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1. 概要

すべてのインテル® Agilex™ SoC デバイスのアクティブ・コンフィグレーション・スキームのリモート・シ
ステム・アップデート (RSU) 実装では、HPS が RSU を駆動するか、または FPGA が RSU を駆動しま
す。HPS が RSU を駆動する場合、ターゲット・エクイップメントで新しいバージョンが使用可能になる
と、RSU を使用してインテル Agilex SoC デバイスの QSPI コンフィグレーション・ビットストリームを
リコンフィグレーションできます。

注意: ネットワークを介してターゲットのリモート・エクイップメントにイメージを展開するのはユーザーの責
任です。

RSU は、リコンフィグレーション・プロセス中およびリコンフィグレーション・プロセス後にコンフィグレ
ーション・エラー検出を実行します。アプリケーション・イメージのエラーがリコンフィグレーションを妨
げる場合、コンフィグレーションはファクトリー・イメージに戻り、エラーステータス情報を提供します。

QSPI フラッシュのコンフィグレーション・ビットストリームが破損してデバイスが機能しなくなった場
合、デバイスを回復する唯一の方法は、JTAG を介してデバイスに接続し、QSPI フラッシュを再プログラ
ムすることです。ただし、システムに JTAG コネクターがない場合、またはターゲット・エクイップメントが
リモートまたはアクセスしにくい位置にある場合は、この方法を使用できない場合があります。

図 -1: 一般的なリモート・システム・アップデートの使用法

 

Remote
Equipment

Remote
Update

Network

Remote
Equipment

Remote
Equipment

...

このドキュメントでは、インテル Agilex HPS リモート・システム・アップデート・ソリューションについて
詳しく説明し、 インテル® Agilex™ F-Series Transceiver-SoC Development Kit User Guide を
使用したアップデート例を提供しています。

FPGA が RSU を駆動するタイミングの詳細については、 インテル Agilex Configuration User
Guide を参照してください。

注意: このドキュメントには「Stratix10 ドライバー」へのリファレンスがあります。これらのドライバーは、イン
テル Stratix® 10 およびインテル Agilex SoC デバイスの両方に互換性があるためです。(1)
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関連情報
• インテル Agilex Configuration User Guide

• インテル Agilex F-Series Transceiver-SoC Development Kit User Guide

1.1. 機能

リモート・システム・アップデート・ソリューションは以下のとおりです。

• RSU をサポートするシステムの初期フラッシュイメージを作成するためのサポートを提供します。
デバイスがフィールドに展開される前に、イメージはオフラインで作成されます。

• 特定のアプリケーション・イメージまたはファクトリー・イメージをロードする機能を提供します。(2)

• アプリケーション・イメージのセットを、成功するまで特定の順序で試行できます。(3) (4)

• 使用可能なアプリケーション・イメージがない場合、またはすべてのアプリケーション・イメージが失
敗した場合には、ファクトリー・イメージをロードします。(5)

• POR または nCONFIG イベントによって引き起こされたコンフィグレーション中にアサートされ
た場合、 も優先度の高いアプリケーション・イメージではなく、ファクトリー・イメージを強制的に
ロードするためのピンを提供します。

• アプリケーション・イメージを追加および削除する機能を提供します。

• アプリケーション・イメージが 初にロードされた順序を変更する機能を提供します。

• 現在実行中のイメージ、および RSU で発生したエラーに関する情報を提供します。

• RSU Notify 機能を提供します。これにより、ウォッチドッグ・タイムアウトが原因で現在のイメージ
が失敗した場合でも、HPS ソフトウェアによって報告された 16 ビット値を存続させることができま
す。次のイメージがロードされた後、HPS ソフトウェアから値を照会できます。

• max retry オプションを提供します。これにより、各アプリケーション・イメージおよびファクトリ
ー・イメージのオプションを 大 3 回試行できます。詳細については、コンフィグレーションが失敗
した場合の再試行の項を参照してください。

• ファクトリー・イメージを更新するためのフローを提供します。

(1) Linux* Community は、現時点ではインテル Agilex 用の重複ドライバーの作成を承認していません。インテル
Stratix 10 およびインテル Agilex SoC デバイスは互換性があるため、Stratix10 ドライバーを使用できます。

(2) ファクトリー・イメージおよびアプリケーション・イメージはビットストリームとも呼ばれ、通常、FPGA ファブリッ
ク・コンフィグレーション、SDM ファームウェア、および HPS FSBL が含まれています。注意: HPS 先行モードの
場合、FPGA ファブリック・コンフィグレーションは省略されます。

(3) コンフィグレーションが成功すると、First Stage Bootloader (FSBL) がロードされ、HPS のリセットが解除さ
れます (または、HPS 先行モードの場合は HPS および HPS EMIF I/O のみ)。オプションで、HPS ウォッチドッ
グ・タイムアウトを RSU 障害として扱うこともできます。

(4) イメージ作成時に 大 7 つのアプリケーション・イメージを指定できますが、後で追加することもできます。アプリ
ケーション・イメージの 大数は 126 です。ただし、フラッシュメモリーのサイズが制限されているため、通常は少
数しか使用されません。

(5) ファクトリー・イメージもコンフィグレーションに失敗した場合、SDM は FPGA および HPS をクリアし、デバイス
はコンフィグレーションされないままになります。

1. 概要
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パワーアップまたは nCONFIG イベントの結果として RSU 対応デバイスがコンフィグレーションされ
た場合に発生するイメージ選択フローの説明については、コンフィグレーション・フローの図の付録を参
照してください。

ウォッチドッグ・タイマーの詳細については、リモート・システム・アップデートのウォッチドッグおよび
RSU をトリガーするための HPS ウォッチドッグのイネーブルの項を参照してください。

関連情報
• インテル Agilex Configuration User Guide

• リモート・システム・アップデートのウォッチドッグ (16 ページ)

• RSU をトリガーするための HPS ウォッチドッグのイネーブル (29 ページ)

• コンフィグレーションが失敗した場合の再試行 (18 ページ)

1.2. システム・コンポーネント

図 2 (9 ページ) は、RSU を使用したインテル Agilex SoC ベースのシステムの一般的なコンポー
ネントを示しています。

図 -2: システム・コンポーネント
 

FPGA Configuration
Data

SDM 
Firmware

FSBL SSBL Linux LIBRSU

Bitstream - SDM Flash  HPS or SDM Flash

U -Boot

RSU 
Client

ビットストリームは、SDM ピンに接続されたコンフィグレーション・フラッシュ・デバイス (QSPI) に格
納されます。HPS ソフトウェアは通常、HPS ピンに接続された大容量記憶フラッシュデバイス (SD/
eMMC/NAND) に格納されますが、SDM ピンに接続されたフラッシュデバイスに格納することもでき
ます。

表 1. システム・コンポーネント

コンポーネント 説明

FPGA
Configuration
Data

FPGA 先行モードを使用する場合、ビットストリームのこのコンポーネントには、完全な FPGA および I/O コンフィグレー
ション・データが含まれます。HPS 先行モードを使用する場合、HPS および HPS EMIF I/O のみが含まれます。

SDM Firmware Secure Device Manager のファームウェアは、
• RSU を管理するためのコマンドを提供します。これらのコマンドに直接アクセスすることはできません。代わりに、U-

Boot および Linux の両方が、SDM コマンドによって提供される機能に間接的にアクセスするためのサービスを提供
します。

FSBL HPS First Stage Bootloader は、
• ハードウェアを初期化し、SSBL をロードします。

continued...   
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コンポーネント 説明

SSBL HPS Second Stage Bootloader は、
• オペレーティング・システムをロードして起動します。
• SDM コマンドを使用して、RSU API およびコマンドライン機能を提供します。
• 常駐の Secure Monitor Call (SMC)(6) ハンドラーを提供して、Linux が SDM コマンドを間接的に使用できるよう

にします。

Linux Drivers インテル RSU ドライバーは、U-Boot SMC が提供する機能を使用して、Linux で実行されているアプリケーションでサー
ビスを使用できるようにします。

LIBRSU RSU を管理するための API を提供する Linux のユーザー・スペース・ライブラリーです。

RSU Client RSU の管理に LIBRSU を使用する Linux のサンプル・アプリケーションです。

インテルは、コンフィグレーション・ビットストリームの一部であり、SDM フラッシュに位置するコンポー
ネントの信頼性の高い更新に焦点を当てた RSU ソリューションを提供しています。残りのシステム・コ
ンポーネントを確実に更新するためのスキームを考案するのはユーザーの責任です。

さまざまなシステム・コンポーネントのバージョン互換性要件の詳細については、バージョンの互換性に
関する考慮事項の項を参照してください。

関連情報
バージョンの互換性に関する考慮事項 (73 ページ)

1.3. 用語集

用語 説明

Secure Device Manager
(SDM)

デバイスのコンフィグレーションおよびセキュリティーを管理するコントローラーです。

ファームウェア SDM で実行されるファームウェアです。次のようなさまざまな機能を実装します。
• FPGA のコンフィグレーション
• 電圧レギュレーターのコンフィグレーション
• 温度測定
• HPS ソフトウェアのロード
• HPS Reset
• RSU
• デバイス・セキュリティー
各アプリケーション・イメージおよびファクトリー・イメージのファームウェアは、イメージのオフセット 0 にあります。

決定ファームウェア も優先度が高いイメージの識別およびロードなど、RSU 機能の実装に使用される SDM ファームウェアです。この
ユーザーガイドの前バージョンでは、決定ファームウェアは DCMF と呼ばれていました。アドレス 0 から始まる 4 つ
の同一のコピーがフラッシュに存在しています。

決定ファームウェア・データ 決定ファームウェアによって使用される次の情報を含むフラッシュに格納されたデータ構造は、次のとおりです。
continued...   

