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第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成 プロセスをアップデートし、内容を並べ替え。
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ハードウェアのプリビルド アプリケーション プロジェクトからのファイルを使用して、プラットフォーム プロジェクト ファイルの [Prebuilt Data] を生成するプロセスを反映させるために、テキストをアップデート。

改訂履歴

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  2

https://japan.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?v=2018.3;d=ug1144-petalinux-tools-reference-guide.pdf
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=2


目次
改訂履歴..........................................................................................................................................................................2

第 1 章: 概要................................................................................................................................................................. 5

第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成...............................................................................................7
SDx ワークスペースの使用...........................................................................................................................................11
SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成.......................................................................................................... 12
プラットフォームのクエリ...........................................................................................................................................33

第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネントの作成......................................35
ハードウェア要件......................................................................................................................................................... 36
Vivado プロジェクトの開始.........................................................................................................................................37
IP インテグレーターを使用したロジック デザイン................................................................................................... 39
プラットフォーム (PFM) インターフェイスおよびプロパティの定義....................................................................... 47
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......................................................................59
デバイス サポート アーカイブの生成..........................................................................................................................61

第 4 章: プラットフォーム ソフトウェア コンポーネントの作成......................................63
SDx プラットフォーム プロジェクトの開始............................................................................................................... 64
ハードウェアのプリビルド.......................................................................................................................................... 75
ライブラリ ヘッダー ファイル.....................................................................................................................................76
Linux ブート ファイル..................................................................................................................................................77
スタンドアロン ブート ファイル................................................................................................................................. 80
FreeRTOS コンフィギュレーション/バージョン変更.................................................................................................81

第 5 章: サンプル アプリケーション........................................................................................................ 83

付録 A: プラットフォームのチェックリスト.....................................................................................90

付録 B: SDx IDE の用語集................................................................................................................................92

付録 C: 新しいリリースへの SDSoC プラットフォームのアップグレード................. 96
2018.3 へのプラットフォームのアップグレード........................................................................................................96
SDSoC Tcl コマンドの Vivado プロパティへのマップ................................................................................................97

付録 D: SDSoC プラットフォーム デバイスの変更...................................................................... 98
プラットフォーム DSA の編集..................................................................................................................................... 98
新規プラットフォームの作成.....................................................................................................................................104

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  3

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=3


付録 E: SDSoC プラットフォームの例..................................................................................................107
MicroBlaze ハードウェア要件................................................................................................................................... 107
例: SDSoC プラットフォームのダイレクト I/O........................................................................................................ 109
例: プラットフォーム IP AXI ポートの共有...............................................................................................................117

付録 F: その他のリソースおよび法的通知.........................................................................................120
ザイリンクス リソース............................................................................................................................................... 120
Documentation Navigator およびデザイン ハブ.................................................................................................... 120
参考資料...................................................................................................................................................................... 120
トレーニング リソース............................................................................................................................................... 121
お読みください: 重要な法的通知...............................................................................................................................121

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  4

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=4


第 1 章

概要
SDSoC™ (Software-Defined System-on-Chip) 環境は、Zynq® UltraScale+™ MPSoC または Zynq®-7000 SoC デバイス
にヘテロジニアス エンベデッド システムをインプリメントするのに必要なツールです。この文書は、Vivado® Design
Suite で生成されたハードウェア デザインを使用して、Eclipse ベースの SDx™ 統合設計環境 (IDE) で SDSoC プラット
フォームを作成する方法について説明します。

図 1:   プラットフォーム コンポーネント

DSA: - IP インテグレーター ブロック 
             デザイン
           - HW アクセラレータ用
             宣言済み板ーフェイス 
            - メタデータ
プリビルド (オプション)
   - bitstream.bit, platform.hdf
   - apsys_0.xml, partitions.xml
   - portinfo.c, portinfo.h
ザイリンクス デバイス
   - Zynq UltraScale+ MPSoC
   -  または Zynq-7000 SoC

ハードウェア コンポーネント

OS: - Standalone
              SW: fsbl.elf, pmufw.elf*, lscript.ld
                      standalone.bif, meta-data, samples (オプション)
        - Linux
              SW: fsbl.elf, pmufw.elf*, bl31.elf*, u-boot.elf
                      linux.bif, meta-data, samples (オプション)
        - FreeRTOS
              SW: fsbl.elf, pmufw.elf*, lscript.ld
                      freertos.bif, meta-data, samples (オプション)
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*Zynq UltraScale+ MPSoC のみ
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プラットフォームのコンセプトは、SDSoC アプリケーションを構築するハードウェアおよびソフトウェア コンポー
ネント、メタデータを定義するので、SDSoC 環境には不可欠です。上記の図は、プラットフォームとそのコンポーネ
ントを示しています。SDSoC プラットフォームでは、基盤となるハードウェア/ソフトウェア アーキテクチャのほか、
アプリケーション コンテンツ (プロセッサ 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、オペレー
ティング システム (ベアメタルの可能性大) を使用したソフトウェア ランタイム、ブートローダー、プラットフォーム
ペリフェラルのドライバー、およびルート ファイル システムを含む) が定義されます。SDx IDE で作成されるプロジ
ェクトでは、すべて特定のプラットフォームがターゲットにされ、アプリケーション専用のハードウェア アクセラレ
ータおよびデータ モーション ネットワークを使用してカスタマイズされます。
プラットフォーム開発者は、まず Vivado Design Suite およびその IP インテグレーター デザイン キャンバスを使用し
てハードウェア デザインをインプリメントして、プラットフォームのハードウェア コンポーネントを設計します。IP
インテグレーター ブロック デザインの作成には、sds++/sdscc (sds++ と呼ぶ) システム コンパイラで使用できる
ようにイネーブルになったプラットフォーム インターフェイスが、生成されたアクセラレータおよびデータ ムーバー
の接続点として使用されます。このハードウェア デザイン コンポーネントとそのメタデータがデバイス サポート ア
ーカイブ (DSA) にまとめられます。DSA には、Vivado IP インテグレーター デザインのほか、必要なプロセッサとメ
モリ システム コンフィギュレーション、すべてのボード インターフェイスと I/O 接続が含まれます。プラットフォー
ム ID およびインターフェイス コンフィギュレーションなどのプラットフォーム プロパティも DSA で定義されます。
プラットフォーム開発者は、プラットフォームの立ち上げに使用するブートローダーとターゲット オペレーティング
システムも提供する必要があります。プラットフォームには、オプションでアプリケーションとリンクするためのソ
フトウェア ライブラリが含まれます。プラットフォームで Linux ターゲット オペレーティング システムがサポート
される場合は、PetaLinux ツールを使用して Linux カーネルをコンフィギュレーションおよびビルドし、U-Boot ブー
トローダーおよびルート ファイル システムを生成できます。ザイリンクス SDK には、プラットフォームのソフトウ
ェア コンポーネント開発用のカスタマイズ可能なコード テンプレートが含まれます。SDx IDE を使用しても、ソフト
ウェア コンポーネントは生成できますが、SDK または PetaLinux ツールを直接使用してカスタマイズすることをお勧
めします。
プラットフォームは、SDx プラットフォーム プロジェクトで使用できるようにハードウェアおよびコンポーネントを
生成またはまとめても作成できます。SDx ツールでは、既存のプラットフォームを新規プラットフォームの基盤とし
て使用したり、ユーザーの提供する入力 DSA で定義したハードウェアを使用したりできます。同様に、SDx 環境で
は、SDx ツールの起動前に開発者の作成した既存のソフトウェア オブジェクト セットを使用したり、SDSoC プラッ
トフォーム作成プロセスの一部としてソフトウェア オブジェクトを生成できます。
この文書で説明および構築されるプラットフォーム サンプルでは、SDx ツールに含まれる ZCU102 プラットフォーム
の一部として提供されているハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを使用します。SDx プラットフォー
ム プロジェクト フローに従ってプラットフォームをアセンブルした後に、カスタム プラットフォームを構成するハ
ードウェアおよびソフトウェア コンポーネントのビルド方法を説明します。

第 1 章: 概要

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  6

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=6


第 2 章

SDSoC プラットフォームの作成
SDx™ IDE は、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アセンブルするため
に使用します。次はプラットフォーム生成のデザイン フローで、その後のプラットフォーム作成例でも使用していま
す。
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図 2:   プラットフォーム生成のデザイン フロー

プラットフォーム 
プロジェクトを作成

プラットフォームを生成

デフォルト システム 
コンフィギュレーション 

& ドメイン

プラットフォーム 
コンフィギュレーション

設定

システム 
コンフィギュレーション

設定

ドメイン 
コンフィギュレーション

設定

コンフィギュレーション
を編集?

ハードウェア仕様を選択
(DSA または既存プラットフォーム)

システム 
コンフィギュレーション

を追加
ドメインを追加

Y

N

X22269-013119

SDx プラットフォーム プロジェクトを作成する際は、プラットフォーム コンフィギュレーション、システム コンフ
ィギュレーション、およびドメインの設定を選択します。SDx IDE で反復および定義されるので、プラットフォーム
には複数のシステム コンフィギュレーションおよびドメインを含めることができます。プリビルド データのプラッ
トフォーム設定を使用すると、ソフトウェア ソリューション (ハードウェア アクセラレータの必要ない、または作成
しない) を作成する際に、ハードウェア ビットストリームまたはその自動生成を含めることができ、ハードウェア ビ
ルド時間を節約できます。システム コンフィギュレーション設定では、必要なプラットフォーム ソフトウェア コン
ポーネントを生成したり、プリビルドのソフトウェア コンポーネントを参照したりできます。次に、ソフトウェア コ
ンポーネントの ELF (Exectuable and Linkable Format)、BIF (Boot Image Format)、FIT (Flattened Image Tree) イメージ
ファイルをリストします。ドメイン設定からは、プロセッサ、オペレーティング システム、およびランタイム環境を
選択できます。
• Zynq® UltraScale+™ MPSoC

第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成
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○ FSBL (ELF)

○ PMU (ELF

○ BL31 (ELF)

○ U-BOOT (ELF) - Linux ターゲット用
○ LINUX image.ub (FIT) - Linux ターゲット用
○ BOOT ファイル コンポーネント (BIF)

• Zynq®-7000 SoC

○ FSBL (ELF)

○ U-BOOT (ELF) - Linux ターゲット用
○ LINUX image.ub (FIT) - Linux ターゲット用
○ BOOT ファイル コンポーネント (BIF)

生成されると、SDSoC プラットフォームのファイル システム レイアウトが次の図のような構造になります。

第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成
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図 3:   典型的な SDSoC プラットフォームのディレクトリ構造

<platform>

hw Top Platform File
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<platform>.spfm
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main.cpp

application
2

description.json
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SystemConfig2

SystemConfig3...

