823_xilinx" として指定した場合、その指定したバージョン
が使用されます。
FreeRTOS コンフィギュレーション設定を変更する場合、ザイリンクス SDK を使用するように
SDx をプラットフォーム DSA と一緒に使用すると、サポートされる FreeRTOS BSP を作成して
カスタマイズできます。
1. プラットフォーム プロジェクトを作成するために SDx IDE を使用する場合、SDK BSP から
のインクルード ファイルをプラットフォームにライブラリ インクルード ファイルとして追
加します (ユーザーがライブラリ インクルード パスを定義)。

2. SDK BSP から .mss ファイルをプラットフォームに BSP コンフィギュレーション ファイル
として追加します。リンカー スクリプトは、SDK で BSP を使用してサンプル アプリケーシ
ョンを作成すると生成できます。

3. SDx プラットフォームにリンカー スクリプトを追加する場合、SDK のデフォルト値では通
常の SDx アプリケーションには小さすぎるため、スタックおよびヒープ サイズを増加する
必要があります。

4. FreeRTOS アプリケーションを作成する際は、configMINIMAL_STACK_SIZE から
xTaskCreate に渡されるタスク ヒープ サイズも増加する必要があります。

ヒント: これはアプリケーションによって異なりますが、まずは 1000 から試してみて、上下に
値を調整することをお勧めします。
別の FreeRTOS バージョンを使用したり、ザイリンクス BSP インプリメンテーションとは異な
る方法でカスタマイズする場合は、標準 BSP のシステム コンフィギュレーションを定義して、
FreeRTOS インプリメンテーションをライブラリとして追加できます。この場合、ファイルおよ
びリンカー スクリプトも含めて FreeRTOS ライブラリを提供する必要があります。
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第 5 章

プラットフォームのサンプル アプリケ
ーション

概要
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
ィレクトリの template.xml というファイルで定義される必要があります。次に、
<SDx_install>/SDx/2017.4/samples/sdspfm/zc702_axis_io/src/samples フォ
ルダーにある zc702_axis_io 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="https://www.xilinx.com/manifest">
    <template location="aximm" name="Unpacketized AXI4-Stream to DDR" 
              description="Shows how to copy unpacketized AXI-Stream data 
directly to DDR.">
        <supports>
            <and>
                <or>
                    <os name="Linux"/>
                    <os name="Standalone"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="s2mm_data_copy" location="main.cpp"/>
    </template>
    <template location="stream" name="Packetize an AXI4-Stream" 
                  description="Shows how to packetize an unpacketized AXI4-
Stream.">
        <supports>
            <and>
                <or>
                    <os name="Linux"/>
            <os name="Standalone"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="packetize" location="packetize.cpp"/>
        <accelerator name="minmax" location="minmax.cpp"/>
    </template>
    <template location="pull_packet" name="Lossless data capture from AXI4-
Stream to DDR" 
              description="Illustrates a technique to enable lossless data 
capture from a free-running input source.">
        <supports>
            <and>
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                <or>
                    <os name="Linux"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="PullPacket" location="main.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"?> 

<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="https://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="aximm" name="Unpacketized AXI4-Stream to DDR" 
              description="Shows how to copy unpacketized AXI-Stream data 
directly to DDR.">

<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> 現在のテンプレートのオペレーティング システムを指定します。
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表 2:   <template> のサブ要素 (続き)

要素 説明
<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。
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>
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<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。
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、SDx 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。

5: プラットフォームのサンプル アプリケーション
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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"/>

<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"/>

5: プラットフォームのサンプル アプリケーション
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<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"/>

5: プラットフォームのサンプル アプリケーション
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付録 A

プラットフォームのチェックリスト
この付録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 ファイルについて説明しました。
SDSoC プラットフォーム作成プロセスでは、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
必要があります。
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、このガイドの章の手順を読んで、付録 C: SDSoC プラットフォームの例の例をい
くつか確認してください。
以前に SDSoC プラットフォームを作成したことがある場合でも、各章をよく読んでください。
アップグレード情報については、付録 B: SDSoC プラットフォームのアップグレードを参照して
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、3: SDSoC
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。
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○ 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 FIT (Flattened Image
Tree) 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。
○ 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 (オプション)。

• 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、4: 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 description.json ファイルも含めます。