(6) Cortex-A53 には、EL0-Application、EL1-OS、EL2-Hypervisor、および EL3-Secure Monitor の 4 つの実
行レベルがあります。SDM との相互作用は、EL3 で実行されているソフトウェアでのみ許可されます。U-Boot は
EL3 で実行され、Linux は EL1 で実行されます。Linux が SDM と通信するには、U-Boot によって常駐となった
ままのハンドラーに SMC トラップを発行する必要があります。次に、そのハンドラーは EL3 で実行され、SDM と
通信できるようになります。
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用語 説明

• ファクトリー・ロード・ピンの位置の割り当て
• 外部クロックソースの PLL 設定
• クワッド SPI ピンの割り当て
• SDM が同じイメージのロードを試行する回数
このデータ構造は、インテル Quartus® Prime の Programming File Generator によって、ファクトリー・イメー
ジ SOF ファイルから取得された情報を使用して生成されます。

コンフィグレーション・ポイ
ンター・ブロック (CPB)

優先度順のアプリケーション・イメージ・アドレスのリストです。

サブ・パーティション表
(SPT)

フラッシュストレージの管理を容易にするデータ構造です。

スロット/パーティション イメージ作成時に定義されるフラッシュの領域です。アプリケーション・イメージまたはユーザーデータを含めること
ができます。

アプリケーション・イメージ ご自身のデザインを実装するコンフィグレーション・ビットストリームです。

ファクトリー・イメージ アプリケーション・イメージのロードの試行すべてに失敗した場合に、RSU がロードするフォールバック・コンフィグレ
ーション・ビットストリームです。

初期の RSU フラッシュイ
メージ

ファクトリー・イメージ、アプリケーション・イメージ、決定ファームウェア、および関連する RSU データ構造が含まれ
ています。

ファクトリー・アップデート・
イメージ

フラッシュ内の RSU に関連する次の内容を更新するイメージです。
• ファクトリー・イメージ
• 決定ファームウェア
• 決定ファームウェア・データ

1. 概要
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2. 使用例

この項では、Remote System Update の主な使用例について説明します。

2.1. 製造

製造時に、フラッシュ・パーティション情報、ファクトリー・イメージ、および 1 つ以上のアプリケーション・
イメージを提供する必要があります。「Programming File Generator」と呼ばれるツールは、この入力
を使用して、初期の RSU フラッシュ・イメージ・ファイルを作成します。このイメージファイルを使用して
フラッシュをプログラムし、リモート・システム・アップデート用にデバイスを準備する必要があります。
FPGA 先行および HPS 先行の両方のイメージタイプがサポートされています。

2.2. アプリケーション・イメージ・ブート

アプリケーション・イメージは、アプリケーション機能を実行します。リモート・システム・アップデートを
使用すると、再起動せずにシステムをあるアプリケーション・イメージから次のアプリケーション・イメー
ジに安全に切り替えることができ、アプリケーション・イメージの 1 つが破損しているか、または重大な
バグが含まれている場合に失敗するリスクがあります。

デバイスは、アプリケーション・イメージがフラッシュ内に存在するアドレスのリストをフラッシュで維持
します。このリストは、コンフィグレーション・ポインター・ブロックと呼ばれます。

アプリケーション・イメージをロードしようとすると、SDM はコンフィグレーション・ポインター・ブロック
を逆の順序で走査します。 初のイメージのロードを試行し、このロードが成功すると、イメージがデバイ
スを制御できるようになります。

初のイメージのロードに失敗した場合、SDM は 2 番目のイメージのロードを試行します。このイメー
ジも失敗した場合、SDM は、成功したイメージに到達するか、またはすべてのイメージのロードに失敗す
るまで、次のイメージに進み続けます。成功したイメージがない場合、SDM はファクトリー・イメージをロ
ードします。

2.3. ファクトリー・イメージ・ブート

ファクトリー・イメージの目的は、アプリケーション・イメージがすべて破損している (または破損したア
プリケーション・イメージに置き換えられている) デバイスが新しいアプリケーション・イメージを取得
し、そのイメージを QSPI にプログラムできるようにするための十分な機能を提供することです。

ファクトリー・イメージがロードされると、新しいアプリケーション・イメージを QSPI でプログラムして、
U-Boot または Linux から失敗したイメージと置き換えることができます。

SDM は、次の状況でファクトリー・イメージをロードします。
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• 関数 LOADFACTORY を SDM ピンに割り当て、POR または nCONFIG のリリース直後にピンを
アサートする場合。

• アプリケーション・イメージをロードするための SDM の試行すべてが失敗した場合。

• ファクトリー・イメージのロードをユーザーが要求した場合。

• 決定ファームウェアが、決定ファームウェア・データが破損していることを検出した場合。

• 決定ファームウェアが、両方の CPB が破損していることを検出した場合。

ファクトリー・イメージをロードする場合、コンフィグレーション・システムは、ファクトリー・イメージをア
プリケーション・イメージと同じように扱います。

2.4. アプリケーション・イメージのリストの変更

SDM は、コンフィグレーション・ポインター・ブロックを使用して、アプリケーション・イメージの優先度を
決定します。

ポインターブロックは、クアッド SPI フラッシュメモリーの次の特性を考慮して動作します。

• セクター消去では、すべてのセクター・フラッシュ・ビットが 1 になります。

• プログラム操作では、1 を 0 にしか変換できません。

ポインターブロックには、次の意味を持つ値の配列が含まれています。

• すべての 1 – エントリーは未使用です。クライアントは、このエントリーーへのポインタを書き込む
ことができます。これは、ポインタブロックでクアッド SPI 消去操作が発生した後の状態です。

• すべての 0–エントリーーは以前に使用された後、キャンセルされました。

• 1 と 0 の組み合わせ –アプリケーション・イメージへの有効なポインター。

s.コンフィグレーション・ポインター・ブロックが消去されると、すべてのエントリーが未使用としてマーク
されます。アプリケーション・イメージをリストに追加するために、クライアントは 初の未使用の場所を
見つけて、アプリケーション・イメージのアドレスをこの場所に書き込みます。リストからアプリケーショ
ン・イメージを削除するために、クライアントはポインタブロックリストでアプリケーション・イメージアド
レスを見つけ、このアドレスにすべて 0 を書き込みます。

コンフィグレーション・ポインター・ブロックが新しいアプリケーション・イメージ用のスペースを使い果
たした場合、クライアントは次のアクションを実行してポインターブロックを圧縮します。

1. コンフィグレーションからすべての有効なエントリーを読み出します。

2. ポインターブロックを消去します。

3. 以前に有効だったすべてのエントリーを追加します。

4. 新しいイメージを追加します。

HPS を使用して RSU を管理する場合、U-Boot クライアントと LIBRSU クライアントの両方がブロッ
ク圧縮を実装します。FPGA ロジックから RSU を駆動するデザインの場合、コード、スクリプト言語、ス
テートマシンなど、さまざまな方法でポインターブロック圧縮を実装できます。

ポインターブロックには 大 508 の使用可能なエントリーがあるため、ポインターブロックの圧縮は頻
繁には発生しません。

プライマリー（CPB0）とバックアップ（CPB1）の 2 つのコンフィグレーション・ポインター・ブロックがあ
ります。2 つのブロックを使用すると、アプリケーション・イメージの 1 つを消去した直後に電源障害が発
生した場合に、アプリケーション・イメージのリストを保護できます。CPB が消去されて再作成されると、
ヘッダーが 後に書き込まれます。 停電が発生した場合の偶発的な使用を防ぐために、CPB ヘッダーは

2. 使用例
683184 | 2020.07.10

フィードバック インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

13

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


使用前にチェックされます。 詳細については、コンフィグレーション・ポインター・ブロック・レイアウトの
トピックを参照してください。圧縮する場合、クライアントはプライマリー CPB を完全に圧縮（消去およ
び再書き込み）します。 プライマリー CPB が有効になったら、セカンダリー CPB を安全に変更できま
す。書き換える場合、CPB の先頭にあるマジックナンバーは、CPB に書き込まれる 後の単語です。（こ
の番号を書き込んだ後は、イメージポインタスロットの値のみを変更できます。）

クライアントがアプリケーション・イメージをフラッシュに書き込むとき、 初の署名ブロックのメイン・
イメージ・ポインター内のポインターが、フラッシュ内の正しい場所を指すように更新されていることを
確認します。 HPS を使用して RSU を管理する場合、U-Boot クライアントと LIBRSU クライアントの
両方が必要なポインター更新を実装します。 詳細については、アプリケーション・イメージのレイアウト
のセクションを参照してください。

関連情報
• コンフィグレーション・ポインター・ブロック・レイアウト (25 ページ)

• アプリケーション・イメージのレイアウト (26 ページ)

2.5. RSU ステータスの照会

SDM ファームウェアは、RSU ステータスを照会するためのコマンドを提供し、次の情報を提供します。

• RSU ステータスコード

• 現在実行中のイメージのアドレス

• 後に失敗したイメージのアドレス (スティッキー)