(e.g.Linux)

(e.g.Standalone, 
FreeRTOS)

X20179-013119

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。
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 description.json 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、第 5 章: 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。
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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、第 3 章: プラット
フォーム ハードウェア コンポーネントの作成に示すような DSA ハードウェア定義と、第 4 章: プラットフォーム ソ
フトウェア コンポーネントの作成に示すようなソフトウェア ファイルが必要です。

SDx ワークスペースの使用
重要: Linux ホストは、SDSoC™ プラットフォームの開発に強く推奨され、またターゲットの Linux OS をサポートす
るプラットフォームを作成するには必須です。
1. スクトップ アイコンまたはコマンド ラインから、次のいずれかの方法で SDx™ IDE を起動します。

• コマンド プロンプトから次のいずれかのコマンドを使用します。
sdx

または
sdx -workspace <workspace_name>

• [SDx] アイコンをダブルクリックしてプログラムを開始します。
• Windows OS の [スタート] メニューから起動します。

2. SDx IDE が開き、次の図に示すワークスペースを選択するダイアログ ボックスが表示されます。
図 4:   SDx ワークスペースの指定

重要: SDx コマンドを入力するため新しいシェルを開いた場合は、まず settings64 および setup スクリプトをツ
ール環境に読み込みます。Windows では、コマンド ライン シェルから settings64.bat ファイルを実行します。
詳細は、『SDSoC 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』 (UG1294) を参照してください。
SDx ワークスペースは、プロジェクト、ソース ファイル、ツールでの処理結果を含むフォルダーです。プロジェクト
ごとに個別のワークスペースを定義したり、プロジェクトのタイプ別にワークスペースを定義したりできます。
SDSoC プロジェクトのワークスペースを定義するには、次の手順に従います。
1. [Browse] ボタンをクリックしてワークスペースを指定するか、[Workspace] フィールドに適切なパスを入力しま

す。
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 SDx を起動したときにこのダイアログ ボックスは表示されなくなります。
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3. [Launch] をクリックします。
ヒント: 現在のワークスペースを変更するには、SDx IDE で [File] → [Switch Workspace] クリックします。

これで SDx ワークスペースが作成されたので、プロジェクトを含めます。プラットフォームおよびアプリケーション
プロジェクトが作成され、SDSoC プラットフォームを作成する SDx ツール フローが記述されます。
SDx IDE は、次のユーザーの選択した 3 つのタイプを使用したワークスペースを作成します。
• アプリケーション プロジェクト
• プラットフォーム プロジェクト
• ライブラリ プロジェクト
次のセクションでは、プラットフォームおよびアプリケーション プロジェクトを使用して SDSoC プラットフォーム
例を構築する方法について説明します。

SDSoC プラットフォーム プロジェクトの作成
この章では、SDx インストール ツリーからのファイルを使用して 2 つのプラットフォーム プロジェクトを作成しま
す。1 つ目のプラットフォームは Standalone 用で、プラットフォームを作成するのに必要なファイルと使用するファ
イルを示します。2 つ目のプラットフォームは同じフローですが、ターゲット ハードウェアで Linux を実行するプラ
ットフォームのものです。通常、Linux および Standalone システム コンフィギュレーションは 1 つのプラットフォー
ムに共存可能なので、別々のプラットフォーム プロジェクトにする必要はありません。SDx ツールに含まれる
ZCU102 プラットフォームから読み込んだファイルを使用して、プラットフォーム プロジェクト フローで新しいプラ
ットフォームを作成します。この後の章では、Vivado® Design Suite を使用してプラットフォームのハードウェア コ
ンポーネントを作成し、SDx IDE を使用して Standalone および Linux アプリケーションのソフトウェア コンポーネン
トを作成する方法を説明します。
• プリビルド ファイルを使用したプラットフォーム アセンブル

第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成
• ハードウェアのビルド

第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネントの作成
• ソフトウェアのビルド

第 4 章: プラットフォーム ソフトウェア コンポーネントの作成
ヒント: サンプル プラットフォーム ファイルは、SDx ツールソフトウェア インストール ディレクトリ
(<SDx_Install_Dir>/platforms) に含まれています。

プリビルドのハードウェアおよびソフトウェアを使用した Standalone ドメインの定義
SDx IDE を起動したら、ウェルカム画面または SDx メニュー バーで [File] → [New] → [SDx Platform Project] をクリッ
クし、新しい SDSoC プラットフォームを定義します。[New Platform Project] ダイアログ ボックスが開き、プロジェ
クト名を入力する画面が表示されます。この ZCU102 ベースの例では、プロジェクト名を platform_1 に指定しま
す。
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図 5:   [New Platform Project] ダイアログ ボックス

[Next] をクリックし、次の画面へ進んで、プラットフォームのハードウェア仕様のソースを選択します。プラットフ
ォームのハードウェア コンポーネントのソースとして、DSA を使用するか、既存プラットフォームを使用するかを選
択します。この例の場合は DSA を選択します。
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図 6:   新規プラットフォーム ソースの指定 - DSA または既存プラットフォーム

[Next] をクリックし、[Hardware Specification] に 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。Vivado Design Suite を使用して新しいプラットフォームの DSA を
作成することもできます。DSA の作成方法の詳細は、第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネントの作成
を参照してください。この例の場合は、 <SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/hw/zcu102.dsa の
ZCU102 の DSA を使用します。
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図 7:   プラットフォーム ハードウェア仕様

[Operating system] と [Processor] は [standalone] と [psu_cortexa53_0] のままにしておきます。
[Finish] をクリックして、プラットフォーム プロジェクトを作成します。
プラットフォーム コンフィギュレーション設定が SDx IDE の編集エリアに開きます。この例の場合、
<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102 に含まれる SDx ツールで提供される ZCU102 プラットフォーム用に
プリビルドされたハードウェア コンポーネントとソフトウェア コンポーネントを使用します。プラットフォーム コ
ンフィギュレーション設定で [Use existing pre-built data] をオンにし、[Prebuilt Data] に <SDx_Install_Dir>/
platforms/zcu102/sw/prebuilt パスを指定します。
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図 8:   プラットフォーム コンフィギュレーション設定

ソフトウェア ファイル、ポート インターフェイス仕様およびビットストリームを含むプリビルド データを使用した
プラットフォームを使用すると、ソフトウェア アプリケーションがハードウェア アクセラレーションされた関数を開
始しないので、すばやくコンパイルおよび実行できます。
システム コンフィギュレーション画面で [sysconfig1] をクリックします。[Use pre-built software components] をオ
ンにし、[Boot Directory] に <SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/a53_standalone/boot を指定しま
す。[BIF File] を <SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/a53_standalone/boot/standalone.bif
に設定します。
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図 9:   システム コンフィギュレーション設定

ドメイン設定画面で [psu_cortexa53_0] をクリックします。この例の場合はドメイン設定は変更しませんが、この画
面ではボード サポート パッケージ、アプリケーション リンカー スクリプト、含まれるライブラリの設定を変更でき
ます。
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図 10:   ドメイン コンフィギュレーション設定

この段階で、ZCU102 の Standalone プラットフォームを作成するのに必要なファイルすべてへの参照が設定されまし
た。[Quick Links - #3 Generate Platform] をクリックし、プラットフォーム生成プロセスを終了します。プラットフォ
ームが生成されたら、そのプラットフォームをターゲットにした SDx アプリケーションをビルドします。

プリビルドのハードウェアおよびソフトウェアを使用した Linux ドメインの定義
Linux アプリケーションの SDSoC プラットフォームを作成する例として、ZCU102 プラットフォームからのソース フ
ァイルを再び使用し、platform_1 と同じワークスペースに 2 つ目のプラットフォーム platform_2 を新しく作成
します。メニュー バーで [File] → [New] → [SDx Platform Project] をクリックして新しいプラットフォーム プロジェ
クトを作成します。<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/hw/zcu102.dsa に含まれる先ほどと同じ
ZCU102 の DSA を使用します。[Operating system] に [linux] を [Processor] に [psu_cortexa53] を選択します。
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図 11:   プラットフォーム ハードウェア仕様

プラットフォーム コンフィギュレーション設定で [Use existing pre-built data] をオンにし、[Prebuilt Data] に
<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/prebuilt パスを指定します。
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図 12:   プラットフォーム コンフィギュレーション設定

[linux on psu_cortexa53] をクリックして Linux ドメイン設定を表示したら、ダイアログ ボックスの 「The linux domain
is not configured. Click here to update」 部分の [Click here] リンクをクリックします。
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図 13:   Linux ドメイン設定

ドメイン設定ダイアログ ボックスで、[Use pre-built software components] をオンにし、[Boot Directory] に
<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/a53_linux/boot を指定します。[BIF File] を
<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/a53_linux/boot/linux.bif に設定します。

図 14:   Linux ブート ファイルおよび BIF ファイル

linux_domain コンフィギュレーション設定画面には、次の項目を指定するための追加フィールドが表示されるように
なります。
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• Linux イメージ ディレクトリ
• sysroot

ZCU102 プラットフォームからの既存の Linux ファイル (image.ub) は指定された image ディレクトリから参照さ
れます。このドメイン設定画面で参照しておくと、オプションで sysroot をプラットフォームに関連付けることがで
きます。
プラットフォームに sysroot を付けておくと、SDx IDE でインクルード パス、ライブラリ パスおよびその他のオプシ
ョンを指定する際に、デフォルトの sysroot オプションを含む makefile を使用して Linux アプリケーションを作成で
きます。SDx IDE で指定した sysroot ディレクトリは、PetaLinux で生成された sysroot インストーラー (sdk.sh.) を
実行すると作成できます。
[linux_domain] ビューで <SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102/sw/a53_linux/a53_linux/image の
Linux イメージを指定します。

図 15:   設定済み Linux ドメイン設定

sysconfig1 システム コンフィギュレーション設定は、[Boot Directory] および [Bif File] に入力した Linux ドメイン設定
により自動的に生成されます。
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図 16:   Linux システム コンフィギュレーション設定

この段階で、ZCU102 の Linux プラットフォームを作成するのに必要なファイルすべてへの参照が設定されました。
[Quick Links - #3 Generate Platform] をクリックし、プラットフォーム生成プロセスを終了します。プラットフォーム
が生成されたら、そのプラットフォームをターゲットにした SDx アプリケーションをビルドします。
プラットフォームが生成されると、SDx の [Project Explorer] および [Assistant] ビューは次のようになります。
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図 17:   プラットフォーム生成後