• 5: 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。
4. SDx IDE を使用してプラットフォーム プロジェクトを作成し、ハードウェアおよびソフトウ
ェア コンポーネントを SDSoC プラットフォームにパッケージします。
• SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成に説明するように、このプロジェクトでは
ハードウェア プラットフォーム DSA がエンベデッド プロセッサ情報、オペレーティング
システム、コンパイラ設定とまとめられて、SDSoC コンパイラで使用するプラットフォ
ームが定義されます。

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。
• 2: SDSoC プラットフォームの作成の章では、SDSoC システム コンパイラで使用されるデ
ータ ムーバーの Conformance テスト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 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 IDE を起動し、New Project ウィザードを使用して SDSoC アプリケーション プロジ
ェクトまたはシステム 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。カスタム プラットフォームをクリックして選択
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、空の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。

付録 A: プラットフォームのチェックリスト
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付録 B

SDSoC プラットフォームのアップグレ
ード

概要
新しい SDx 開発環境のリリースがサポートされるようにするには、ハードウェア プラットフォ
ームも含めて、Vivado Design Suite を最新のバージョンにアップグレードする必要があります。
アプリケーション プロジェクトをビルドすると、SDx から Vivado が起動されて、デザイン内の
すべての自動アップグレードが試みられます。IP インテグレーター デザインのアップデート
は、現在のリリースの最新の IP バージョンを使用するだけの単純なプロセスで済むこともあり
ますが、リリース間で主なバージョン変更があった場合などは、IP のインターフェイス信号を追
加したり削除したり、パラメーターをアップデートしたりすることで、複雑になることもあり、
Vivado Design Suite プロジェクトのアップグレードの手間が増え、自動アップグレードがうま
くいかないことがあります。
ハードウェア プラットフォームの新機能と互換性のあるように、または新機能の利点を生かせ
るようにするには、ソフトウェア プラットフォームもアップデートする必要があることがあり
ます。最後に、SDx プラットフォーム プロジェクトを使用してカスタム プラットフォームを生
成し直す必要があります。これには、単に Vivado IP インテグレーター ブロック デザインを最
新リリースにアップグレードして、ソフトウェア コンポーネントを最新の SDSoC ツールでビル
ドし直すだけで済むこともあります。
重要:
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。SDSoC プラットフォーム プロジェクトでプラットフォームが
生成される際や 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 プラットフォーム プロジェクトの作成に示すように Vivado プロジェクトが適
切にコピーされなかったか、Vivado プロジェクトで使用された IP が新しいリリース用にアップ
グレードされなかったことを意味します。

SDSoC プラットフォーム開発ガイド  65
UG1146 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://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=2017.4&docPage=65


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アップグレードするには、Vivado
ツールの新しいバージョンで Vivado プロジェクトを開き、IP インテグレーター 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てから、出力ファイルを生成し直します。ブロック
デザイン プロジェクトのアップデートの詳細は、『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。

2017.4 へのプラットフォームのアップグレード
プラットフォーム構造およびプラットフォームを作成するプロセスは 2017.4 で変更されてい
ます。主な変更点は、次のとおりです。
• SDSoC Tcl コマンドは Vivado プロパティと置き換わっているので、SDSoC Tcl コマンドの

Vivado プロパティへのマップに示すように、プロジェクトをアップデートして write_dsa
コマンドを実行し直す必要があります。

• ハードウェア プラットフォームの IP キャッシングがイネーブルになり、ハードウェア アク
セラレーションされた関数をコンパイルする時間が削減されています。
dsa.ip_cache_dir プロパティを設定し、Vivado プロジェクトを合成し直してキャッシュ
を生成し、DSA ファイルを生成する必要があります。

• SDx IDE で SDSoC プラットフォーム プロジェクトが直接サポートされるようになりました。
2: SDSoC プラットフォームの作成に示すように、SDSoC プラットフォームの再生成ができる
ようになりました。

SDSoC Tcl コマンドの Vivado プロパティへのマ
ップ
SDSoC でプラットフォームおよびインターフェイス プロパティを設定するために以前のリリー
スで使用されていた Tcl コマンドは、Vivado Design Suite プロジェクトで直接定義できるプロパ
ティに置き換わっています。このため、プラットフォームごとにプラットフォームおよびインタ
ーフェイス プロパティをコンフィギュレーションし直し、2017.4 リリースにアップグレードす
る必要があります。
次の表に、2017.4 で必要な PFM プロパティに対応する sdsoc:: Tcl コマンドのマップを示しま
す。