• 後に失敗したイメージのエラーコード (スティッキー)

• 後に失敗したイメージのエラー位置 (スティッキー)

• 決定ファームウェア RSU インターフェイス・バージョン

• 現在のイメージ (アプリケーションまたはファクトリー) ファームウェア RSU インターフェイス・バ
ージョン

• 再試行カウンター値

• 後に使用された決定ファームウェア・コピーのインデックス

SDM ファームウェアは、次のコマンドも提供します。

• 後に失敗したイメージに関連するスティッキー・フィールドのクリア

• 再試行カウンター値の 0 へのリセット

上記のすべての SDM コマンドによって提供される機能は、U-Boot および LIBRSU の両方から使用可
能です。

詳細については、RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ) を参照してください。

関連情報
RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ)

2.6. 特定のイメージのロード

SDM ファームウェアは、フラッシュから特定のイメージをロードするコマンドを提供します。イメージ
は、ファクトリー・イメージまたはアプリケーション・イメージのうちの 1 つにすることができます。この機
能は、U-Boot および LIBRSU の両方からアクセスできます。

2. 使用例
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要求されたイメージのロードに失敗した場合、SDM は、コマンドの発行時に実行されていたイメージの
リロードを試行します。このイメージもロードに失敗した場合、SDM は CPB で も優先度の高いイメー
ジのロードを試行します。CPB で も優先度の高いイメージが失敗したイメージであった場合、CPB で
2 番目のイメージのロードを試行し、優先度順でポインターテーブルを走査し続けます。CPB で試行す
るイメージが残っていない場合、SDM はファクトリー・イメージのロードを試行します。

特定のイメージを要求するためのフローの説明については、付録のコンフィグレーション・フローの図を
参照してください。

max_retry 機能をイネーブルすると、各イメージを複数回試行することができます。詳細については、
コンフィグレーションが失敗した場合の再試行の項を参照してください。

注意: HPS に新しいイメージをロードした場合の影響は、コールドリセットの場合と同様です。ただし、SDM
HPS_COLD_nRESET ピン (コンフィグレーションされている場合) は、通常のコールドリセットの場
合とは異なり、SDM によってアサートされません。

SDM コマンドを呼び出して特定のイメージをロードすると、SDM によってレポートされたステートから
次のスティッキー・フィールドがクリアされます。

• failed_image

• error_details

• error_location

• state

U-Boot がこの SDM コマンドを発行すると、SDM は FPGA および HPS の両方をすぐにリセットしてワ
イプし、指定されたイメージのロードに進みます。

LIBRSU API rsu_slot_load_after_reboot または
rsu_slot_load_factory_after_reboot が呼び出された場合、Linux が突然停止するた
め、コマンドはすぐには SDM に送信されません。代わりに、これらの LIBRSU API により、U-Boot
SMC ハンドラーは、次回 reboot Linux コマンドが実行されたときに、指定されたアドレスで SDM
コマンドを呼び出すようにメモします。これにより、要求されたイメージがロードされる前に、カーネルを
正常にシャットダウンできます。

注意: Linux reboot コマンドが発行されない限り、これらの LIBRSU API を呼び出しても効果はありませ
ん。Linux reboot コマンドは、reboot=warm パラメーターをカーネルにを渡すことによってウォー
ムリセットをトリガーするようにコンフィグレーションされている場合も、これらの LIBRSU API を呼び
出しても効果がありません。(7)

詳しくは、RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ) を参照してください。

関連情報
• RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ)

• コンフィグレーションが失敗した場合の再試行 (18 ページ)

(7) これは、linux-socfpga のリセット実装によって異なります。

2. 使用例
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2.7. フラッシュへの保護されたアクセス

HPS がブートローダーで QSPI フラッシュの所有権を取得した後、HPS は QSPI に完全にアクセスで
きるようになり、フラッシュが破損する可能性があります。

システムが動作不能になるリスクを 小限に抑えるために、決定ファームウェア、決定ファームウェア・デ
ータ、およびファクトリー・イメージ領域は Linux Memory テクノロジー・デバイス (MTD) のデバイス
として公開されません。

フラッシュを保護する別のオプションは、QSPI ベンダー固有のコマンドを使用して、決定ファームウェ
ア、決定ファームウェア・データ、およびファクトリー・イメージ領域を読み出し専用としてマークすること
です。ただし、その結果、決定ファームウェア、決定ファームウェア・データ、およびファクトリー・イメージ
領域を更新するための手順がより複雑になる可能性があります。

2.8. リモート・システム・アップデートのウォッチドッグ

HPS ウォッチドッグ・タイマーは、定期的にサービスが提供されていない場合にリセットをトリガーする
ために使用できます。このようなリセット時の RSU フローに関する目的の動作は、インテル Quartus
Prime ツールから次のいずれかを選択することができます。

• コールドリセットのトリガー – SDM は現在のイメージから HPS FSBL をロードして起動します。

• ウォームリセットのトリガー - SDM により、HPS は HPS FSBL をリロードせずに再起動します。

• リモート・システム・アップロードのリコンフィグレーション・イベントのトリガー - SDM は、 後に
ロードされたアプリケーション・イメージを失敗と見なし、CPB に次のアプリケーション・イメージを
ロードするか、またはリストが使い果たされた場合はファクトリー・イメージをロードします。ファク
トリー・イメージの実行中にこのモードでウォッチドッグ・タイマーが設定時間に達すると、HPS がワ
イプされます。

HPS ウォッチドッグ動作を選択する方法の詳細については、 インテル Quartus Prime プロ・エディシ
ョン の項を参照してください。

デフォルトでは、FSBL は 初に行うことの 1 つとしてウォッチドッグを自動的にイネーブルし、その後定
期的にウォッチドッグにサービスを提供します。次に、SSBL は、 初に行うことの 1 つとして、ウォッチド
ッグをディスエーブルします。

必要に応じて、SSBL および Linux のウォッチドッグをイネーブルしてサービスを提供するのはユーザー
の責任です。

注意: ウォッチドッグ・タイムアウトが発生しても、現在のアプリケーション・イメージは CPB から削除されませ
ん。これは、イメージが永続的に使用不可としてマークされておらず、再試行できることを意味します (例
えば、POR または nCONFIG が発生した後など)。

関連情報
インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア (28 ページ)

2.9. RSU Notify

SDM は、HPS ソフトウェアが SDM に現在の HPS ソフトウェアのステートを 16 ビットの数値として
通知するために使用できる、RSU Notify というコマンドを提供します。

2. 使用例
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HPS ウォッチドッグ・タイムアウトが RSU 障害をトリガーすると、次のアプリケーションまたはファクト
リー・イメージがロードされます。HPS が RSU のステートを照会すると、次のロード後、上位 16 ビット
は 0xf006 となり、下位 16 ビットにはウォッチドッグ・タイムアウトの前に SDM にレポートされた
後の RSU Notify 値が含まれます。

RSU Notify コマンドは、次の値で自動的に呼び出されます。

• 1 - SSBL が入力される直前の FSBL から

• 2 - 制御がオペレーティング・システムに渡される直前の SSBL から

U-Boot または LIBRSU のいずれかからのカスタム値を使用して、RSU Notify を呼び出すこともで
きます。自動的に報告される値と競合しないように、0、1、または 2 の値を使用しないでください。

報告された RSU Notify 値のデコードは、次のとおりです。

値 説明

0 FSBL が完了しなかったか、または SSBL を起動する時点に到達しませんでした。

1 FSBL は完了しましたが、SSBL が完了しなかったか、またはオペレーティング・システムを起動する段階に達しません
でした。

2 FSBL および SSBL の両方が完了し、オペレーティング・システムの起動を試行しています。

Custom ユーザーがこのカスタム値を U-Boot または LIBRSU から報告しました。

注意: ウォッチドッグ・タイムアウトの前に 後に報告されたデータのみが記録されます。

注意: このデータは nConfig または POR 上で失われます。ウォッチドッグが RSU リコンフィグレーション
をトリガーするようにコンフィグレーションされている場合、ウォッチドッグ・タイムアウトによって引き
起こされたリコンフィグレーションにのみ耐えます。

2.10. ファクトリー・イメージの更新

ファクトリー・イメージは、ファクトリー・アップデート・イメージを実行することで更新できます。

注意: ファクトリー・イメージに加えて、更新手順では、決定ファームウェアおよび決定ファームウェア・データも
更新されます。

注意: ファクトリー・アップデート・プロセスには、新しい U-Boot または LIBRSU 機能が必要です。ファクトリ
ー・イメージを更新できるようにするには、U-Boot または LIBRSU を更新する必要のある場合がありま
す。

システムでファクトリー・イメージの更新をサポートできるようにするには、使用する予定の 大ファクト
リー・イメージのサイズに 512 KB を加えた、フラッシュ内の使用可能なスロットが必要です。

アプリケーション・イメージは通常、ファクトリー・イメージよりも大きいため、更新手順に一時的にアプ
リケーション・イメージ・スロットを使用できます。ただし、これは、ファクトリー・イメージの更新手順中に
使用可能なアプリケーション・イメージ・スロットが 1 つ少なくなることを意味します。

2. 使用例
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ファクトリー・イメージおよび決定ファームウェアを更新する手順は次のとおりです。