プラットフォーム テスト用の SDSoC アプリケーション プロジェクトの定義
SDx IDE には、SDSoC プラットフォームで実行するアプリケーションを作成するためのコンパイル ツールおよびサン
プル コード テンプレートが含まれます。SDx に含まれる Array zero_copy コード テンプレートを使用して、
Standalone (platform_1) および Linux (platform_2) プラットフォームのサンプル アプリケーションを作成しま
す。
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コンパイル ログには、アプリケーションをビルドするために実行されたコマンドが含まれるので、ビルド プロセス中
の動作のシーケンスを確認するのに便利です。データ モーション ネットワーク レポートには、アクセラレーション
された関数がリストされ、引数のマップ方法とプラットフォーム インターフェイスへの接続方法が示されます。各引
数に使用されたデータ ムーバーのタイプもリストされます。
上記のセクションで作成した Standalone および Linux プラットフォームを含む SDx ワークスペース
(sdx_workspace) を再利用します。
メニュー バーから [File] → [New] → [SDx Application Project] をクリックして、SDx アプリケーション プロジェクトを
新しく作成します。[New SDx Application Project] ダイアログ ボックスが開き、プロジェクト名を入力する画面が表
示されます。この ZCU102 ベースの例では、プロジェクト名を app_standalone に指定します。

図 18:   [New SDx Application Project] ダイアログ ボックス

[Next] をクリックし、[Platform] ページに進みます。このプラットフォームは作成したときに Standalone ドメイン用
にコンフィギュレーションしたので、platform_1 [custom] を選択します。
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図 19:   アプリケーション プラットフォームの選択

[Next] をクリックし、[System Configuration] ページに進みます。この設定はデフォルト ([System configuration]:
sysconfig1、[Runtime]: C/C++、[Domain]: standalone on psu_cortexa53_0) のままにしておきます。
platform_1 は作成したときに、単一の Standalone ドメインを含む単一のシステム コンフィギュレーションを使用
してコンフィギュレーションしました。その他のシステム コンフィギュレーションまたはドメインがプラットフォ
ームにある場合は、この [System Configuration] ページでそれらを使用するようにカスタマイズできます。
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図 20:   アプリケーションのシステム コンフィギュレーション

[Next] をクリックして [Templates] ページに進み、アプリケーションのコード ベースに [Array zero_copy] 例を選択し
ます。
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図 21:   アプリケーション テンプレート

[Finish] をクリックし、テンプレート コードを SDx アプリケーションに追加します。編集エリアには、ハードウェア
アクセラレーションに選択された関数を含むアプリケーション プロジェクト設定が表示されるようになります。
[Project Explorer] および [Assistant] ビューには、新しい app_standalone アプリケーションが表示されるようにな
ります。
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図 22:   アプリケーション プロジェクト設定
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図 23:   [Project Explorer] ビュー

[Assistant] ビューの [app_standalone [SDSoC]] リストを展開し、[Debug [Hardware]] を右クリックして [Build] を選択
して app_standalone アプリケーションをビルドします。
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図 24:   アプリケーションのビルド - [Assistant] ビュー

アプリケーションがビルドされると、データ モーション ネットワーク レポートとコンパイル ログが [Assistant] ビュ
ーから確認できるようになります。コンパイル ログには、アプリケーションをビルドするために実行されたコマンド
が含まれるので、ビルド プロセス中の動作のシーケンスを確認するのに便利です。データ モーション ネットワーク
レポートには、アクセラレーションされた関数がリストされ、引数のマップ方法とプラットフォーム インターフェイ
スへの接続方法が示されます。各引数に使用されたデータ ムーバーのタイプもリストされます。
ターゲット ハードウェアでアプリケーションをブートおよび実行するためのファイル セットが生成され、[SD Card
Image] を右クリックして [Open] → [Open in Project Explorer]、[Open] → [Open in File Browser]、または [Open] →
[Open in Terminal] をクリックするとアクセスできるようになります。これらのファイルを FAT32 フォーマットの
SD カードにコピーしてターゲット ハードウェア (この例の場合は ZCU102) をブートするのに使用し、アプリケーシ
ョン コードを実行して生成されたプラットフォームをテストします。
[Array zero_copy] サンプル テンプレートを使用して先ほど生成した Linux プラットフォーム (platform_2) をテス
トする方法は、Standalone フローと同様です。ワークスペースを再び再利用して、app_linux という名前の別の SDx
アプリケーション プロジェクトを追加し、platform_2 の Linux システム コンフィギュレーションを使用します。
アプリケーションが問題なくビルドされると、[Project Explorer] および [Assistant] ビューは次のようになります。
sd_card ディレクトリの中身は、ターゲット ハードウェアで Linux アプリケーションをブートおよび実行するため
に使用されます。
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図 25:   Linux アプリケーション ビルド後の [Project Explorer] ビュー

第 2 章: SDSoC プラットフォームの作成

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  32

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=32


図 26:   Linux アプリケーション ビルド後の [Assistant] ビュー

プラットフォームのクエリ
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 IDE の
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 platform 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。
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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>

次のプラットフォーム プロパティは、sds++ -sds-pf-info zcu102 コマンドを実行したあとにレポートされま
す。
Platform Information
====================
Name: zcu102

Device
------
 Architecture: zynquplus
       Device: xczu9eg
      Package: ffvb1156
  Speed grade: -2

System Clocks
-------------
  Clock ID   Frequency
 ----------|------------
            1199.880127
         0    74.992500
         1    99.990000
         2   149.985000
         3   199.980000
         4   299.970000
         5   399.960000
         6   599.940000

Platform:    zcu102 (<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102)

Description: 
A basic platform targeting the ZCU102 evaluation board, which includes
4GB of DDR4 for the Processing System, 512MB of DDR4 for the Programmable
Logic, 2x64MB Quad-SPI Flash and an SDIO card interface. More information
at https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-u1-zcu102-g.html
    
Available system configurations:
  a53_linux (a53_linux)
  a53_standalone (a53_standalone)
  r5_standalone (r5_standalone)
 
System Ports
 
Use the system port name in a sysport pragma, for example 
#pragma SDS data sysport(parameter_name:system_port_name)
 
System Port Name (Vivado BD instance name, Vivado BD port name)
ps_e_S_AXI_HPC0_FPD (ps_e, S_AXI_HPC0_FPD)
ps_e_S_AXI_HPC1_FPD (ps_e, S_AXI_HPC1_FPD)
ps_e_S_AXI_HP0_FPD (ps_e, S_AXI_HP0_FPD)
ps_e_S_AXI_HP1_FPD (ps_e, S_AXI_HP1_FPD)
ps_e_S_AXI_HP2_FPD (ps_e, S_AXI_HP2_FPD)
ps_e_S_AXI_HP3_FPD (ps_e, S_AXI_HP3_FPD)

詳細は、『SDx コマンドおよびユーティリティ リファレンス ガイド』 (UG1279) を参照してください。
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第 3 章

プラットフォーム ハードウェア コンポー
ネントの作成

プラットフォームのハードウェア コンポーネントには、SDx™ 環境からアクセラレーションされたハードウェア関数
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 Vivado® 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、SDSoC プラットフォームで使用されるデバイス サポート アーカイブ (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 コマンドは、Vivado プラットフォーム プロジェクト データおよび関連ファイルを DSA ファイルにアー
カイブし、プラットフォームのハードウェア コンポーネントを定義します。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。
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図 27:   プラットフォーム ハードウェア コンポーネントのデザイン フロー

アクセラレータ & データ ムーバーの
インターフェイスを宣言

Vivado を起動

IP インテグレーター ブロック 
デザインを作成

プロセッサ、クロック、リセット、
割り込み用の IP を含有

ブロック デザインをビルド

デバイス サポート アーカイブ (DSA) 
を記述

DSA を検証

X22057-112918

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。

第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネントの作成

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  36

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=36


ヒント: ザイリンクス 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ザイリンクス 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。

• 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 ポートに接続されている 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 プロジェクトの開始
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。
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®-7000、Zynq UltraScale+ 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。
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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、ザイリンクス 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。

DSA 生成のデザイン フロー
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 Design Suite IDE を起動します。
2. Vivado Design Suite ホーム画面で [Quick Start] → [Create Project] リンクをクリックするか、Vivado Design Suite

メニュー バーの [File] → [Project] → [New] をクリックして、New Project ウィザードを起動します。デフォルト
のプロジェクト名 project_1 を使用します。

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. [RTL Project] タイプを選択し、[Default Part] ページに進み、SDSoC プラットフォームで使用するザイリンクス

デバイスまたはサポートされるボードを選択します。この例の場合は、ZCU102 を使用します。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。

4. Vivado Design Suite IDE でプロジェクトが開いたら、[Flow Navigator] の [IP Integrator] の下の [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。デフォルト設定のままにします。ブロック デザ
インは design_1 という名前になります。

5. IP インテグレーター キャンバスで [Add IP (+)] アイコンを使用してエンベデッド プロセッサ IP をインスタンシ
エートします。この例の場合、Zynq を検索し、Zynq UltraScale+ MPSoC を選択します。[Block Automation] を実
行し、[Apply Board Preset] オプションを使用します。必要に応じて、IP カタログまたはカスタム IP から IP を追
加します。次の図は、すべて追加した後の IP インテグレーター デザインを示しています。IP ブロックおよび接
続が前述のハードウェア要件を満たすように追加されています。
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. a. Clocking Wizard

i. 次の 3 つの PL クロックを生成するように出力クロックをカスタマイズします。
i. clk_out1 は 100 MHz、clk_out2 は 200 MHz、および clk_out3 は 300 MHz

ii. Reset Type = Active Low

b. Processor System Reset

i. 3 つのインスタンスを追加し、3 つの PL クロックそれぞれにリセットを指定します。
ii. clk_out1 に proc_sys_reset_0 を、clk_out2 に proc_sys_reset_1 を、clk_out3 に proc_sys_reset_2 を接続

します。
iii. すべての dcm_locked 入力を clk_wiz_0 locked 出力に接続します。
iv. すべての ext_reset_in 入力をプロセッサ ブロックの pl_resetn0 出力に接続します。
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c. Concat

i. Number of Ports = 1 に設定します。
d. zynq_ultra_ps_i_0 PCW 設定を編集します。

i. PS-PL Configuration > PS-PL Interfaces > Master Interface

i. AXI_HPM0_FPD をオフにします。
ii. AXI_HPM1_FPD をオフにします。

7. [Platform Interfaces] タブまたは Tcl コマンドのいずれかを使用してインターフェイス ポートに PFM プロパティ
を設定し、sds++ システム コンパイラで使用するプラットフォーム インターフェイスを宣言します。