付録 B: SDSoC プラットフォームのアップグレード
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表 3:   2017.4 の必須プロパティ
用途 2017.4 前 2017.4

ハードウェア プラットフォームを宣言 sdsoc::create_pfm PFM_NAME

DSA ベンダーを定義 必須ではない PFM_NAME

ハードウェア プラットフォームの名前を
定義

sdsoc::pfm_name PFM_NAME

プラットフォームの簡単な説明を定義 sdsoc::pfm_description SDSoC プラットフォームのプロジェクト
で定義。

プラットフォーム クロック ポートを宣言 sdsoc::pfm_clock PFM.CLOCK

プラットフォーム AXI バス インターフェ
イスを宣言

sdsoc::pfm_axi_port PFM.AXI_PORT

プラットフォーム AXI4-Stream バス イン
ターフェイスを宣言

sdsoc::pfm_axis_port PFM.AXIS_PORT

使用可能なプラットフォーム割り込みを宣言
sdsoc::pfm_irq PFM.IRQ

ハードウェア プラットフォームの DSA
を生成

sdsoc::generate_hw_pfm write_dsa Tcl コマンドに変更され
ています。
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付録 C

SDSoC プラットフォームの例
概要
この付録には、ハードウェアだけでなく、OS カーネル、ブートローダー、ファイル システム、
ライブラリなどを含め、Vivado® Design Suite とソフトウェア ランタイム環境を使用してビルド
されたハードウェア システムから作成された SDSoC プラットフォームの単純な例が含まれま
す。各例はよく使用されるプラットフォーム機能を示しており、ザイリンクスの ZC702 ボード
を使用してビルドされています。
• zc702_axis_io: SDSoC プラットフォームで FPGA ピンからのダイレクト I/O で、データ
ストリームへアクセス

• zc702_acp: プラットフォームと sdscc システム コンパイラ間でプロセッシングシステム
の AXI バス インターフェイスを共有

各例には、次の情報が含まれます。
• プラットフォームとその説明の記述。
• SDSoC ハードウェア プラットフォーム メタデータ ファイルの生成方法。
• 必要な場合のためのプラットフォーム ソフトウェア ライブラリの作成方法。
• SDSoC ソフトウェア プラットフォーム メタデータ ファイルの記述。
• 基本的なプラットフォーム テスト。
これらのプラットフォーム例だけでなく、<sdx_root>/platforms ディレクトリの SDx IDE
に含まれる標準 SDSoC プラットフォームについても確認することをお勧めします。
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例: SDSoC プラットフォームのダイレクト I/O
SDSoC プラットフォームには、生の物理的なデータ ストリームをプラットフォーム インターフ
ェイス仕様の一部としてエクスポートできるように AXI4-Stream インターフェイスに変換し、入
力および出力サブシステム (アナログ/デジタル コンバーターおよびデジタル/アナログ コンバ
ーター、または Video I/O) を含めることができます。zc702_axis_io サンプル プラットフォ
ームの詳細は、『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027) の「外部 I/O の使用」を参照してくだ
さい。この例には、入力データ ストリームがデータ損失なしにメモリ バッファーに書き込まれ
るところと、アプリケーションにより AXI 転送レベルでデータ ストリームをパケットにして、
パケット フレーミングを必要とするその他のファンクション (DMA を含むが、これだけではな
い) とのデータのやり取りを示します。
推奨: このプラットフォームのソース コードは、<sdx_root>/samples/platforms/
zc702_axis_io/src に含まれます。
コマンド シェルから、バッチ モードでハードウェア プラットフォームを構築する Vivado Tcl ス
クリプトの zc702_axis_io_dsa.tcl を使用して次のコマンドを実行します。
vivado –mode batch –source zc702_axis_io_dsa.tcl

次のコマンドを実行して、GUI モードでプラットフォームを構築し、ハードウェア システムを
Vivado IP インテグレーターで検証します。
vivado –mode gui –source zc702_axis_io_dsa.tcl