1. 新しいファクトリー・イメージ SOF ファイルを入力として使用して、Programming File
Generator でファクトリー・アップデート・イメージを作成します。ファクトリー・アップデート・イメー
ジには、新しいファクトリー・イメージ、新しい決定ファームウェア、新しい決定ファームウェア・デー
タ、および実際のアップデートを実行するための特別なファームウェアが含まれています。

2. ファクトリー・アップデート・イメージをリモートシステムに展開します。

3. ファクトリー・アップデート・イメージをフラッシュに書き込み、U-Boot または LIBRSU のいずれか
を使用して 優先にします。ファクトリー・アップデート・イメージはアプリケーション・イメージとは
異なる形式であるため、新しい LIBRSU API
(rsu_slot_program_factory_update_buf および
rsu_slot_program_factory_update_file) を使用します。U-Boot に相当するもの
もあります。

4. ロードするように要求するか、nCONFIG をトグルすることにより、ファクトリー・アップデート・イメ
ージに制御を渡します。

5. ファクトリー・アップデート・イメージが続行され、ファクトリー・イメージ、決定ファームウェア、およ
び決定ファームウェア・データが新しいコピーに置き換えられてから、CPB からそれ自体が消去され
ます。

6. 後に、ファクトリー・アップデート・イメージは、CPB に新しい も優先度の高いイメージをロード
するか、または CPB が空の場合はファクトリー・イメージをロードします。

ファクトリー・アップデート・フローは、電力喪失に対して回復力があります。更新中に電源が失われた場
合、次に電源が復旧したときに、ファクトリー・アップデート・イメージは停止したところから更新プロセス
を再開します。

U-Boot および Linux の両方からファクトリー・イメージ・アップデートを実行する方法の例については、
リモート・システム・アップデートの例の項を参照してください。

API リファレンス情報については、付録の LIBRSU リファレンス情報にある、LIBRSU リファレンス情報
の項を参照してください。

関連情報
• リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)

• LIBRSU リファレンス情報 (92 ページ)

2.11. コンフィグレーションが失敗した場合の再試行

max retry オプションを使用すると、コンフィグレーションの失敗が発生した場合に、アプリケーショ
ン・イメージおよびファクトリー・イメージの両方が再試行される回数をコンフィグレーションできます。

• フラッシュの破損

• 認証および暗号化エラー

• RSU ウォッチドッグのタイムアウト

max retry オプションは、ファクトリー・イメージ・プロジェクト用にインテル Quartus Prime で選
択され、フラッシュの決定ファームウェアのデータ構造内に格納されます。max retry のデフォルト
値は 1 です。これは、各イメージが 1 回だけ試行されることを意味します。 max retry の 大値が 3
の場合は、各イメージが 大 3 回試行されることを意味します。

注意: このパラメーターは max retry と呼ばれていますが、その値は、実際には各イメージが試行された
合計回数を示します。

2. 使用例
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SDM は、現在のイメージのコンフィグレーションに失敗した回数をカウントする retry counter
を維持します。そのカウンターが max retry に到達すると、次のイメージがロードされます。retry
counter の値を照会して、U-Boot および LIBRSU の両方からゼロにリセットするように要求するこ
ともできます。

決定ファームウェアおよびアプリケーション・ファームウェアのバージョンを照会する方法については、
RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ) を参照してください。

U-Boot および Linux の両方で max retry がどのように機能するかの例については、リモート・シス
テム・アップデートの例の項を参照してください。

関連情報
• RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ)

• 特定のイメージのロード (14 ページ)

• リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)

2.12. 決定ファームウェアのバージョンの照会

4 つの決定ファームウェアのコピーのそれぞれには、作成に使用されたインテル Quartus Prime バー
ジョンを示すフィールドが含まれています。U-Boot および Linux の両方とも、決定ファームウェアのバ
ージョンを照会する機能を提供します。

決定ファームウェアのバージョンの詳細については、決定ファームウェアのバージョン情報の項を参照し
てください。

U-Boot および Linux の両方で決定ファームウェアのバージョンの照会がどのように機能するかの例に
ついては、リモート・システム・アップデートの例の項を参照してください。

関連情報
• 決定ファームウェアのバージョン情報 (82 ページ)

• リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)

2. 使用例
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3. クワッド SPI フラッシュレイアウト

3.1. 高レベルのフラッシュレイアウト

3.1.1. 標準 (RSU 以外) のフラッシュレイアウト

標準 (RSU 以外) のケースでは、フラッシュにはファームウェア・イメージが 4 つ、およびアプリケーシ
ョン・イメージが含まれます。起こり得る破損に備え、ファームウェアには 4 つの冗長コピーがあります。
ファームウェアには、フラッシュ内のアプリケーション・イメージの位置へのポインターが含まれていま
す。

図 -3: フラッシュレイアウト - RSU 以外
この図では、4 つのファームウェアのコピーのそれぞれがアプリケーション・イメージを指しています。
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3.1.2. RSU フラッシュレイアウト - SDM の視点から

RSU の場合、標準ファームウェアではなく決定ファームウェアが含まれます。決定ファームウェアのコピ
ーには、フラッシュ内の次の構造へのポインターがあります。

• 決定ファームウェア・データ

• 1 つのファクトリー・イメージ

• 2 つのコンフィグレーション・ポインター・ブロック (CPB)
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図 -4: RSU フラッシュレイアウト - SDM の視点から
この図では、

• 各決定ファームウェアのコピーは、ファクトリー・イメージと、ポインターブロック 0 およびポインターブロック 1 の両方を指しま
す。

• ポインターブロック 0 およびポインターブロック 1 はどちらも、アプリケーション・イメージを指します。
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更新は、アップデート・イメージでのみ使用可能

直接書き込み可能

決定ファームウェア
決定ファームウェア

決定ファームウェア
決定ファームウェア

決定ファームウェア・データ

ファクトリー・イメージ

ポインターブロック 0ポインターブロック 0

ポインターブロック 1

アプリケーション・イメージ 1 

アプリケーション・イメージ 2 

決定ファームウェア・データには、次のような基本設定が格納されます。

• クワッド SPI フラッシュメモリーに接続するクロックおよびピン

• SDM にファクトリー・イメージをロードするように強制する Direct to Factory Image ピン

注意: このピンは、ファクトリー・イメージ・プロジェクト内の次の Assignments > Device >
Device and Pin Options > Configuration > Configuration Pin Options

のメニューで設定することができます。

• max_retry パラメーター値

ポインターブロックにはアプリケーション・イメージのリストが含まれています。これは、そのうちのいず
れかが成功するまで試行されます。アプリケーション・イメージがいずれも成功しなかった場合、SDM は
ファクトリー・イメージをロードします。信頼性を確保するため、ポインターブロックにはメインコピーお
よびバックアップ・コピーが含まれており、更新動作が失敗した場合に備えています。

ファクトリー・イメージおよびアプリケーション・イメージはどちらもファームウェアで始まります。まず、決
定ファームウェアがファームウェアをロードします。次に、そのファームウェアは残りのイメージをロード
します。上の図に、これらの実装についての詳細は示されていません。詳細に関しては、アプリケーショ
ン・イメージのレイアウトの項を参照してください。

関連情報
アプリケーション・イメージのレイアウト (26 ページ)
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3.1.3. RSU フラッシュレイアウト - ご自身の視点から

サブ・パーティション表 (SPT) は、クアッド SPI フラッシュを管理します。

インテル Quartus Prime の Programming File Generator は、初期の製造イメージを作成する際
に SPT を作成します。信頼性のある動作を確保するために、Programming File Generator は、サブ・
パーティション表およびコンフィグレーション・ポインター・ブロックのコピーを 2 つ (SPT0 および
SPT1、CPB0 および CPB1) 作成します。

フラッシュに格納される初期 RSU イメージには、一般的に次のパーティションが含まれます。

表 2. 初期 RSU イメージの一般的なサブ・パーティション

サブ・パーティション名 コンテンツ

BOOT_INFO 決定ファームウェアと決定ファームウェア・データ

FACTORY_IMAGE ファクトリー・イメージ

SPT0 サブ・パーティション表 0

SPT1 サブ・パーティション表 1

CPB0 ポインターブロック 0

CPB1 ポインターブロック 1

P1 (入力してください) アプリケーション・イメージ 1

P2 (入力してください) アプリケーション・イメージ 2

3. クワッド SPI フラッシュレイアウト
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図 -5: RSU フラッシュレイアウト - ご自身の視点から
この図では、

• SPT0 と SPT1 はすべてを指します。

— BOOT_INFO

— ファクトリー・イメージ

— ポインターブロック 0 およびポインターブロック 1

— すべてのアプリケーション・イメージ

• ポインターブロック 0 およびポインターブロック 1 は、すべてのアプリケーション・イメージを指します。
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更新は、ファクトリー・アップデート・イメージでのみ使用可能