8. 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。
9. 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)。
10. [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。
11. [Create HDLWrapper] をクリックして最上位 RTL デザインを作成します。
12. [Export Hardware] で SDK でソフトウェア開発できるようにハードウェアをエクスポートします。SDx IDE は、

スタンドアロンおよび Linux ターゲット用のソフトウェアを生成するのにも使用できます。ソフトウェア コン
ポーネントの定義に関する詳細は、第 4 章: プラットフォーム ソフトウェア コンポーネントの作成 を参照してく
ださい。

13. プログラマブル ロジック デバイス I/O ピンを使用する場合は、I/O ポート制約を割り当てます。
14. 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)。
15. 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。
16. Vivado Design Suite の [Tcl Console] ウィンドウで 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。

IP インテグレーターを使用したロジック デザイン
Vivado Design Suite 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 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、Zynq UltraScale+ 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。
次は、「DSA 生成のデザイン フロー」セクションの方法を使用した ZCU102 ボード パーツに基づいたカスタム プラ
ットフォームを示しています。各図のタイトルと設定の説明をガイドとして使用し、3 つの PL クロック、必須のプラ
ットフォーム IP、およびプラットフォーム プロパティを含むハードウェア デザインを作成してください。
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図 28:   プロジェクトのデフォルト パーツの選択

図 29:   IP インテグレーター ブロック デザインへのプロセッサの追加
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図 30:   ボード オートメーションの実行

図 31:   プリセットの適用

ZCU102 ボード プリセットを適用すると、 Processor Configuration Wizard (PCW) を使用してプロセッサ ブロックを
さらにカスタマイズできます。zynq_ultra_ps_e_0 をダブルクリックして、カスタマイズ ウィザードを開始します。
PL-PS 割り込みのパスが存在することを確認します。次の PCW の図は、プロセッサへの IRQ0[0-7] 入力がイネーブ
ルになっていることを示します。[AXI HPM0 FPD] および [AXI HPM1 FPD] マスターの PS-PL インターフェイスをオ
フにして、アクセラレータ接続に使用できるようにします。
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図 32:   Processor Configuration Wizard (PCW) の編集の適用

PCW 設定を適用すると、Clocking Wizard および Processor Sysetem Reset IP ブロックを追加およびカスタマイズし
ます。
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図 33:   Clocking Wizard を使用した出力クロックの追加
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図 34:   クロックおよびプロセッサ リセット ブロック

図 35:   コネクション オートメーションの実行
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図 36:   割り込みをカスタマイズする Concat ブロック
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図 37:   完成したカスタム プラットフォームの IP インテグレーター ハードウェア デザイン

ブロック デザインが終了したら、プラットフォーム プロパティを別のインターフェイスに適用して SDx 環境内のハ
ードウェア関数で使用できるようにできます。
IP インテグレーターを使用したブロック デザインの作成の詳細、およびプラットフォーム プロパティをブロック デ
ザインで使用可能なインターフェイスに適用する方法は、『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。
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プラットフォーム (PFM) インターフェイスおよびプ
ロパティの定義
Vivado Design Suite で IP インテグレーター ハードウェア ブロック デザインを完成させたら、クロッキング (Clocking
Wizard)、割り込み (Concat)、リセット (Processor System Reset)、およびプロセッサ (Zynq UltraScale+ MPSoC) AXI イ
ンターフェイスなどの IP ブロックにプラットフォーム (PFM) プロパティを宣言して追加する必要があります。これ
で、これらの宣言済みインターフェイスが SDx 環境内でハードウェア関数に使用できるようになります。ブロック デ
ザインの [Platform Interfaces] タブを使用すると、最もシンプルで簡単にこれらのインターフェイスおよびプロパティ
を宣言できます。[Platform Interfaces] タブは、Vivado メニュー バーから [Window] → [Platform Interfaces] をクリッ
クし、[Enable platform interfaces] リンクをクリックすると表示できます。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。PFM プロパティを設定するために実行された Tcl コマンドも参照用に表示されま
す。

図 38:   [Platform Interfaces] タブの表示

これで [Platform Interfaces] タブが開きます。
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図 39:   [Platform Interfaces] タブでのインターフェイスのイネーブル

[Enable platform interfaces] リンクをクリックすると、PFM_NAME プロパティが自動的に生成され、SDx 環境内のハ
ードウェア アクセラレータに使用できるインターフェイスすべてがリストされます。
プラットフォームのベンダー、ライブラリ、名前、およびバージョンは、[Source File Properties] ウィンドウのブロッ
ク デザインのプロパティから変更できます。次の図のように、[Sources] ウィンドウでブロック デザインを選択し、
[Source File Properties] で PFM_NAME プロパティを表示します。PFM_NAME フィールドの鉛筆アイコンをクリッ
クすると、プラットフォームのベンダー、ライブラリ、名前、およびバージョンを編集および設定できます。
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図 40:   PFM_NAME の設定: 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

[Platform Interfaces] タブには、プラットフォーム特有プロパティを持つブロック デザインで使用可能なインターフェ
イスすべてが表示されるようになります。インターフェイスをイネーブルにするには、そのインターフェイスを右ク
リックし、[Enable] をクリックします。ZCU102 ハードウェア デザインの例の場合は、次に示すように
zynq_ultra_ps_e_0、clk_wiz_0、および xlconcat_0 ポートをイネーブルにします。
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図 41:   プラットフォームでのインターフェイスのイネーブル

図 42:   Clocking Wizard インターフェイスのイネーブル
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図 43:   Concat ブロックの割り込みインターフェイスのイネーブル

プラットフォームのデフォルトの PL クロック設定は必須で、[Platform Interfaces] ビューで必要なクロックを選択し、
選択したクロックの [Platform Interface Properties] ダイアログ ボックスの [Options] タブをクリックします。
[is_default] プロパティに関連するチェック ボックスをクリックして、設定を切り替えます。
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図 44:   デフォルト クロックの設定

残りの手順を実行し、ハードウェアをビルドして、DSA を生成します。この章の残りの部分では、プラットフォーム
プロパティの詳細とハードウェア デザインのインプリメント方法について説明します。
1. IP インテグレーター キャンバスで右クリックして [Validate Design] をクリックし、IP インテグレーター ブロッ

ク デザインに問題がないかどうかを検証します。
2. [Sources] タブで design_1.bd を右クリックし、[Generate Output Products] をクリックします。デフォルトの

[Out of context per IP synthesis] オプションと run 設定を使用したら、[Generate] をクリックします。
3. [Sources] タブで design_1.bd を右クリックし、[Create HDL Wrapper] をクリックします
4. Flow Navigator で [Program and Debug] → [Generate Bitstream] をクリックします
5. [File] → [Export] → [Export Hardware] をクリックし、プロジェクトのハードウェア記述ファイルを記述します。

[Export Hardware] ダイアログ ボックスで [Include bitstream] を選択します。
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6. [Tcl Console] ウィンドウで DSA を記述して検証します。
• write_dsa design_1.dsa

• validate_dsa design_1.dsa

IP インテグレーターを使用したブロック デザインの作成の詳細、およびプラットフォーム プロパティをブロック デ
ザインで使用可能なインターフェイスに適用する方法は、『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。

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]

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 zcu102 [get_files zcu102.bd]

これは PFM_NAME: vendor:library:zcu102:1.0 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。
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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。
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。

○ 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。

重要: ACE および ACP ポートは Zynq UltraScale+ MPSoC プラットフォームではサポートされません。ただし、ACP
は Zynq-7000 SoC プラットフォームでサポートされます。
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Zynq UltraScale+ デバイスの HPC ポートのキャッシュ コヒーレンシ サポート
2018.2 の動作 (キャッシュを一掃してコヒーレンシなし) が想定される HPC ポートを使用するプラットフォームで
は、ポートのラベルを S_AXI_HPC ではなく、S_AXI_HP にする必要があります。どちらも HP ポートのように動作し
ますが、コヒーレンシをイネーブルにするのは、S_AXI_HPC のラベルが付いたポートだけです。プラットフォームを
作成する場合は、次に示すように BIF ファイルをコヒーレンシをイネーブルにした HPC ポート用に調整する必要もあ
ります。
これは、レジスタが APU がリセット状態でなくなる前に書き込まれるようになるので、Linux ブートに推奨される方
法です。
Boot ROM を使用すると、ブート イメージの init 値を使用してレジスタを記述できます。この init 値は、Bootgen で
ブート イメージに追加できます。次の bootgen の BIF ファイルからのコード例は、init 値を含むファイルの追加を示
しています。
//arch = zynqmp; split = false; format = BIN
the_ROM_image:
{
   ...
   [init]<path>\regs.init
}

次のコードの行は、regs.init ファイルに含まれるべき init 値により、外側の共有可能なトランザクションが CCI
にブロードキャストされるようになることを示しています。
.set. 0xFF41A040 = 0x3;

詳細は、Zynq UltraScale+ MPSoC キャッシュ コヒーレンシの Wiki ページを参照してください。

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。
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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。

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]

AXI4 -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
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- S_AXIS: 高パフォーマンスの AXI スレーブ ポート
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" } \
# 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 \
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"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、ザイリンクス SDSoC 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 合成の 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 45:   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。

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。
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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。

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。
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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.