上記のコマンドを実行すると、Vivado IDE が開いて、プラットフォームが構築されます。結果
のハードウェア システムは、次のブロック図のようになります。
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図 14:   zc702_axis_io ブロック図

このデザインをポータブルにするには、このプラットフォームにフリーランニング バイナリ カ
ウンターを含め、50 MHz でサンプリングされる連続したデータ ストリームが生成され、FPGA
ピンから直接ストリーミングされるデータのプロキシとして動作するようにします。この入力
データ ストリームを SDSoC アプリケーション用に AXI4-Stream に変換するため、プラットフォ
ームでは、必須の s_axis_tvalid 信号が常に 1 になった Constant ブロックを使用して、カウ
ンター出力が AXI4-Stream データ FIFO の s_axis_tdata スレーブ ポートに接続されます。
データ FIFO IP は 100 MHz の出力クロックで最大 1024 サンプルまでを格納できるように設定
して、ストリームの受信側がストリームをバブルなし (データ サンプルの損失なし) で処理でき
るような柔軟なシステムにします。実際のプラットフォームでは、AXI4-Stream に変換する手
段、相対的なクロック供給、ハードウェア バッファーの量は、システム要件によって変わりま
す。
アナログ/デジタル コンバーター外の入力ストリーミングと同様、このデータ ストリームはパケ
ット化されないので、AXI4-Stream には TLAST 信号がありません。このため、データ ストリー
ムを受信する SDSoC アプリケーションにはパケットされていないストリームを処理できる機能
が必要です。SDSoC 環境内では、データ ムーバー IP コアすべてに TLAST 信号を含むパケット
化された AXI4-Stream が必要です。このため、このプラットフォームからのストリーミング入
力を使用するには、アプリケーションに AXI4-Stream ポートへの直接ハードウェア接続が必要
です。
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ヒント: プラットフォームでは TLAST 信号を含む AXI4-Stream ポートをエクスポートすること
もでき、SDSoC アプリケーションにはこのポートへの直接接続は必要ありません。

SDSoC ハードウェア プラットフォームインターフェイスの
宣言
3: SDSoC ハードウェア プラットフォームの作成に示すように、ハードウェア プラットフォーム
ポート インターフェイスは、Vivado IP インテグレーターのブロック図内のセルおよびポートに
PFM プロパティを設定すると定義できます。
zc702_axis_io_dsa.tcl スクリプトの場合、これは 45-67 行目にあります。次の手順を使
用して、Vivado IP インテグレーターのブロック図内のセルおよびポートにこのプロパティを設
定してください。
1. 次のコマンドを使用して、IP-XACT VLNV (vendor:library:name:version) 文字列を宣言します。

set_property PFM_NAME \
"xilinx.com:zc702_axis_io:zc702_axis_io:1.0" \
[get_files ./zc702_axis_io_vivado/zc702_axis_io.srcs/\ 
sources_1/bd/zc702_axis_io/zc702_axis_io.bd]

2. 次のコマンドを使用して、ID 1 のプラットフォーム クロックを宣言します。
set_property PFM.CLOCK { \
clk_out2 {id "1" is_default "true" proc_sys_reset "psr_1" } \
    } [get_bd_cells /clk_wiz_0]

このクロックを使用するブロックに同期リセット信号を提供する proc_sys_reset がす
べてのクロックに必要です。

3. 少なくとも 1 つの汎用 AXI マスターと 1 つの AXI スレーブ ポートを宣言する必要がありま
す。次のコマンドを使用して、それぞれに複数の属性を含むリストが関連付けられたプラッ
トフォーム AXI インターフェイスを宣言します。
set_property PFM.AXI_PORT { \
M_AXI_GP0 {memport "M_AXI_GP"} \
M_AXI_GP1 {memport "M_AXI_GP"} \
S_AXI_ACP {memport "S_AXI_ACP" sptag "ACP" 
memory "ps7 ACP_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP0 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP0" 
memory ps7 HP0_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP1 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP1" 
memory ps7 HP1_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP2 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP2" 
memory ps7 HP2_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP3 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP3" 
memory ps7 HP3_DDR_LOWOCM"} \
} [get_bd_cells /ps7]
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各 AXI ポートには、次のいずれかの memport メモリ タイプ宣言が必要です。
a. M_AXI_GP: 汎用マスター
b. S_AXI_ACP: キャッシュ コヒーレント スレーブ
c. S_AXI_HP: 高パフォーマンスのキャッシュ以外のコヒーレント スレーブ
d. S_AXI_HPC: 高パフォーマンスのスレーブ (Zynq UltraScale+ のみ)