直接書き込み可能

SDM は使用しない

BOOT_INFO

ファクトリー・イメージ

サブ・パーティション表 0

サブ・パーティション表 1

ポインターブロック 0

ポインターブロック 1

アプリケーション・イメージ 0

アプリケーション・イメージ 1

要約すると、ご自身の視点からのフラッシュメモリーのビューは、SDM のビューと 2 つの点において異
なります。

• 決定ファームウェア、決定ファームウェア・データ、およびファクトリー・イメージのアドレスを認識す
る必要はありません。

• サブ・パーティション表にアクセスできます。サブ・パーティション表は、リモート・システム・アップデ
ートに必要なデータ構造へのアクセスを提供します。

3.2. 詳細なクアッド SPI フラッシュレイアウト

3.2.1. RSU サブ・パーティションのレイアウト

フラッシュのサブ・パーティション・レイアウトの表は、RSU フラッシュイメージのレイアウトを示してい
ます。

3. クワッド SPI フラッシュレイアウト
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ファクトリー・イメージまたはアプリケーション・イメージの変更が予想される場合は、追加のメモリース
ペースを予約することを検討してください。デフォルトでは、インテル Quartus Prime の
Programming File Generator は、ファクトリー・イメージ用に追加の 256 kB のメモリースペースを
予約します。パーティション・サイズを増やすには、Generating the Initial RSU Image で説明されて
いるとおり、Edit Partition ダイアログ・ボックス・ウィンドウで End Address の値を更新します。

表 3. フラッシュのサブ・パーティション・レイアウト

フラッシュオフセット サイズ (バイト) コンテンツ サブ・パーティション名

0 K 512 K 決定ファームウェア BOOT_INFO

512 K 512 K 決定ファームウェア

1 M 512 K 決定ファームウェア

1.5 M 512 K 決定ファームウェア

2 M 8 K + 24 K パッド 決定ファームウェア・データ

2 M+32 K 32 K SDM 用に予約済み

2 M+64 K 不定 ファクトリー・イメージ FACTORY_IMAGE

Next 4 K + 28 K パッド サブ・パーティション表 (コピー 0) SPT0

Next 4 K + 28 K パッド サブ・パーティション表 (コピー 1) SPT1

Next 4 K + 28 K パッド ポインターブロック (コピー 0) CPB0

Next 4 K + 28 K パッド ポインターブロック (コピー 1) CPB1

Next 不定 アプリケーション・イメージ 1 割り当ててください

Next 不定 アプリケーション・イメージ 2 割り当ててください

インテル Quartus Prime の Programming File Generator を使用すると、多くのユーザー・パーティ
ションを作成できます。これらのパーティションには、アプリケーション・イメージおよび、Second
Stage Boot Loader (SSBL)、Linux カーネル、Linux ルート・ファイル・システムなどの他のアイテム
を含めることが可能です。

初期のフラッシュイメージを作成する際は、アプリケーション・イメージ用に 大 7 つのパーティション
を作成できます。空のパーティションの作成に制限はありません。

関連情報
Generating the Initial RSU Image

3.2.2. サブ・パーティション表のレイアウト

次の表に、サブ・パーティション表の構造を示します。インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアは、
大 126 のパーティションをサポートします。各サブ・パーティションの記述子は 32 バイトです。

表 4. サブ・パーティション表のレイアウト

オフセット サイズ (バイト) 説明

0x000 4 マジックナンバー 0x57713427

0x004 4 バージョン番号 (このドキュメントの場合は 0)

0x008 4 エントリー数

continued...   
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オフセット サイズ (バイト) 説明

0x00C 20 予約済み

0x020 32 サブ・パーティション Descriptor 1

0x040 32 サブ・パーティション Descriptor 2

0xFE0 32 サブ・パーティション Descriptor 126

各 32 バイトのサブ・パーティション記述子には、次の情報が含まれています。

表 5. サブ・パーティション記述子のレイアウト

オフセット サイズ 説明

0x00 16 Null 文字列ターミネーターを含むサブ・パーティション名

0x10 8 サブ・パーティションの開始オフセット

0x18 4 サブ・パーティションの長さ

0x1C 4 サブ・パーティションのフラグ

現在、2 つのフラグが定義されています。

• システムを 1 に設定: RSU システム用に予約済み。パーティション・オフセット値については、表 3
(24 ページ) を参照してください。

• 読み出し専用を 1 に設定: システムはパーティションを直接書き込みから保護します。

インテル Quartus の Programming File Generator は、イメージの作成時にこれらのフラグを次の
ように設定します。その後、これらのフラグは変更されません。

表 6. コンテンツおよびアクセスを指定するフラグ

パーティション システム 読み出し専用

BOOT_INFO 1 1

FACTORY_IMAGE 1 1

SPT0 1 0

SPT1 1 0

CPB0 1 0

CPB1 1 0

P1 0 0

P2 0 0

3.2.3. コンフィグレーション・ポインター・ブロック・レイアウト

コンフィグレーション・ポインター・ブロックには、アプリケーション・イメージ・アドレスのリストが含まれ
ています。SDM は、イメージの 1 つが成功するか、すべてが失敗するまで、イメージを順番に試行しま
す。この構造には、次の情報が含まれています。

3. クワッド SPI フラッシュレイアウト
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表 7. ポインター・ブロック・レイアウト

オフセット サイズ（バイト単位） 説明

0x00 4 マジックナンバー 0x57789609

0x04 4 ポインター・ブロック・ヘッダーのサイズ（このドキュメントでは 0x18）

0x08 4 ポインターブロックのサイズ（このドキュメントでは 4096）

0x0C 4 予約済み

0x10 4 イメージポインターへのオフセット（IPTAB）

0x14 4 イメージ・ポインター・スロットの数（NSLOTS）

0x18 8 予約済み

0x20 (IPTAB) (8) 8 初の（優先度が も低い）イメージ・ポインター・スロット（IPTAB）

8 2 番目（2 番目に低い優先度）のイメージポインタスロット

8 …

8 後の（ も優先度の高い）イメージポインター

コンフィグレーション・ポインター・ブロックには、 大 508 個のアプリケーション・イメージ・ポインター
を含めることができます。実際の数は NSLOTSとしてリストされています。一般的な構成ポインターブ
ロックの更新手順は、新しいポインターを追加し、場合によっては古いポインターをクリアすることでコ
ンフィグレーションされます。通常、ポインターブロックの更新は 1 つの追加エントリーを使用します。し
たがって、ポインターブロックを消去する前に 508 回の更新を行うことができます。消去手順は、
pointer block compression と呼ばれます。ポインターブロックのコピーが 2 つあるため、この手順は
停電に対して安全です。 コピーは異なるフラッシュ消去セクターにあります。一方のコピーが更新されて
いる間、もう一方のコピーは引き続き有効です。

3.2.4. アプリケーション・イメージのレイアウト

アプリケーション・イメージは、SDM ファームウェアおよびコンフィグレーション・データで構成されま
す。コンフィグレーション・データは 大 4 つのセクションを含みます。SDM ファームウェアには、これら
のセクションへのポインターが含まれています。次の表は、アプリケーション・イメージ内のセクション数
およびセクションポインターの位置を示しています。

表 8. アプリケーション・イメージのセクションポインター

オフセット サイズ (バイト) 説明

0x1F00 4 セクション数

…

0x1F08 8 初のセクションのアドレス

0x1F10 8 2 番目のセクションのアドレス

0x1F18 8 3 番目のセクションのアドレス

0x1F20 8 4 番目のセクションのアドレス

…

0x1FFC 4 0x1000 から 0x1FFB の CRC32

(8) オフセットは、将来のファームウェア・アップデートで変更される可能性があります。

3. クワッド SPI フラッシュレイアウト
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セクションポインターは、フラッシュ内の FPGA イメージの実際の位置と一致する必要があります。この
要件を満たすには、2 つのオプションが使用可能です。

• クアッド SPI フラッシュメモリー内の実際の場所に一致するアプリケーション・イメージを生成する
ことができます。システムによって更新のセットが異なる場合があるため、このオプションは実用的
ではありません。その結果、新しいアプリケーション・イメージを格納するのに適したスロットは異な
る場合があります。

• アドレス 0 に位置していると仮定してアプリケーション・イメージを生成し、その後実際の位置に一
致するようにポインターを更新することができます。

HPS を使用して RSU を管理する場合、U-Boot クライアントおよび LIBRSU クライアントの両方は以
下の手順を実装し、アドレス 0 をターゲットにしているアプリケーション・イメージを実際の送信先スロ
ットアドレスに再配置します。

INITIAL_ADDRESS 用に作成されたアプリケーション・イメージから NEW_ADDRESS にポインタ
ーを更新する手順は次のとおりです。

1. INITIAL_ADDRESS をターゲットにするアプリケーション・イメージを作成します。

2. アプリケーション・イメージのオフセット 0xF100 から 32 ビット値を読み出し、セクションの数を
特定します。

3. <s>= 1 to number_of_sections の場合、

a. section_pointer = 0xF100 + (s * 8) から 64 ビットのセクションポインターを読み
出します。

b. section_pointer から INITIAL_ADDRESS を引きます。

c. NEW_ADDRESS を section_pointer に加えます。

d. 更新された section_pointer を格納します。

4. アドレス 0x1000 から 0x1FFB の CRC32 を再計算します。新しい値をオフセット 0x1FFC に格
納します。CRC32 の値は、次の手順を使用してデータのコピー上で計算する必要があります。

a. 各バイトのビットを入れ替え、ビットが逆の順に発生するようにして CRC を計算します。

b. 計算した CRC32 の値のバイトを入れ替え、逆の順序で表示されるようにします。

c. CRC32 の値の各バイトのビットを入れ替えます。

d. CRC32 の値をフラッシュに書き込みます。

注意: ファクトリー・アップデート・イメージの形式は異なります。ポインター・アップデートには異なる手順が必
要です。HPS を使用して RSU を管理する場合、U-Boot クライアントおよび LIBRSU クライアントの両
方が、ファクトリー・アップデート・イメージを再配置するためにこの手順を実装します。