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、適切な内容とザイリンクス SDSoC™ 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

プラットフォーム ソフトウェア コンポー
ネントの作成

概要
SDSoC™ プラットフォームのソフトウェア コンポーネントは、SDx™ IDE から直接生成できます。DSA を入力ハード
ウェア仕様として使用すると、Standalone、FreeRTOS、または Linux ターゲットに必要なソフトウェア ファイルが生
成されるように SDx プラットフォーム プロジェクトを設定できます。Linux ターゲットの場合は、SDx IDE が
PetaLinux ツールを起動して、Linux イメージと SDSoC プラットフォームを構築するのに必要なソフトウェア オブジ
ェクト ファイルを生成します。SDx IDE で使用される DSA ファイルは、Vivado® Design Suite で write_dsa コマン
ドを使用すると作成されます。
開発者は、Standalone および FreeRTOS アプリケーションの場合は ザイリンクス SDK でソフトウェアを作成し、
PetaLinux ツールを使用して Linux イメージおよびアプリケーションを作成し、SDx プラットフォーム プロジェクト
フローで SDSoC プラットフォームを構築します。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。Vivado で HDF ファイルを生成するには、[File] → [Export] → [Export
Hardware] をクリックします。
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異なるので、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。
また、すべてのソフトウェア プラットフォームに 1 つまたは複数のサンプル デザインとその使用方法も含まれます。
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プリビルド 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)。
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プラットフォームでザイリンクス Standalone 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。

SDx プラットフォーム プロジェクトの開始
この章では、SDx IDE で 2 つのプラットフォーム プロジェクトを作成して、Standalone および Linux のソフトウェア
オブジェクトおよびファイルを生成する方法について説明します。1 つ目のプラットフォームは Standalone 用で、プ
ラットフォームを作成するのに必要なファイルと使用するファイルを示します。2 つ目のプラットフォームは同じフ
ローですが、ターゲット ハードウェアで Linux を実行するプラットフォームのケースを示します。通常、Linux およ
び Standalone システム コンフィギュレーションは 1 つのプラットフォームに共存可能なので、別々のプラットフォ
ーム プロジェクトにする必要はありません。
SDx IDE を起動したら、新規ワークスペース (この例の場合は sdx_workspace_gen) を定義します。このワークスペ
ースには、SDx ツールがソフトウェア コンポーネントを生成するための 2 つのプラットフォーム プロジェクトが含
まれます。ウェルカム画面か SDx メニュー バーの [File] → [New] → [SDx Platform Project] をクリックし、1 つ目のプ
ラットフォームを Standalone をターゲットにして作成します。[New Platform Project] ダイアログ ボックスが開き、
プロジェクト名を入力する画面が表示されます。この ZCU102 ベースの例では、プロジェクト名を
platform_1_gen に指定します。

図 46:   [New Platform Project] ダイアログ ボックス

[Next] をクリックし、次の画面へ進んで、プラットフォームのハードウェア仕様のソースを選択します。プラットフ
ォームのハードウェア コンポーネントのソースとして、DSA を使用するか、既存プラットフォームを使用するかを選
択します。この例の場合は DSA を選択します。
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図 47:   新規プラットフォーム ソース - DSA

[Next] をクリックし、[Hardware Specification] に DSA ファイル名を指定します。第 3 章: プラットフォーム ハードウ
ェア コンポーネントの作成の章の例で生成した DSA ファイルを使用します。この例の場合、/tmp/vivado/
design_1.dsa にある生成済み DSA のコピーを使用します。
[Quick Link] セクションの [Generate Platform] をクリックします。プラットフォーム生成プロセスでは、Standalone
ターゲット用のソフトウェア出力ファイルすべてを生成するのに約 10 分かかります。

Standalone

Standalone ターゲットを使用すると、ソフトウェア アプリケーションがプラットフォーム内のハードウェア デザイ
ンに完全にアクセスできます。これは、ソフトウェア アプリケーションとそのハードウェア間に保護層がないので、
ベアメタルとも呼ばれます。
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図 48:   プラットフォーム ハードウェア仕様

図 49:   プラットフォーム コンフィギュレーション設定 - Standalone
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図 50:   システム コンィギュレーション設定 - Standalone

図 51:   ドメイン コンィギュレーション設定 - Standalone

Linux

Linux ターゲットには、多くの異なるハードウェア インターフェイスをサポートするために、マルチタスキング、仮
想メモリ、およびさまざまなドライバーが提供されています。複数のソフトウェア アプリケーションは同時に実行で
きるか、Linux スケジューラを介して同時に実行できるように見えることがあります。
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SDx IDE では Linux ターゲットに必要なソフトウェア ファイルも生成できます。次の図は、同じ
sdx_workspace_gen ワークスペースに platform_2_gen という名前の新しい SDx プラットフォーム プロジェク
トが含まれているところを示しています。SDx IDE は、PetaLinux ツールを起動して必要な Linux ソフトウェア オブ
ジェクトおよびファイルを生成します。Linux プラットフォーム プロジェクトを作成する前に、SDx IDE で PetaLinux
ツールへのパスを設定しておく必要があります。
PetaLinux のパスは、SDx メニュー バーから [Window] → [Preferences] → [Xilinx SDx] → [Platform Project] をクリック
すると設定できます。[Apply and Close] をクリックして設定を保存します。

図 52:   PetaLinux パス

図 53:   プラットフォーム コンフィギュレーション設定 - Linux
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図 54:   Linux ドメイン設定

図 55:   ソフトウェアの生成 - Linux

Linux ソフトウェア生成プロセスの一部として、libsds_lib.so 共有ライブラリを含むルート ファイル システム
が /usr/lib ディレクトリに含まれます。これは、SDx の [Project Explorer] の <platform_name>/export/
<platform_name>/sw/<system_name>/<domain_name>/sysroot から確認できます。Linux の
platform_2_gen 例の場合、これは platform_2_gen/export/platform_2_gen/sw/sysconfig1/
linux_domain/sysroot になります。プラットフォーム開発の際には、以前にスタティックにリンクされていたラ
イブラリがダイナミックにリンクされるようになり、ボードで実行する Linux ファイル システムに含める必要がある
ことに注意してください。
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図 56:   Linux ドメイン

図 57:   System Configuration

[Quick Link] セクションの [Generate Platform] をクリックします。PetaLinux ツールが起動されます。生成されるソ
フトウェア出力のビルド時間は、この例の場合約 1 時間かかります。
これで、カスタムの ZCU102 DSA に基づいた 2 つの SDSoC プラットフォームが問題なく生成され、SDx ツールでそ
のプラットフォームに必要なソフトウェア コンポーネントが作成されました。Standalone ターゲット用のセット
(platform_1_gen) と Linux ターゲット用の別のセット (platform_2_gen) があります。
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SDx アプリケーション (スタンドアロン) のビルド
SDx 環境には、アプリケーション コード テンプレート セットが含まれており、プラットフォームのテストやハード
ウェア アクセラレーション機能の確認などに使用できます。Standalone と Linux ターゲットのカスタム プラットフ
ォームを生成するのに同じワークスペースを使用したので、2 つの SDx アプリケーション プロジェクトが追加されて
います。Array Partitioning テンプレートは、どちらのターゲットにも使用され、ZCU102 ボードでプラットフ
ォームをテストするための SD カード イメージを作成します。

図 58:   アプリケーション プロジェクト

図 59:   プラットフォームの選択
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図 60:   System Configuration

図 61:   Array Partitioning テンプレート アプリケーション
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図 62:   アプリケーション設定

図 63:   Standalone のビルド - [Assistant] ビュー

Standalone アプリケーションを platform_1_gen を使用して作成したので、Linux の Array Partitioning アプ
リケーション プロジェクトも platform_2_gen 用に作成できます。Standalone ターゲットおよび Linux ターゲッ
ト両方用に SDx IDE で生成した SD カード イメージをブートして実行した結果は、次のようになります。
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図 64:   Linux のビルド - [Assistant] ビュー

図 65:   アプリケーション実行の出力 - Standalone
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SDx アプリケーションのビルド - Linux

図 66:   アプリケーション実行の出力 - Linux

ハードウェアのプリビルド
プラットフォームには、オプションでプリビルド コンフィギュレーションを含めることができ、SDSoC 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。これにより、ビットストリーム生成のためにプラ
ットフォームのコンパイルおよびインプリメンテーションにかかる時間がかなり節約できます。プリビルド ビット
ストリームおよびその他の必要なファイルは、ハードウェアをコンフィギュレーションするために必要に応じて使用
します。
ヒント: ハードウェア関数のない SDSoC アプリケーション プロジェクトは、プリビルド ハードウェアなしでもコン
パイルできますが、時間がかかります。プリビルド ハードウェアを使用すると、このような場合にランタイムを削減
できます。
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SDSoC プラットフォーム プロジェクトを定義する場合、付録 B: SDx IDE の用語集に示すように、プラットフォーム
に含めるプリビルド ハードウェア情報を含む [Prebuilt Data] フォルダーを指定できます。プリビルド 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
(.spfm) で指定されます。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、SDSoC プラットフ
ォームでのプリビルド 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/prebuilt

ZCU102 プラットフォームの prebuilt フォルダーには、bitstream.bit、zcu102.hdf、partitions.xml、
apsys_0.xml、portinfo.c、および portinfo.h ファイルが含まれます。
SDx IDE プラットフォーム プロジェクトの [Platform configuration settings] で [Generate prebuilt data] をオンにする
と、[Generate Platform] クイック リンクをクリックしたときに、プリビルド データが自動的に生成されるようになり
ます。Vivado の合成およびインプリメンテーションはプリビルド データ ファイルの 1 つであるビットストリームを
生成するために実行されるので、この生成プロセスの実行には追加で時間がかかります。プリビルド データを手動で
作成した場合は、[Platform configuration settings] で [Use exisiting prebuilt data] をオンにして、手動で作成したデー
タ ファイルを含むディレクトリへのパスを指定します。

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 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。
プラットフォーム開発の際には、以前にスタティックにリンクされていたライブラリがダイナミックにリンクされる
ようになり (libsds_lib.so)、ボードで実行する Linux ファイル システムに含める必要があることに注意してくだ
さい。Linux ソフトウェア生成プロセスの一部として、libsds_lib.so 共有ライブラリを含むルート ファイル シス
テムが /usr/lib ディレクトリに含まれます。PetaLinux ツールを手動で実行する場合は、このライブラリをルート
ファイル システムの一部として含める必要があります。ライブラリは、<SDX_Install_Dir>/target/
<architecture>-linux/lib に含まれます。PetaLinux でのライブラリの含有方法については、『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。
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異なるので、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、第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネントの作成 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。

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。
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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 UltraScale+ MPSoC の場合: [Device Drivers] → [Generic Driver Options] → [Size in Mega Bytes(1024)]

• Zynq-7000 SoC 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 UltraScale+ 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。
• [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)
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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 の一番下に、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。

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 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。
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次は、Zynq-7000 SoC の boot.bif ファイルの例です。
/* linux */
 the_ROM_image:
 {
   [bootloader]<fsbl.elf>
   <bitstream> 
   <u-boot.elf>
 }

次は、Zynq UltraScale+ MPSoC の BIF の例です。
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、付録 B: SDx IDE の用語集 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。

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。
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例:

samples/platforms/zcu102_axis_io/sw/a53_standalone/boot/fsbl.elf

ボード イメージ フォーマット (BIF) 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。次は、Zynq-7000 SoC のスタンドアロン boot.bif ファイルの例です。
/* 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-7000 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。