e. MIG: 外部 DDR (MIG) メモリ コントローラー IP のスレーブ
AXI スレーブ ポートポートには、ポートを示すシンボル タグを提供する sptag とさらに
2 つのメモリ属性が必要です。

f. メモリ インスタンス: IP インテグレーターの [Adress Editor] ウィンドウのブロックのセ
ル名

g. アドレス セグメント: Vivado IP インテグレーターの [Address Editor] ウィンドウに表示
される名前と同じ、ポートに関連付けられたベース名

4. 次のコマンドを使用して stream_fifo マスター AXI4-Stream ポートを宣言します。
set_property PFM.AXIS_PORT { \
    M_AXIS {type "M_AXIS"} \
    } [get_bd_cells /stream_fifo]

5. 次のコマンドを使用して、processing_system7 ブロックの割り込みポートに接続された
Concat ブロックのポート名リストを構築して、割り込み入力を宣言します。
set intVar []
for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
    lappend intVar In$i {}
}
set_property PFM.IRQ $intVar [get_bd_cells /xlconcat_0]

6. ポート インターフェイスを宣言したら、次のコマンドを使用してブロック図から DSA を作
成するのに必要な出力ファイルを生成します。
generate_target all \
[get_files ./zc702_axis_io_vivado/zc702_axis_io.srcs/\
sources_1/bd/zc702_axis_io/zc702_axis_io.bd]

7. 次のコマンドを実行して、DSA を生成します。
write_dsa -force ./zc702_axis_io.dsa

コマンド ラインからの SDSoC プラットフォームの作成
ソフトウェア プラットフォーム データの作成に示すように、アプリケーション ランタイム コン
テキストは次のプラットフォーム コンポーネントから提供されます。
• ブートローダー
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• オペレーティング システム
• ファイル システム
<sdx_root>/samples/platforms/zc702_axis_io/src/zc702_axis_io_pfm.tcl フ
ァイルは、PetaLinux および SDx (SDK 形式の FSBL (First Stage Boot Loader) プロジェクト) を使
用して構築された DSA ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを組み込んで、SDSoC
プラットフォームを構築する Tcl スクリプトです。
SDSoC コマンド シェルから次のコマンドを実行すると、SDx に含まれる XSCT ユーティリティ
で実行される zc702_axis_io_pfm.tcl という SDx Tcl を使用してバッチ モードで SDSoC
プラットフォームを構築できます。
xsct –sdx  ./zc702_axis_io_dsa.tcl

1. 次のコマンドを使用すると、xsct コマンド ライン インタープリターでプラットフォーム オ
ブジェクトを作成できます。
platform -name zc702_axis_io \
-desc "Zynq ZC702 Board with direct I/O" \
-hw ./zc702_axis_io.dsa -out ./output \
-prebuilt  -samples samples

2. 次のコマンドを使用すると、Linux アプリケーション用に新しいシステム コンフィギュレー
ションを作成できます。
system -name linux -display-name "Linux"  \
-boot ./boot  -readme ./generic.readme

3. 次のコマンドを使用すると、このシステム コンフィギュレーションのプロセッサ グループま
たはドメインを定義できます。
domain -name linux -proc ps7_cortexa9_0 \
-os linux -image ./linux/image

4. 次のコマンドを使用すると、Linux システム コンフィギュレーションのブート ファイルを記
録できます。
boot -bif ./linux/linux.bif

5. 次のコマンドを使用すると、QEMU 引数とブート ファイルを含むディレクトリを記録して、
SDSoC エミュレーションがサポートされるようにできます。
domain -qemu-args ./qemu/lnx/qemu_args.txt
domain -qemu-data ./boot
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6. 次のコマンドを使用すると、スタンドアロン (ベアメタル) のシステム コンフィギュレーショ
ンを作成できます。
system -name standalone  -display-name "Standalone" -boot ./boot  -
readme ./generic.readme
domain -name standalone -proc ps7_cortexa9_0 -os standalone
app -lscript ./standalone/lscript.ld
boot -bif ./standalone/standalone.bif
domain -qemu-args ./qemu/std/qemu_args.txt
domain -qemu-data ./boot