3. クワッド SPI フラッシュレイアウト
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4.  インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアおよびツールのサポート

この項では、RSU シナリオに使用できるインテル Quartus Prime ツールをリストしています。各ツー
ルの詳細については、対応するドキュメントを参照してください。

4.1.  インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア

ユーザーはインテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアを使用して、リモート・システ
ム・アップデートに使用するハードウェア・プロジェクトをコンパイルする必要があります。

4.1.1. ファクトリー・ロード・ピンの選択

インテル Quartus Prime は、リセット時にファクトリー・アプリケーションの強制的なロードに使用す
るピンを選択するオプションを提供します。

1. Assignments > Device > Device and Pin Options > Configuration >
Configuration Pin Options に移動します。

2. Direct to Factory Image チェックボックスをチェックします。

3. ドロップボックスから目的のピンを選択します。
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https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


図 -6: Configuration PIN の GUI

4.1.2. RSU をトリガーするための HPS ウォッチドッグのイネーブル

このツールには、HPS ウォッチドッグをイネーブルしたときに何が発生するかを選択するオプションが
ありますが、サービスは提供せず、HPS リセットを生成します。以下に示すように、このオプションはプラ
ットフォーム・デザイナーの HPS コンポーネント・プロパティーとして使用可能です。
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強調表示されたオプションが選択され、HPS ウォッチドッグがイネーブルになっていて、サービスが提供
されていないためにタイムアウトした場合、SDM は現在のアプリケーション・イメージを失敗と見なしま
す。次に、SDM は、コンフィグレーション・ポインター・ブロック内の次のアプリケーション・イメージ、また
はすべてのアプリケーション・イメージが失敗した場合はファクトリー・イメージのロードを試行します。
ファクトリー・イメージもコンフィグレーションに失敗した場合、SDM は FPGA および HPS をクリアし、
デバイスはコンフィグレーションされないままになります。

HPS ウォッチドッグをイネーブルしたときに何が発生するかを選択する別のオプションは次のとおりで
す。

1. ファクトリー・イメージ SOF の作成に使用されるインテル Quartus Prime プロジェクトで、目的
のウォッチドッグ動作を選択します。

2. 次に、インテル Quartus Prime の Programming File Generator は、ファクトリー SOF ファイ
ルから設定を取得し、それを決定ファームウェアのデータセクションに格納します。

3. 次に、決定ファームウェアはそのセクションからのデータを使用して、選択された動作を実装します。

注意: 動作は、異なる設定の SOF を使用してファクトリー・イメージを更新することにより、実行時
に変更できます。

4.1.3.  Max Retry パラメーターの設定

max retry パラメーターは、コンフィグレーションの失敗が発生した際に、アプリケーション・イメー
ジおよびファクトリー・イメージが試行される回数を指定します。デフォルト値は 1 です。これは、各イメ
ージが 1 回だけ試行されることを意味します。可能な 大値は 3 で、これは各イメージを 大 3 回試行
できることを意味します。

max retry パラメーターは、用語集の項で定義されているとおり、決定ファームウェア・データ領域に
格納され、決定ファームウェアおよび決定ファームウェア・データが Initial Flash Layout またはファク
トリー・イメージの更新の一部としてプログラムされる場合にプログラムされます。
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max retry パラメーターは、インテル Quartus Prime の GUI から Assignments >
Device > Device and Pin Options > Configuration に移動し、「Remote system
update max retry count」フィールドの値を選択することにより、ファクトリー・イメージの作成に使用
されるハードウェア・プロジェクトに指定されます。

このパラメーターは、プロジェクトのインテル Quartus Prime 設定ファイル (.qsf) を直接編集して次
の行を追加するか、または値が既に存在する場合は値を変更することによって指定することもできます。

set_global_assignment -name RSU_MAX_RETRY_COUNT 3

4.2. Programming File Generator

インテル Quartus Prime の Programming File Generator は、インテル Quartus Prime プロ・エ
ディション開発ソフトウェアの一部です。このツールは、 インテル Agilex SoC RSU の初期フラッシュ
イメージ、アプリケーション・イメージ、およびファクトリー・アップデート・イメージのプログラミング・フ
ァイルを作成します。

使用例については、初期フラッシュイメージの作成、初期フラッシュイメージの作成、およびファクトリ
ー・アップデート・イメージの作成の項を参照してください。

ツールの詳細については、 インテル Quartus Prime プロ・エディションのユーザーガイド: プログラマ
ーを参照してください。

関連情報
• Creating the Initial Flash Image (0 ページ)

• アプリケーション・イメージの作成 (52 ページ)

• ファクトリー・アップデート・イメージの作成 (52 ページ)

4.  インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアおよびツールのサポート
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• インテル Quartus Prime プロ・エディション User Guide: Programmer

4.2.1. Programming File Generator のファイルの種類

RSU の Programming File Generator によって作成される も重要なファイルの種類を次の表に示
しています。

ファイル拡張子 ファイルの種類 説明

.jic JTAG Indirect Configuration File これらのファイルは、インテル Quartus Prime Programmer ツール
を使用して、フラッシュに書き込むことを目的としています。これらには、
実際のフラッシュデータ、およびインテル Quartus Prime
Programmer がデータを書き込むために使用する小さな FPGA デザイ
ンであるフラッシュローダーも含まれています。

.rpd Raw Programming Data File これらのファイルには、フラッシュの実際のバイナリーコンテンツが含ま
れており、追加のメタデータは含まれていません。それらは、.jic ファ
イルと同様に、フラッシュのコンテンツ全体を含めることができます。こ
れは通常、外部ツールを使用して初期フラッシュイメージをプログラム
する場合に使用されます。また、アプリケーション・イメージもしくはファ
クトリー・アップデート・イメージを含めることもできます。

.map Memory Map File これらのファイルには、入力データが出力ファイルのどこに配置されたか
についての詳細が含まれています。このファイルは人間が読める形式で
す。

.rbf Raw Binary File これらのファイルはバイナリーファイルであり、通常、HPS 先行の使用例
向けに FPGA ファブリックをコンフィグレーションするために使用でき
ます。

4.2.2.  Bitswap オプション

インテル Quartus Prime Programmer は、デフォルトで、バイナリーファイルのビットがバイトごとに
逆の順序であると想定しています。このため、“bitswap=on” オプションは次のようにイネーブルす
る必要があります。

• 入力バイナリーファイルごと (.bin および .hex ファイルはサポートされています)。

• 出力 RPD ファイルごと (フル・フラッシュ・イメージ、アプリケーション・イメージ、およびファクトリ
ー・アップデート・イメージ)。

このドキュメントに示されている例では、それに応じて bitswap オプションが使用されています。

4.3.  インテル Quartus Prime Programmer

インテル Quartus Prime Programmer を使用して、初期フラッシュイメージをプログラムできます。
例については、初期イメージの QSPI へのフラッシュの項を参照してください。

関連情報
Flashing the Initial RSU Image to QSPI (0 ページ)
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5. ソフトウェアのサポート

この項では、RSU のソフトウェア・サポートについて詳しく説明します。この情報は、次のバージョンのソ
フトウェアおよびツールに関するものです。

• インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 20.1

• GitHub タグからの U-Boot: ACDS20.1_REL_GSRD_PR

• GitHub タグからの Linux: ACDS20.1_REL_GSRD_PR

• GitHub タグからの LIBRSU および RSU Client: ACDS20.1_REL_GSRD_PR

5.1. SDM RSU のサポート

SDM は、実際の RSU コンフィグレーション・フローを実装するだけでなく、RSU と相互作用するための
コマンドを提供します。

• 現在実行中のイメージのフラッシュアドレスの取得

• 失敗したイメージをロードしようとしたときに発生したエラーの詳細の取得

• 新しいエラー情報を記録できるようにするためのスティッキー・エラー情報のクリア

• SPT の位置の取得

• 特定のイメージのロード

• HPS ソフトウェアのステートの報告

• 現在の再試行カウンターの値の照会

• 現在の再試行カウンターの値のリセット

SDM コマンドは、Cortex-A53 の 高実行レベルである EL3 から呼び出す必要があります。

SDM コマンドは公開されていません。U-Boot および LIBRSU の両方から関連サービスにアクセスす
るための完全なサポートが提供されます。

5.2. U-Boot RSU のサポート

U-Boot は、次の RSU 関連機能を提供します。

• U-Boot コマンドラインからすべての SDM RSU コマンドの機能にアクセスできるようにします。

• LIBRSU と同様のインターフェイスを使用して、U-Boot ソースコードからすべての SDM RSU コ
マンドの機能にアクセスできるようにします。

• Linux が関連する SDM サービスと相互作用するために使用する、常駐の SMC (Secure
Monitor Call) ハンドラーを実装します。

U-Boot は 高実行レベルである EL3 で実行されるため、SDM API へのアクセスが許可されます。U-
Boot は QSPI フラッシュにもアクセスします。
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図 -7: U-Boot RSU
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関連情報
リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)