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 v10 がサポートされています。SDK では、これは最新の
freertos10_xilinx BSP ライブラリに該当します。
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 freertos10_xilinx にマップされます。OS 名を "freertos10_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。
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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

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 アプリケーションをオプションで含めることがで
きます。この場合、サンプル アプリケーションは、プラットフォームの samples ディレクトリに含まれます。各サ
ンプル アプリケーションは、典型的な SDSoC プラットフォームのディレクトリ構造および description.json で
説明されるように、samples の下位ディレクトリに含まれます。
次に、<SDx_install>/SDx/2018.x/samples/platforms/arty/samples/arty_arraycopy フォルダーの
Arty プラットフォームの array_copy サンプル アプリケーション description.json を示します。
{
        "example": "Arraycopy",
        "overview": "Implementation of an array copy core that simply reads 
from one array and 
        writes to another. By default the function arraycopy() is marked 
for hardware and you
        can build the project."
        "board": [ "arty" ],
        "os": [  "Standalone" ],
        "runtime": [  "C/C++" ],
        "accelerators": [ 
        {
            "name": "arraycopy",
            "location": "arraycopy.cpp"
        }
    ],
    "contributors" : [
        {
            "group" : "Xilinx, Inc.",
            "url" : "http://www.xilinx.com"
        }
    ],
    "revision" : [
        {
            "date" : "2018",
            "version" : "1.0",
            "description" : "Initial revision"
        }
    ]
}

description.json ファイルは JSON 形式で、キーと値の組み合わせがカンマで区切られます。JSON 値は、文字
列、配列、または入れ子になった JSON オブジェクトになります。上記の例には、次の情報が含まれます。
• 名前と説明: example (名前) は必須で、overview (説明) は推奨です。
• プラットフォーム: board はオプションですが、os および runtime は必須です。
• アクセラレータ: ハードウェア関数名とソース コード ファイルのディレクトリを指定する必要があります。
• コントリビューター: オプションでソース コード提供者の名前と説明を示します。
• リビジョン: オプションでバージョン情報を示します。
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次の表は、使用可能な属性のリストを示しています。
表 1:   description.json 属性

属性 説明
"example" GUI に表示される名前。
"overview" GUI に表示される説明。
"type" ライブラリ プロジェクトなのかアプリケーション プロジェクトなのかを表示。
"board" サポートされるプラットフォームのリスト。指定する場合、プロジェクト プラットフォームはリストのエントリと一致する必要あり。
"os" サポートされるオペレーティング システムのリスト。
"runtime" サポートされるランタイム環境のリスト。
"accelerators" ハードウェア関数名およびソース ファイルのリスト。
"exclude" サンプル プロジェクトにコピーしないファイルおよびディレクトリのリスト。
"compiler" コンパイラ オプションおよびインクルード ディレクトリを指定するための設定。
"linker" リンカー オプション、ライブラリ パス、およびライブラリを指定するための設定。
"system" システム レベルの設定。
"cmd_args" GUI の起動時に使用されるコマンド ライン引数。
"revision" リビジョンのリスト。
"contributors" サンプルの提供者/記述者のリスト。

例
"example" 属性では、SDx™ GUI に表示するサンプル アプリケーションの名前を定義します。わかりやすい記述に
する必要はありますが、長くなりすぎないようにしてください。
"example" : "Array Copy"

概要
"overview" 属性は、サンプル アプリケーションの長いテキスト記述です。値は、1 つの文字列または複数の文字列
にできます。
• 1 つの文字列

"overview" : "Shows a __median filter__ function accelerated in hardware."

• 複数の文字列
"overview" : [
    "This is the first line of the description.",
   "The description supports limited Markdown syntax,",
    "including __bold__, _italics_, and ~~strikethrough~~.",
    "- list item 1",
    "- list item 2",
]
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ヒント: この説明では、太字/斜体など、および番号付きまたは箇条書きのリストのみがサポートされます。

type

オプションの type 属性では、この example でアプリケーション プロジェクトまたはライブラリ プロジェクトのど
ちらを作成するかを示します。type 値が library の場合、共有のライブラリ プロジェクトが作成されます。それ
以外の場合は、アプリケーション プロジェクトが作成されます。
"type" : "library"

board

board 属性には、このサンプルと互換性のあるすべての開発ボード プラットフォームがリストされます。board 属性
がない場合、このサンプルはどのプラットフォームでも使用できます。サンプル アプリケーションは、現在のプラッ
トフォームがリスト内の値のどれかと一致すると使用できます。サンプルがカスタム プラットフォームと一緒に含
まれる場合は、そのカスタム プラットフォームにしか使用できないので、board を指定する必要はありません。
"board" : [
    "zc702",
    "zc706"
]

os

os 属性は、選択した SDSoC™ 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。OS 値は、
Linux、スタンドアロン、FreeRTOS などのサポートされるオペレーティング システムのリストになります。サンプル
アプリケーションは、現在のオペレーティング システムがリスト内の値のどれかと一致すると使用できます。
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。
"os" : [
    "Linux",
    "Standalone",
    "FreeRTOS"
]

runtime

runtime 属性は C/C++ など、この例でサポートされるランタイム環境を定義します。サンプル アプリケーション
は、プロジェクトのランタイムがリストの値のどれかと一致すると使用できます。たとえば、上記のサンプルの場合、
OpenCL ランタイムで動作しますが、C/C++ ランタイムでは動作しません。
次の例では、ランタイムが C/C++ の場合に選択可能なアプリケーションを定義しています。
"runtime" : [
    "C/C++"
]

accelerators

オプションの Accelerators 属性は、新規プロジェクトを作成する際に設定されるハードウェア関数のリストです。
Accelerators 属性には、複数の必須およびオプションのサブタグが含まれます。
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• name: 関数の名前を指定する必須の値。
• location: 関数を含むソース ファイルへのパスを指定する必須の値。このパスは、プラットフォーム内のサンプ

ル アプリケーション フォルダーに対して相対的に指定します。
• clkid: デフォルトの代わりに使用するアクセラレータ クロックを指定するオプションの値。
• hlsfiles: アクセラレータ呼び出しコードがほかのファイルで見つかった場合に、ソース ファイルと一緒にコン

パイルされるその他のファイルのリストを指定するオプションの値。SDSoC 環境からは Vivado® HLS が起動し、
その関数を含むソース ファイルがコンパイルされます。ソース ファイルがその他のソース ファイルに含まれる
関数によって異なる場合、hlsfile でそれらのソース ファイルを指定します。

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。
"accelerators" : [
    {
        "name" : "func1",
        "location" : "func1.cpp"
    },
    {
        "name" : "func2",
        "location" : "func2.cpp",
        "clkid” : "2",
        "hlsfiles" : [
            "func2_helper_a.cpp",
            "func2_helper_b.cpp"
        ]
    }
]

compiler

compiler 属性はオプションで、次のコンパイラ オプションを指定するのに使用します。
• includepaths: -I オプションを使用して sds++ コンパイラに渡されるサンプル アプリケーション フォルダー

への相対的なパスのセットを定義します。
• options: 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。こ

の値は、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] ボックスとして表示
されます。

• symbols: プリプロセッサ シンボルのリストを定義します。Eclipse プロジェクト ビルド設定でシンボルをシン
ボル リストに表示する場合に options の代わりに使用します。

次の例では、SDSoC 環境で -I"../src/myinclude" -I"../src/dir/include" およびコンパイラ オプション
-D MYAPPMACRO が compiler コマンドに追加されます。
"compiler" : {
    "includepaths” : [
        "myinclude",
        "dir/include"
    ]
    "options" : "-D MYAPPMACRO"
}
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linker

linker 属性はオプションで、リンク パスに指示子を追加したり、リンクするライブラリを追加するために使用しま
す。複数のリンカー設定を使用する場合は、それらを同じ linker ノードに追加する必要があります。
• librarypaths: アプリケーション ビルド ディレクトリ (コンパイルされたアプリケーションのディレクトリ) へ

の相対パスのリストを指定します。指定したパスは -L オプションを使用してリンカーに渡されます。
• libraries: リンカーに -l オプションを使用して渡される追加ライブラリを定義します。
• options: 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。値

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 ボックスにリンカーの [Miscellaneous] オプションとして表示されます。
SDSoC プロジェクトの場合、sdcard 属性を sds++ -sdcard <path> オプションを指定するために使用しま
す。SD カード パスはビルド ディレクトリに相対的に指定します。

次の設定は、-lmylib1 -lmylib2 および -L"mylibrary" オプションを追加し、リンカー コマンド ラインに -
poll-mode 1 リンカー オプションを追加し、-sdcard パスを指定しています。
"linker": {
    "options" : "-poll-mode 1",
    "libraries" : [
        "mylib1"
        "mylib2"
    ],
    "librarypaths" : [
        "mylibrary"
    ]
    "sdcard" : "../sdcard"
}

exclude

exclude 属性は、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。これ
により、アプリケーションのビルドに必要ないサンプル アプリケーション フォルダー内のファイルまたはディレクト
リを除外できます。
次の例では、SDSoC で新規プロジェクトを作成したときに、MyDir および MyOtherDir ディレクトリがコピーされ
ないほか、MyFile.txt および MyOtherFile.txt ファイルもコピーされません。
"exclude" : [
    "MyDir",
    "MyOtherDir",
    "MyFile.txt",
    "MyOtherFile.txt"
]

system

オプションの system 属性は、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 属性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。
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次の例では、SDx で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”
}

cmd_args

オプションの cmd_args は、SDSoC アプリケーションを起動したときのカスタム コマンド ラインを定義します。
cmd_args に使用できる変数は、次のとおりです。
• PROJECT はプロジェクト ディレクトリへのパスに置換されます。
• BUILD はビルド ディレクトリへのパスに置換されます。
これらの変数は、プロジェクト ルートのデータ ファイルまたはビルド出力ファイルを指定するのに使用できます。

revision

revision 属性はオプションで、サンプル アプリケーションのリビジョンを履歴と共に提供します。この属性には、
複数のオプションのサブタグが含まれます。
• date: サンプル アプリケーションの日付を示すユーザー指定の文字列。
• version: アプリケーションのバージョンを major.minor[.update] のように数値をピリオドで区切った文字

列。たとえば、1.0 または 2.5.1 などのようにします。サンプル アプリケーションが複数バージョンをリストする
場合は、大きな数値の方が最新バージョンです。