7. 次のコマンドを使用すると、SDSoC プラットフォームを作成できます。
platform –generate

このスクリプトでは、次のディレクトリに zc702_axis_io という SDx プラットフォーム
プロジェクトが作成されます。
output/zc702_axis_io/export/

プラットフォームのサンプル デザイン
SDSoC プラットフォームには、その使用方法を示すサンプル アプリケーションを含めることが
できます。SDx IDE では、プラットフォーム内のサンプル ソース ファイルの場所に関する情報
を取得するため、samples/template.xml というファイルが検索されます。
zc702_axis_io プラットフォームのテンプレート ファイルには、それぞれ目的の違う複数の
テスト アプリケーションがリストされています。
<template location="aximm" name="Unpacketized AXI4-Stream to DDR" 
              description="Shows how to copy unpacketized AXI4-Stream data 
directly to DDR.">
        <supports>
            <and>
                <or>
                    <os name="Linux"/>
                    <os name="Standalone"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="s2mm_data_copy" location="main.cpp"/>
    </template>
    <template location="stream" name="Packetize an AXI4-Stream" 
                  description="Shows how to packetize an unpacketized AXI4-
Stream.">
        <supports>
            <and>
                <or>
                    <os name="Linux"/>
            <os name="Standalone"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="packetize" location="packetize.cpp"/>
        <accelerator name="minmax" location="minmax.cpp"/>
    </template>
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    <template location="pull_packet" name="Lossless data capture from AXI4-
Stream to DDR" 
              description="Illustrates a technique to enable lossless data 
capture from a free-running input source.">
        <supports>
            <and>
                <or>
                    <os name="Linux"/>
                    <os name="Standalone"/>
                </or>
            </and>
        </supports>
        <accelerator name="PullPacket" location="main.cpp"/>
    </template>

SDx IDE でプラットフォームを使用するには、次の手順に従って、それを Eclipse ワークスペー
ス用のプラットフォーム リポジトリに追加する必要があります。
1. ザイリンクス SDx を起動して、<path_to_tutorial>/myplatforms/ のように、ワーク
スペースのパスを指定します。

2. [File] → [New] → [Xilinx SDx Project] をクリックし、新しいプロジェクトを作成します。
3. プロジェクト タイプに [Application Project] を指定して、[Next] をクリックします。
4. [Create New SDx Project] ページで my_zc702_axis_io のようにプロジェクト名を指定し
たら、[Next] をクリックします。

5. [Choose Hardware Platform] ページで [Add Custom Platform] をクリックします。
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図 15:   カスタム プラットフォームの追加

6. プラットフォーム <sdx_root>/samples/platforms/zc702_axis_io.を選択します。
7. このプラットフォームが [Choose Hardware Platform] ページに表示されます。

zc702_axis_io (custom) を選択して [Next] をクリックします。
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図 16:   ハードウェア プラットフォームの選択

8. [System Configuration] ページでデフォルトの [Linux] をオンのままにし、[Next] をクリック
します。

9. [Templates] ページで [Unpacketized AXI4-Stream to DDR] をオンにし、サンプル ア
プリケーションの 1 つを含めてプラットフォームをテストするようにし、[Finish] をクリッ
クします。
ハードウェア アクセラレーション用に s2mm_data_copy 関数が前もって選択されていま
す。s2mm_data_copy_wrapper 内のプログラム データフローにより、プラットフォーム
入力から s2mm_data_copy というハードウェア関数までのダイレクト信号パスが作成さ
れ、zero_copy データ ムーバーとしてメモリにデータが送信されます。つまり、
s2mm_data_copy 関数はカスタム DMA として動作します。メイン プログラムは 4 つのバ
ッファーに割り当てられ、s2mm_data_copy_wrapper が起動されてから、書き込まれた
バッファーがチェックされて、データ値がシーケンシャルになる (データがバブルなしで書
き込まれる) ようになります。このプログラムでは簡単にするため、カウンターがリセット
されないようになっているので、初期値はボードの電源投入時からプログラムの起動時まで
の時間によって変わります。