5.2.1. U-Boot SMC ハンドラー

U-Boot SMC ハンドラーは 高実行レベルである EL3 で実行され、より低い実行レベルで実行されて
いるソフトウェアが FPGA コンフィグレーションや SDM API などの SDM によって提供されるサービ
スにアクセスできるようにします。

Linux デバイスツリーにより、QSPI フラッシュの Linux ビューが SPT の位置から開始されることが保
証されるため、SPT の位置の取得はサービスとして提供されていません。

実際のインターフェイスおよび実装については、次のファイルの arch/arm/mach-socfpga/
smc_rsu_s10.c を参照してください。

注意: U-Boot SMC ハンドラーに直接アクセスする必要がないため、この情報は参照用としてのみ提供され
ています。代わりに、LIBRSU および RSU クライアントを使用すると、すべての RSU サービスにアクセ
スできます。

関連情報
U-Boot ソースコードの詳細 (78 ページ)

5.2.2. U-Boot RSU API

U-Boot は、LIBRSU API と同様に、RSU を管理するための API のフルセットを提供しています。

API の詳細については、ソースコード・ファイルの arch/arm/mach-socfpga/include/
mach/rsu.h を参照してください。API を使用して実装される U-Boot rsu コマンドの実装につい
ては、ソースコード arch/arm/mach-socfpga/rsu_s10.cを参照してください。

LIBRSU の詳細については、LIBRSU リファレンス情報 (92 ページ) を参照してください。

関連情報
LIBRSU リファレンス情報 (92 ページ)

5.2.3. U-Boot RSU コマンド

U-Boot は、RSU クライアントが提供する機能と同様に、RSU を管理するためのオプションのフルセッ
トを備えた rsu コマンドを提供します。
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パラメーターなしで実行すると、すべての rsu コマンドオプションを確認できます。

SOCFPGA # rsu
rsu - Agilex SoC Remote System Update

Usage:
rsu dtb   - Update Linux DTB qspi-boot parition offset with spt0 value
list  - List down the available bitstreams in flash
slot_by_name <name> - find slot by name and display the slot number
slot_count - display the slot count
slot_disable <slot> - remove slot from CPB
slot_enable <slot> - make slot the highest priority
slot_erase <slot> - erase slot
slot_get_info <slot> - display slot information
slot_load <slot> - load slot immediately
slot_load_factory - load factory immediately
slot_priority <slot> - display slot priority
slot_program_buf <slot> <buffer> <size> - program buffer into slot, and make it 
highest priority
slot_program_buf_raw <slot> <buffer> <size> - program raw buffer into slot
slot_program_factory_update_buf <slot> <buffer> <size> - program factory update 
buffer into slot, and make it highest priority
slot_rename <slot> <name> - rename slot
slot_size <slot> - display slot size
slot_verify_buf <slot> <buffer> <size> - verify slot contents against buffer
slot_verify_buf_raw <slot> <buffer> <size> - verify slot contents against raw 
buffer
status_log - display RSU status
update <flash_offset> - Initiate firmware to load bitstream as specified by 
flash_offset
notify <value> - Let SDM know the current state of HPS software
clear_error_status - clear the RSU error status
reset_retry_counter - reset the RSU retry counter
display_dcmf_version - display DCMF versions and store them for SMC handler 
usage 

U-Boot rsu コマンドの使用方法の例については、U-Boot RSU コマンドの実行の項を参照してくだ
さい。

次のコマンドには、同等の RSU クライアントがありません。

• list

• update

• dtb

rsu list コマンドは、

• フラッシュ内の SPT の位置について SDM に照会し、それを読み出して表示します。

• フラッシュから CMF ポインターブロックを読み出し、関連情報を表示します。

• 現在実行中のイメージ、RSU のステート、および発生したエラーについて SDM に照会し、情報を
表示します。

以下は、使用されている rsu list コマンドの例です。

SOCFPGA # rsu list
RSU: Remote System Update Status
Current Image    : 0x01000000
Last Fail Image  : 0x00000000
State            : 0x00000000
Version          : 0x00000202
Error location   : 0x00000000
Error details    : 0x00000000
Retry counter    : 0x00000000
RSU: Sub-partition table 0 offset 0x00910000
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RSU: Sub-partition table 1 offset 0x00918000
SF: Detected mt25qu02g with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 256 MiB
RSU: Sub-partition table content
       BOOT_INFO    Offset: 0x0000000000000000    Length: 0x00210000    Flag : 
0x00000003
   FACTORY_IMAGE    Offset: 0x0000000000210000    Length: 0x00700000    Flag : 
0x00000003
              P1    Offset: 0x0000000001000000    Length: 0x01000000    Flag : 
0x00000000
            SPT0    Offset: 0x0000000000910000    Length: 0x00008000    Flag : 
0x00000001
            SPT1    Offset: 0x0000000000918000    Length: 0x00008000    Flag : 
0x00000001
            CPB0    Offset: 0x0000000000920000    Length: 0x00008000    Flag : 
0x00000001
            CPB1    Offset: 0x0000000000928000    Length: 0x00008000    Flag : 
0x00000001
              P2    Offset: 0x0000000002000000    Length: 0x01000000    Flag : 
0x00000000
              P3    Offset: 0x0000000003000000    Length: 0x01000000    Flag : 
0x00000000
RSU: CMF pointer block offset 0x00920000
RSU: CMF pointer block's image pointer list
Priority 1 Offset: 0x0000000001000000 nslot: 0

rsu update コマンドは、特定のアドレスからイメージをロードするように SDM に指示するために
使用されます。以下は、rsu update コマンドの例です。

SOCFPGA # rsu update 0x03000000
RSU: RSU update to 0x0000000003000000

この rsu dtb コマンドは、U-Boot が Linux DTB の 初の QSPI パーティション情報を更新して、
BOOT_INFO パーティションの直後に開始するようにするために使用されます。このように、決定ファー
ムウェア、決定ファームウェア・データ、およびファクトリー・イメージに Linux からアクセスできないよう
にすることで、偶発的な破損のリスクが軽減されます。それに応じて、パーティションのサイズも縮小され
ます。

詳細については、フラッシュへの保護されたアクセスの項を参照してください。

rsu dtb は、Linux に渡す前に、U-Boot によってメモリーにロードされた DTB 上で動作します。使用
するシーケンスは次のとおりです。

1. DTB のロード

2. rsu dtb コマンドの実行

3. Linux の起動

関連情報
• フラッシュへの保護されたアクセス (16 ページ)

• U-Boot RSU コマンドの実行 (64 ページ)

5.3.  Linux RSU のサポート

Linux では、次の RSU 機能が提供されています。

• RSU 動作の完全なセットを実行できるようにする LIBRSU ユーザースペース・ライブラリー

• LIBRSU API を実行する RSU クライアントのサンプル・アプリケーション

5. ソフトウェアのサポート
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図 -8: Linux RSU の概要
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* Stratix 10 ドライバーはすべてのインテル® Agilex™ SoC デデデデデ
互換性があります。

5.3.1.  インテル Service Driver

SMC ハンドラーは U-Boot によって常駐となり、 高実行レベルである EL3 で実行されているため、
SDM サービスにアクセスできます。 インテル Service Driver を使用すると、カーネルは SMC ハンド
ラーによって提供されるサービスにアクセスするために SMC を実行できます。

デフォルトのカーネル・コンフィグレーションは、CONFIG_INTEL_STRATIX10_SERVICE=y が
定義されています。これは、このドライバーがカーネルの一部であることを意味します。RSU に加えて、
インテル Service Driver は、U-Boot SMC ハンドラーによって提供される FPGA コンフィグレーショ
ン・サービスも提供します。

ドライバーを直接使用する必要がないため、そのインターフェイスについてはここでは説明しません。詳
細については、drivers/firmware/stratix10-svc.c ファイルのソースコードを参照してく
ださい。

注意: Linux は急速に変化するコミュニティー・プロジェクトです。この項の情報は、Linux カーネルバージョン
5.4.23-lts に有効であり、将来再び変更される可能性があります。
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5.3.2.  インテル RSU ドライバー

インテル RSU ドライバーは、sysfs インターフェイスを使用して RSU サービスをエクスポートします。
ソースコードは drivers/firmware/stratix10-rsu.c ファイル内にあります。

デフォルトのカーネル・コンフィグレーションでは、CONFIG_INTEL_STRATIX10_RSU=m が定義
されています。これは、insmod でロードする必要のあるロード可能なモジュールとしてコンフィグレー
ションされていることを意味します。このドライバーの使用方法については、付録の LIBRSU リファレン
ス情報にある、RSU クライアントの実行の項を参照してください。

ドライバーは /sys/devices/platform/stratix10-rsu.0 フォルダー内にある sysfs
ファイルを介してサービスを提供します。このパスは、LIBRSU のコンフィグレーション可能なパラメー
ターです。詳細については、付録の LIBRSU リファレンス情報にある、コンフィグレーション・ファイルの
項を参照してください。