• description: リビジョンの簡単な説明を示す文字列。
次は、サンプル アプリケーションの簡単な履歴を示しています。
"revision" : [
    {
        "date" : "2017",
        "version" : "1.2",
        "description" : "Updated the example for the 17.1 release"
    },
    {
        "date" : "2018",
        "version" : "1.0",
        "description" : "original release"
    }
]

contributors

contributors 属性はサンプルの提供者のリストで、次のサブタグが含まれます。
• group: サンプル アプリケーションの開発者の名前を指定する文字列。
• url: 提供者の URL を指定。
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次に例を示します。
"contributors" : [
    {
        "group" : "Xilinx, Inc.",
        "url" : "http://www.xilinx.com/"
    }
]

第 5 章: サンプル アプリケーション

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  89

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=89


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 SoC 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 E: SDSoC プラットフォーム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 C: 新しいリリースへの 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、第 3 章: プラットフォーム ハ
ードウェア コンポーネント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 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、第 5 章: 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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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™ 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。

• 第 5 章: 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。
• 第 2 章: 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。
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付録 B

SDx IDE の用語集
SDx™ IDE

この付録では、SDx IDE のプラットフォーム プロジェクト (アプリケーション プロジェクトに対して) について説明
し、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複数のビューについて説明します。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 IDE 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。
[Editor] ビューでは、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
前の例では、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、第 5 章: サンプル アプリケーションを参照してください。
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。
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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。
[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、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。
•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。

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。
[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。

• [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
でサポートされます。

• [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、
第 4 章: プラットフォーム ソフトウェア コンポーネントの作成 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。
• [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。
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]: プリビルド 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プリビルド データを生成する方法は、ハードウェアのプリビルドを参照してくだ
さい。

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プリビルド Linux イメ

ージの内容が示されます。
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• [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 にコピーされ、[Include Paths] は
<platform>/sw/<sysconfig>/<domain>/inc にコピーされます。

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。
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。
ヒント: SDx の GUI には、プラットフォーム生成をスクリプト記述に使用できるように、Tcl コマンドが記録されま
す。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。
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付録 C

新しいリリースへの 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 プロジェクトの開始に示すように Vivado プロジ
ェクトが適切にコピーされなかったか、 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。
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。
既存のプラットフォームを変更して新しいプラットフォームをビルドすることはできますが、プロパティを含む DSA
を使用したブロック図は設定を解除しておかないと、新しいプラットフォームの妨げになります。特に設定したくな
いプロパティの設定は解除しておく必要があります。たとえば、派生プラットフォームで別のクロック ソースのセッ
トを使用する場合は、元のプラットフォームのクロック設定を解除しておかないと、派生プラットフォームでクラッ
シュします (すべてのプラットフォーム クロック ID が異なっている必要があるため)。

2018.3 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。
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• 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。第 2 章: 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、現
在のバージョンをアップグレードする前に、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 以降のバージョンで必要な 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。
表 2:   2017.4 前後での必須プロパティ

用途 2017.4 前 2017.4 後
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 D

SDSoC プラットフォーム デバイスの変更
概要
この資料では、ソフトウェア リリースに含まれるベースの SDSoC™ プラットフォームを、ザイリンクスから使用可能
なさまざまなデバイスのいずれか 1 つを使用したパーツ ベースのプラットフォームに移行する方法について説明し
ます。
SDSoC 開発環境用の新しいカスタム プラットフォームをビルドする場合は、通常 ZCU102 プラットフォームなどの
既存のベース プラットフォームから開始します。いくつかの初期デザイン プロセスを実行したら、そのデザインをさ
らに必要条件に近いカスタム プラットフォームに移行します。カスタム プラットフォームには、そのベース プラッ
トフォームで使用されるのと異なるデバイスが必要であったり、カスタム IP が必要なことがあります。
まずは、ベース プラットフォームを作成してから、Vivado Design Suite でプラットフォーム デバイス サポート アー
キテクチャ (DSA) を変更し、その DSA を記述して、プラットフォーム用のソフトウェア コンポーネントをアップデ
ートして、SDx™ で新しい SDSoC プラットフォームを作成します。これらの手順は、次のセクションで説明します。

プラットフォーム DSA の編集
ベース プラットフォームのコピー
まず、SDSoC ベース プラットフォームの 1 つのプラットフォーム特有のファイルを見つけます。このファイルは
SDSoC ソフトウェアをインストールすると含まれ、通常は <installation_path>/SDx/<version>/
platforms に含まれます。たとえば、2018.3 リリースの ZCU102 プラットフォームのファイルは、
<installation_path>/SDx/2018.3/platforms/zcu102 に含まれます。
ヒント: platforms フォルダーをコピーしておいて、ソフトウェア インストールからの元のプラットフォームではな
く、コピーの方を編集するようにしてください。ただし、ファイルのパーミッションのために、インストール ファイ
ルを直接変更できないことがあります。

プラットフォーム DSA を開く
プラットフォームの DSA ファイルは、プラットフォームの ./hw フォルダーに含まれます。たとえば、ZCU102 プラ
ットフォームの DSA ファイルは、zcu102/hw/zcu102.dsa に含まれます。
次のプロセスを使用して Vivado Design Suite で DSA を開きます。
1. Vivado Design Suite を起動します。

source <installation_path>/SDx/2018.3/settings64.csh
vivado & 

2. Vivado IDE の [Tcl Console] ウィンドウに次のように入力し、DSA を開きます。
open_dsa <path_to_dsa>/zcu102.dsa
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新しいプロジェクトが現在の作業ディレクトリに作成され、ブロック デザインが Vivado IP インテグレーターで開き
ます。DSA ファイル内のブロック デザインには、編集している元のプラットフォームからの名前が付いています。こ
の段階では、作成している新しいプラットフォームの名前に合うようにブロック デザインの名前を変更する必要があ
ります。
メイン メニューから [File] → [Save Block Design As] をクリックし、ブロック デザインの名前を変更します。
ヒント: [Save Block Design As] コマンドを使用すると、新しいブロック デザインが現在のプロジェクトに追加されま
す。

元のブロック デザインの削除
元のブロック デザインおよびラッパーをプロジェクトから削除するには、[Sources] ウィンドウを開いて、ラッパーを
展開して、元のブロック デザインの中を表示します。ラッパーおよびブロック デザインの両方を選択します。右クリ
ックし、[Remove File from Project] を選択します。

図 67:   プロジェクトからのファイルの削除

これでプロジェクトから HDL ラッパーと元のブロック デザインが削除されます。[Remove Sources] ダイアログ ボ
ックスで [Also delete the project local file/directory from disk] チェック ボックスをオンにしてファイルを完全に削除
します。新しいブロック デザインはプロジェクト内に残ったままになるので、次の段階に進んで、プロジェクトのタ
ーゲット パーツを変更します。
ヒント: HDL ラッパーを削除すると、プロジェクトの最上位デザイン モジュールがないので、[Invalid Top Module] ダ
イアログ ボックスが開きます。[Ignore and continue with invalid top module] をオンにして [OK] をクリックします。
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プロジェクト パーツの変更
この段階で、プロジェクト設定を編集して、プロジェクトのターゲット パーツを変更できます。Flow Navigator の
[Project Manager] メニューの下の [Settings] をクリックします。[Settings] ダイアログ ボックスが開き、現在のプロジ
ェクト デバイスが次に示すように表示されます。

図 68:   [Settings] ダイアログ ボックスの [General] ページ

[Project device] フィールドの [Browse] ボタンをクリックして、[Select Device] ダイアログ ボックスを開きます。この
ダイアログ ボックスから、プロジェクトのボードまたはパーツを選択できます。[Select Device] ダイアログ ボックス
の一番上で [Parts] タブをクリックすると、次の図のように使用可能なパーツがリストされます。表示されるパーツ
は、[Category]、[Family]、[Package] などでフィルターできます。[Search] フィールドを使用しても、表示されたパー
ツを検索文字列でフィルターできます。
たとえば、xczu9eg-ffvb1156-2-i デバイスのように、デザインに新しいプロジェクト パーツを選択します。
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図 69:   デバイスの選択

プロジェクト設定をボード フローからパーツ ベース フローに変更すると、デザイン内のすべての IP が停止され、ロ
ックされ、アップグレードを必要とします。これは、ブロック デザインの一番上の黄色のバナーで示されます。プロ
ジェクトのターゲット パーツを変更すると、現在の IP のカスタマイズが期限切れになります。このため、IP がロッ
クされるので、アップデートしてデザインの新しいパーツにターゲットを変更する必要があります。
ヒント: また、メジャー リビジョンやマイナー リビジョンなどのようなその他の理由で、IP がロックされ、アップデ
ートする必要があることもあります。

図 70:   ロックされた IP を示すバナー

バナーの [Report IP Status] リンクをクリックします。IP ステータス レポートが開きます。レポートのすべての IP を
選択し、[Upgrade Selected] をクリックします。

付録 D: SDSoC プラットフォーム デバイスの変更

UG1146 (v2018.3) 2019 年 1 月 24 日  japan.xilinx.com
SDSoC プラットフォーム開発ガイド  101

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1146&Title=SDSoC%20%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=2018.3&docPage=101


デザイン内の IP がアップでグレードされると、[Generate Output Products] ダイアログ ボックスが表示されます。
[Generate] をクリックします。これで、ブロック デザイン内に含まれる IP に必要な HDL ファイルの生成が始まりま
す。出力ファイルが生成されるまで待ちます。[Design Runs] ウィンドウには、アウト オブ コンテキスト モジュール
run のステータスが表示されます。

プラットフォーム プロパティの編集
ブロック デザインでは、プラットフォーム (PFM) インターフェイスおよびプロパティの定義で説明するように、プラ
ットフォーム プロパティを定義する必要があります。このトピックを確認し、何をする必要があるのかの詳細を参照
してください。
プラットフォーム プロパティは、Vivado メニュー バーから [Window] → [Platform Interfaces] をクリックし、[Enable
platform interfaces] リンクをクリックすると表示できます。これで、アップデートする必要がある可能性のある既存
のプラットフォーム プロパティが表示されます。
ヒント: 元のブロック デザインで定義されるプラットフォーム プロパティは、[Save Block Design As] コマンドを使用
して作成した新しいブロック デザインに引き継がれます。プラットフォーム プロパティは、プラットフォームが正し
く定義されるように設定し直す必要があります。
次の図に示すように、[Platform Interface] ウィンドウで最上位プラットフォームを選択します。[Platform Interface]
ウィンドウで最上位プラットフォームを選択すると、次の図に示すように [Platform Properties] ウィンドウが開きま
す。
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図 71:   最上位プラットフォームの選択