10. main.cpp を開きます。次の点を確認します。
• バッファーは、zero_copy データ ムーバーに必要な物理的に隣接した割り当てになるよう
に、sds_alloc を使用して割り当てられます。
unsigned *bufs[NUM_BUFFERS];
unsigned* rbuf0;
for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {
    bufs[i] = (unsigned*) sds_alloc(BUF_SIZE *
 sizeof(unsigned));
}
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// Flush the platform FIFO of start-up garbage
s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);
s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);
s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);
for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {
  s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[i]);
}

• sys_port プラグマを使用してハードウェア関数とプラットフォーム間の接続を指定し
ます。
// s2mm "DMA" accelerator
#pragma SDS data sys_port (fifo:stream_fifo_M_AXIS)
#pragma SDS data zero_copy(buf)
int s2mm_data_copy(unsigned *fifo, unsigned buf[BUF_SIZE]) 
{
#pragma HLS interface axis port=fifo
     for(int i=0; i<BUF_SIZE; i++) {
#pragma HLS pipeline
          buf[i] = *fifo;
     }
     return 0;
}

11.ツールバーの [Build] アイコンをクリックしてアプリケーションをビルドします。ビルドが
完了したら、Debug フォルダーの sd_card フォルダーにブート イメージとアプリケーショ
ン ELF が含まれます。

12.ビルドが終了したら、sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーし、ブートして、
my_zc702_axis_io.elf を実行します。
sh-4.3# cd /mnt
sh-4.3# ./my_zc702_axis_io.elf
TEST PASSED!
sh-4.3#

例: プラットフォーム IP AXI ポートの共有
プラットフォーム IP、アクセラレータ、および SDSoC コンパイラで生成されたデータ モーショ
ン IP の間で AXI マスター (スレーブ) インターフェイスを共有するには、SDSoC Tcl API を使用し
て、共有インターフェイスに接続されている AXI Interconnect IP ブロック上のインデックス順で
最初の未使用 AXI マスター (スレーブ) ポートを宣言します。プラットフォームでこの AXI
Interconnect の各下位インデックスのマスター (スレーブ) を使用する必要があります。

SDSoC プラットフォーム ハードウェア インターフェイス
Vivado IDE 内で SDSoC ハードウェア プラットフォームインターフェイスをビルドするには、次
の手順に従います。
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注記: このプラットフォームのソース コードは、<sdx_root>/samples/platforms/
zc702_acp/src ファイルに含まれます。
1. コマンド シェルから、バッチ モードでハードウェア プラットフォームをビルドする Vivado

Tcl スクリプトの zc702_acp_dsa.tcl を使用して次のコマンドを実行します。
vivado –mode batch –source zc702_acp_dsa.tcl

プラットフォームを GUI モードでビルドして、Vivado IP インテグレーターでハードウェア
システムを検証することもできます。次のコマンドを実行すると、GUI モードでプラットフ
ォームをビルドできます。
vivado –mode gui –source zc702_acp_dsa.tcl

このコマンドを実行すると、Vivado IDE が開いて、プラットフォームが構築されます。結果
のハードウェア システムは、次のブロック図のようになります。

図 17:   zc702_acp ブロック デザイン

2. 次のコマンドで、IP-XACT VLNV (vendor:library:name:version) 文字列を使用してプラットフ
ォーム名を宣言します。
set_property PFM_NAME \
"xilinx.com:zc702_acp:zc702_acp:1.0" \
[get_files ./zc702_acp_vivado/zc702_acp.srcs/\ 
sources_1/bd/zc702_acp/zc702_acp.bd]
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3. 次のコマンドを使用して、プラットフォーム クロックを ID 1 で宣言します。
set_property PFM.CLOCK { \
  clk_out1 {id "2" is_default "true" proc_sys_reset "psr_0" } \
  clk_out2 {id "1" is_default "false" proc_sys_reset "psr_1" } \
  clk_out3 {id "0" is_default "false" proc_sys_reset "psr_2" } \
  clk_out4 {id "3" is_default "false" proc_sys_reset "psr_3" } \
} [get_bd_cells /clk_wiz_0]

このクロックを使用するブロックに同期リセット信号を提供する proc_sys_reset がす
べてのクロックに必要です。

4. 少なくとも 1 つの汎用 AXI マスターと 1 つの AXI スレーブ ポートを宣言する必要がありま
す。次のコマンドを使用して、プロセッシング システムからプラットフォーム AXI インター
フェイスを宣言し、それぞれに複数の属性を含むリストを関連付けます。
set_property PFM.AXI_PORT { \
M_AXI_GP1 {memport "M_AXI_GP"} \
S_AXI_HP0 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP0" 
memory ps7 HP0_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP1 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP1" 
memory ps7 HP1_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP2 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP2" 
memory ps7 HP2_DDR_LOWOCM"} \
S_AXI_HP3 {memport "S_AXI_HP" sptag "HP3" 
memory ps7 HP3_DDR_LOWOCM"} \
} [get_bd_cells /ps7]

各 AXI ポートには、次のいずれかの memport メモリ タイプ宣言が必要です。
• M_AXI_GP: 汎用マスター
• S_AXI_ACP: キャッシュ コヒーレント スレーブ
• S_AXI_HP: 高パフォーマンスのキャッシュ以外のコヒーレント スレーブ
• S_AXI_HPC: 高パフォーマンスのスレーブ (Zynq UltraScale+ のみ)

• MIG: 外部 DDR (MIG) メモリ コントローラー IP のスレーブ
AXI スレーブ ポートポートには、ポートを示すシンボル タグを提供する sptag とさらに 2
つのメモリ属性が必要です。

• メモリ インスタンス: IP インテグレーターの [Adress Editor] ウィンドウのブロックのセ
ル名

• アドレス セグメント: Vivado IP インテグレーターの [Address Editor] ウィンドウに表示
される名前と同じ、ポートに関連付けられたベース名

付録 C: SDSoC プラットフォームの例

SDSoC プラットフォーム開発ガイド  81
UG1146 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://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=2017.4&docPage=81


5. プラットフォームでは、プロセッシング システムで S_AXI_ACP および M_AXI_GP0 ポート
の両方が使用されます。次の Tcl コードを使用し、プラットフォーム内で axi_interconnect IP
に追加ポートを宣言します。
set gpMasters []
for {set i 1} {$i < 64} {incr i} {
  lappend gpMasters M[format %02d $i]_AXI {memport "M_AXI_GP"}
}
set_property PFM.AXI_PORT $gpMasters \
[get_bd_cells /axi_ic_ps7_M_AXI_GP0]

set acpSlaves []
for {set i 1} {$i < 8} {incr i} {
  lappend acpSlaves S[format %02d $i]_AXI {memport "S_AXI_ACP" 
\         sptag "ACP" memory "ps_ACP_DDR_LOWOCM"}
}
set_property PFM.AXI_PORT $acpSlaves \
[get_bd_cells /axi_ic_ps7_S_AXI_ACP]

memport 属性は、axi_interconnect に接続されたプロセッシング システム ポートからのもの
です。

6. 次のコマンド使用して、processing_system7 ブロックの割り込みポートに接続された Concat
ブロックのポート名リストを構築して、割り込み入力を宣言します。
set intVar []
for {set i 0} {$i < 16} {incr i} {
    lappend intVar In$i {}
}
set_property PFM.IRQ $intVar [get_bd_cells /xlconcat_0]

7. ポート インターフェイスを宣言したら、次のコマンドを使用してブロック図から DSA を作
成するのに必要な出力ファイルを生成します。
generate_target all \
[get_files ./zc702_acp_vivado/zc702_acp.srcs/\
sources_1/bd/zc702_acp/zc702_acp.bd]

8. 最後に、次のコマンドを使用して DSA を生成します。
write_dsa -force ./zc702_acp.dsa
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付録 D

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
このガイドの補足情報は、次の資料を参照してください。
注記: 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: 概要』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
7. 『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)

8. 『Zynq-7000 All Programmable SoC ソフトウェア開発者向けガイド』 (UG821: 英語版、日本
語版)

9. 『Zynq UltraScale+ MPSoC ソフトウェア開発者向けガイド』 (UG1137: 英語版、日本語版)

10.『ZC702 評価ボード (Zynq-7000 XC7Z020 All Programmable SoC 用) ユーザー ガイド』
(UG850)
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11.『ZCU102 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG1182)

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

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

14.『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)

15. Vivado® Design Suite の資料

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。
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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。
著作権
© Copyright 2015-2018 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。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。
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