X22270-013119

[Platform Properties] ウィンドウには、名前、ベンダー、ボード、およびバージョンなどのプロパティが表示されま
す。これらは、カスタム プラットフォームを定義するため、必要に応じて変更できます。[Vendor] フィールドで会社
名またはこのプラットフォームのベンダーに該当する名前を指定します。
重要: プロパティが現在のプロジェクトに書き込まれるようにするには、[Platform Properties] ウィンドウで少なくと
も 1 つのフィールドを変更する必要があります。これは、DSA で必ず実行する必要があります。
[Platform Properties] を変更したら、次のようなコマンドが [Tcl Console] ウィンドウに書き込まれます。
set_property pfm.name my_platform [get_files ...]
set_property dsa.name "my_platform" [current_project]
set_property dsa.vendor "xilinx.com" [current_project]
set_property dsa.board_id "lib" [current_project]

[Platform Interfaces] ウィンドウで、クロッキング プロパティ、インターフェイス プロパティ、および割り込みプロパ
ティがプラットフォーム 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で定義したようになっているかを
確認します。
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プラットフォーム プロパティを定義したら、ブロック デザインを検証します。これには、[Tcl Console] ウィンドウに
次のように入力します。
validate_bd_design -include_pfm -force

プラットフォーム DSA の記述
この段階では、ブロック デザインの HDL ラッパーを作成し、デザインのビットストリームを生成し (合成およびイン
プリメンテーション後)、ハードウェア記述ファイルをエクスポートし、DSA ファイルを記述して、SDSoC で使用で
きるようにします。
[Sources] ウィンドウでブロック デザインを右クリックし、[Create HDL Wrapper] を選択し、新しい HDL ラッパーを
作成します。[Create HDL Wrapper] ダイアログ ボックスで [Let Vivado manage wrapper and auto-update] をオンに
し、[OK] をクリックします。
ラッパーが作成されたら、[Sources] ウィンドウでそのラッパーを右クリックし、[Set as Top] コマンドを選択し、こ
れをプラットフォーム デザインの最上位として指定します。
Flow Navigator で [Generate Bitstream] をクリックします。Vivado ツールで、インプリメンテーション結果がないこ
とが示され、合成およびインプリメンテーションを実行するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。[Yes] をク
リックします。[OK] をクリックして、run を開始します。
プラットフォームのビットストリームが生成されたら、[File] → [Export] → [Export Hardware] をクリックし、プロジ
ェクトのハードウェア記述ファイルを記述します。[Export Hardware] ダイアログ ボックスで [Include bitstream] を
選択します。
これで新しいプラットフォーム DSA が作成でき、このプロセスの最初に開いた元の DSA ファイルと置き換えられる
ようになりました。[Tcl Console] ウィンドウで次のコマンドを使用して、DSA を記述して検証します。
write_dsa -force -include_bit <path_to_platform>/my_platform.dsa
validate_dsa my_platform.dsa

プラットフォーム DSA ファイルをエクスポートしたら、DSA を新しいプラットフォーム プロジェクトをインポート
して、ソフトウェア プラットフォーム エレメントを定義 (次のセクションで説明) できるようになりました。

新規プラットフォームの作成
ヒント: 新規プラットフォーム プロジェクトを作成し、DSA ファイルからソフトウェア プラットフォーム エレメント
を定義する方法は、第 4 章: プラットフォーム ソフトウェア コンポーネントの作成に示されます。このデモは、
GitHub の 『SDSoC プラットフォーム開発チュートリアル』を参照してください。
前のセクションで説明したようにプラットフォーム DSA ファイルを作成したので、SDSoC プラットフォーム プロジ
ェクトおよびアップデートされたプラットフォームを完了するのに必要なソフトウェア プラットフォーム エレメン
トを定義できるようになりました。SDx IDE を開いて、新しいプラットフォーム プロジェクトを作成します。プラッ
トフォーム名を指定します。プラットフォーム DSA ファイル、ブロック デザイン、および PFM_NAME プロパティ
で指定したのと同じ名前にしてください。
[New Platform Project] ダイアログ ボックスで [Create from hardware specification (DSA)] オプションを指定して、
[Next] をクリックします。
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[Platform Project Specification] ページで DSA ファイル フィールドの [Browse] ボタンをクリックし、新しいプラット
フォームの DSA ファイルを選択します。SDx IDE では [Operating system] および [Processor] フィールドが自動的に
指定されますが、必要に応じて変更することもできます。
プラットフォーム プロジェクトが作成され、SDx IDE の編集エリアにプラットフォーム コンフィギュレーション設定
が開きます。SDx ツールでは sysconfig1 というシステム コンフィギュレーションと、選択したオペレーティング
システムとプロセッサに基づいた名前のプロセッサ ドメインが自動的に作成されます。システム コンフィギュレー
ションおよびドメインを追加すると、特定のプロセッサ コアのオペレーティング システムを追加できます。

図 72:   ドメインの追加 - Linux

プラットフォームに必要なソフトウェア ファイルは、[Generate software components] オプションをオンにするか、
[Use pre-built software component] オプションで既存ファイルを指定すると、生成されるようになります。
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重要: 通常は、[Generate software components] をオンにして既存ソフトウェア コンポーネントおよび既存ソフトウェ
ア ブート ファイルの再利用をしやすくすると、ソフトウェア ドライバーがその変更されたプラットフォームでは動
作しなくなることがあります。たとえば、ソフトウェア ファイルを構築する際は、ブロック デザインのカスタム IP
に新しいドライバーが必要です。このような場合は、SDx IDE でソフトウェア コンポーネントを直接生成させます。
SDx IDE で Linux ソフトウェア コンポーネントを生成させるように PetaLinux インストールを設定する方法は、Linux
ブート ファイルを参照してください。また、このプロセスの例は、SDSoC プラットフォーム開発チュートリアルを参
照してください。
主なハードウェアへの変更がなければ、プリビルドのソフトウェア コンポーネントを使用できます。たとえば、既存
の元のプラットフォームでこれらを見つけることができます。スタンドアロン コンフィギュレーションの場合は、
[Boot Directory] と [Bif File] を指定する必要があります。Linux コンフィギュレーションの場合は、[Boot Directory] と
[Bif File] のほか、image.ub ファイルを含むドメインの [Image] フォルダーも指定する必要があります。

図 73:   [Generate Platform] リンク

システム コンフィギュレーションでプロセッサ ドメインを定義したら、[Generate Platform] をクリックして SDSoC
プラットフォームを作成します。プラットフォームが作成されたら、ボード リポジトリにそれを追加して、SDSoC ア
プリケーション プロジェクトで使用します。
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付録 E

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。

MicroBlaze ハードウェア要件
Zynq および Zynq® UltraScale+™ MPSoC デバイスだけでなく、MicroBlaze™ プロセッサをターゲット CPU として使
用しても、ザイリンクス デバイスをターゲットにする SDSoC プラットフォームをビルドできます。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。サ
ンプルの MicroBlaze 例は、<sdx_root>/sample/platforms/arty フォルダーに含まれます。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。
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図 74:   最小限の MicroBlaze システム

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 75:   MIG を使用した MicroBlaze システム
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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。

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;例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ビルドする 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

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。
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図 76:   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 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
(例: Vivado AXI4 Direct Memory Access IP (AXI DMA)) に TLAST 信号を含むパケット化された AXI4-Stream が必要で
す。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。
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
第 3 章: プラットフォーム ハードウェア コンポーネント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。
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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]

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+ MPSoC 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]
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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
• 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
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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

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 SDK 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、第 5 章: サンプル アプリケーションに示すように、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 ファイルのに関する情
報を取得するため、samples/<example>/description.json (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 template.xml 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>
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        </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>
                <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 77:   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、[Next] をクリックします。
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図 78:   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 を選択し、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));
}
// 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]);
}
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• 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、sd_card
フォルダーの Debug 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。
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 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。
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図 79:   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]

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]
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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。
• 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+ MPSoC 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
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 F

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。

Documentation Navigator およびデザイン ハブ
ザイリンクス Documentation Navigator (DocNav) では、ザイリンクスの資料、ビデオ、サポート リソースにアクセス
でき、特定の情報を取得するためにフィルター機能や検索機能を利用できます。DocNav は、SDSoC™ および
SDAccel™ 開発環境と共にインストールされます。DocNav を開くには、次のいずれかを実行します。
• Windows で [スタート] → [すべてのプログラム] → [Xilinx Design Tools] → [DocNav] をクリックします。
• Linux コマンド プロンプトに「docnav」と入力します。
ザイリンクス デザイン ハブには、資料やビデオへのリンクがデザイン タスクおよびトピックごとにまとめられてお
り、これらを参照することでキー コンセプトを学び、よくある質問 (FAQ) を参考に問題を解決できます。デザイン ハ
ブにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
• DocNav で [Design Hub View] タブをクリックします。
• ザイリンクス ウェブサイトで デザイン ハブ ページを参照します。
注記: DocNav の詳細は、ザイリンクス ウェブサイトの Documentation Navigator ページを参照してください。
注意: DocNav からは、日本語版は参照できません。ウェブサイトのデザイン ハブ ページをご利用ください。

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。
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. 『SDSoC 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』 (UG1294)

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)
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3. 『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028: 英語版、日本語版)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: プラットフォームの作成』 (UG1236: 英語版、日本語版)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. 『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235)

7. 『SDx コマンドおよびユーティリティ リファレンス ガイド』 (UG1279)

8. 『SDSoC 環境プログラマ ガイド』 (UG1278)

9. 『SDSoC 環境デバッグ ガイド』 (UG1282)

10.『SDx プラグマ リファレンス ガイド』 (UG1253)

11.『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)

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

13.『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)

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

15.『ZCU102 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG1182)

16.『PetaLinux ツール資料: リファレンス ガイド』 (UG1144)

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

18.『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)

19. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
20. Vivado® Design Suite 資料

トレーニング リソース
1. トレーニング コース: SDSoC 開発環境および設計手法
2. トレーニング コース: アドバンス SDSoC 開発環境および設計手法

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
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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。

著作権情報
© Copyright 2015-2019 Xilinx, Inc. Xilinx、Xilinx のロゴ、Alveo、Artix、ISE、Kintex、Spartan、Versal、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。 HDMI、HDMI のロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標です。
AMBA、AMBA Designer、Arm、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex、PrimeCell、Mali、および MPCore は、EU およ
びその他各国の Arm Limited 社の商標です。 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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