表 9. インテル RSU ドライバーの SysFS エントリー

ファイル R/W 説明

current_image RO SDM QSPI フラッシュ内で現在実行中のイメージの位置です。

fail_image RO SDM QSPI フラッシュ内で失敗したイメージの位置です。

error_details RO ユーザーにとって意味のない不透明なエラーコードです。

error_location RO 失敗したイメージ内のエラーの位置です。

state RO RSU システムのステートです。

version RO RSU システムのバージョンです。

notify WO HPS ソフトウェアの実行段階を SDM に通知するため、またエラーステ
ータスをクリアするため、および再試行カウンターをリセットするために
使用されます。

retry_counter RO 現在のイメージがロードを再試行する回数を示す retry_counter
の現在の値です。ゼロの値は、これが初回であることを意味します。

reboot_image WO 次の reboot コマンドでロードされるイメージのアドレスです。

dcmf0 RO 決定ファームウェアのコピー 0 バージョン情報です。

dcmf1 RO 決定ファームウェアのコピー 1 バージョン情報です。

dcmf2 RO 決定ファームウェアのコピー 2 バージョン情報です。

dcmf3 RO 決定ファームウェアのコピー 3 バージョン情報です。

詳細については、RSU ステータスおよびエラーコードと決定ファームウェアのバージョン情報の項を参
照してください。

注意: RSU ドライバーを直接使用することは推奨またはサポートされていないため、この情報は参照用として
のみ提供されています。代わりに、LIBRSU または RSU クライアントを直接使用して、RSU タスクを実
行します。

注意: Linux は急速に変化するコミュニティー・プロジェクトです。この項の情報は、Linux カーネルバージョン
5.4.23-lts で有効であり、将来再び変更される可能性があります。

関連情報
• RSU ステータスおよびエラーコード (90 ページ)
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• RSU クライアントの実行 (56 ページ)

• コンフィグレーション・ファイル (92 ページ)

• 決定ファームウェアのバージョン情報 (82 ページ)

5.3.3. LIBRSU Library

RSU ライブラリーは、アプリケーションから呼び出すことができる RSU API の完全なセットを提供しま
す。ライブラリーは インテル RSU ドライバー上に構築されており、Linux MTD フレームワークを使用
して QSPI フラッシュにアクセスします。

LIBRSU Library では、「スロット」という用語を使用して、アプリケーション・イメージを含めることを目
的としたサブ・パーティションを指します。また、「優先度」という用語を使用して、コンフィグレーション・
ポインター・ブロックで定義された順序でイメージが SDM によってロードされるという事実を指します。

LIBRSU コンフィグレーション・ファイル、データ型、および API の詳細については、LIBRSU リファレン
ス情報の項を参照してください。

関連情報
LIBRSU リファレンス情報 (92 ページ)

5.3.4. RSU Client

RSU Client は、LIBRSU の上に構築され、ライブラリーによって提供される API を実行する Linux ア
プリケーションの例です。RSU クライアント・コマンド・オプションおよび使用例の詳細については、付録
の LIBRSU リファレンス情報にある、RSU クライアントの実行の項を参照してください。

RSU Client は現状のままで使用できますが、インテルは、特定の要件に従って RSU を管理する独自の
アプリケーションを作成することをお勧めします。

関連情報
RSU クライアントの実行 (56 ページ)

5. ソフトウェアのサポート
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6. リモート・システム・アップデートの例

この章では、以下を含む、完全な Remote System Update の例を示します。

• ファクトリー・イメージのビットストリームを含む初期フラッシュイメージ、1 つのアプリケーション・
イメージ、および追加のアプリケーション・イメージを含む 2 つの空のスロットの作成

• SSBL、Linux、LIBRSU、RSU クライアント、および展開するアプリケーション・イメージとファクト
リー・アップデート・イメージを使用した SD カードの作成

• Linux RSU クライアント・アプリケーションの実行

• U-Boot RSU コマンドの実行

注意: この例では、FPGA Configuration 先行モードを使用しています。HPS ブート先行モードをサポートす
るように例を変更する方法については、HPS First での RSU の使用を参照してください。

6.1. 前提条件

RSU の例を実行するには、次のアイテムが必要です。

• Ubuntu 16.04 LTS を実行しているホスト PC (他の Linux バージョンでも動作する可能性があ
ります)

• ハードウェア・デザインのコンパイルに必要な 小 48GB の RAM

• SoC EDS プロ・エディションソフトウェアのバージョン 20.1 - ハードウェア・プロジェクト用

• インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 20.1 - ハードウェア・
プロジェクトのコンパイル、フラッシュイメージの生成、およびフラッシュへの書き込み用

• インターネットへのアクセス - U-Boot、Linux、zlib および LIBRSU の git ツリーのクローンの作
成および Yocto を使用した Linux rootfs の構築

• インテル Agilex SoC Development キットの製品版 - 例の実行用

6.2. Git ソースバージョン

次の Git タグを使用して、この章で紹介する例をテストしました。

項目 Git ツリー ブランチ タグ

U-Boot https://github.com/altera-opensource/u-
boot-socfpga

origin/socfpga_v2019.10 ACDS20.1_REL_GSRD_PR

Linux Kernel https://github.com/altera-opensource/linux-
socfpga

origin/socfpga-5.4.23-lts ACDS20.1_REL_GSRD_PR

インテル RSU https://github.com/altera-opensource/intel-
rsu

origin/master ACDS20.1_REL_GSRD_PR

683184 | 2020.07.10

フィードバック

Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルの名称やロゴは、Intel
Corporation またはその子会社の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠すること
を保証しますが、インテル製品およびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を
除き、インテルはここに記載されたアプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責
任を負いません。インテル製品の顧客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕
様を 新のバージョンにしておくことをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

ISO
9001:2015
登録済

https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga
https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga
https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga
https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga
https://github.com/altera-opensource/intel-rsu
https://github.com/altera-opensource/intel-rsu
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/quality/intel-iso-registrations.html


タグは、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン 20.1 でテストされ
たソフトウェアを識別します。ブランチ名を使用して、 新の機能を取得できるようにします。詳細につい
ては、バージョンの互換性に関する考慮事項を参照してください。

注意: インテルのポリシーでは、現在および直前の U-Boot および Linux ブランチのみが GitHub に保持さ
れるように指定されています。新しいブランチがサポートされると、 も古いブランチが削除されます。
ビルドを再現したり、将来変更を加えたりする必要がある場合に備えて、バイナリーの構築に使用したソ
ースのローカルコピーを保持する必要があります。

関連情報
バージョンの互換性に関する考慮事項 (73 ページ)

6.3. RSU の例のバイナリー構築

次の図は、この例で使用されるビルドフローを示しています。

6. リモート・システム・アップデートの例
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図 -9: RSU の例のビルドフロー
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(1) 各イメージに同じ FSBL を使用する必要はありません。例えば、ファクトリー・イメージに低レベルのリカバリーコードが
      がある場合、実際のバイナリーは異なる場合があります。

ビルドフローの 終結果は次のとおりです。

• 初期フラッシュイメージ: ファクトリー・イメージ、アプリケーション・イメージ、および 2 つの空のア
プリケーション・イメージ・パーティション (スロット) が含まれます。

• SD カードイメージ: SSBL (U-Boot)、Linux デバイスツリー、Linux カーネル、 インテル RSU ド
ライバーを備えた Linux rootfs、LIBRSU、RSU Client、アプリケーション・イメージおよびファク
トリー・アップデート・イメージが含まれています。

6. リモート・システム・アップデートの例
683184 | 2020.07.10

インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

フィードバック

42

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


6.3.1. 環境の設定

この章にリストされているすべてのコマンドは、Embedded Command Shell のコンテキストから実
行され、Linaro*からの特定のツールチェーンも使用します。以下の手順に従って、必要な環境をセット
アップしてください。

# create the top folder used to store all the example files
sudo rm -rf ~/rsu_example && mkdir ~/rsu_example && cd ~/rsu_example
export TOP_FOLDER=`pwd`
# start an embedded command shell
~/intelFPGA_pro/20.1/embedded/embedded_command_shell.sh
# retrieve and setup the toolchain
wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.5-2019.12/\
aarch64-linux-gnu/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
tar xf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
export PATH=`pwd`/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/:$PATH
# setup the environment variables used to compile Linux and LIBRSU
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-

6.3.2. ハードウェア・プロジェクトの構築

Intel® SoC FPGA Embedded Development Suite (SoC EDS) からの GHRD に基づいて、いく
つかの変更を加えて、4 つの異なるハードウェア・プロジェクトを作成します。

• SystemID コンポーネントで別の ID を使用して、各プロジェクトのバイナリーをわずかに異なる
ものにします。

• ウォッチドッグ・タイムアウトの動作を変更して、コールドリセットを発行し、RSU イベントをトリガ
ーします。

• max retry パラメーターを 3 に設定することにより、コンフィグレーションの失敗が発生したと
きに、各アプリケーション・イメージおよびファクトリー・イメージが 大 3 回再試行できるようにし
ます。

プロジェクトを作成およびコンパイルするためのコマンドを以下にリストします。

cd $TOP_FOLDER
# compile hardware designs: 0-factory, 1,2-applications, 3-factory update
rm -rf hw && mkdir hw && cd hw
for version in {0..3}
do
rm -rf ghrd.$version && mkdir ghrd.$version && cd ghrd.$version
tar xf $SOCEDS_DEST_ROOT/examples/hardware/agilex_soc_devkit_ghrd/tgz/*.tar.gz
make clean
make scrub_clean
rm -rf *.qpf *.qsf *.txt *.bin *.qsys ip/qsys_top/ ip/subsys_jtg_mst/ ip\
/subsys_periph/
# production boards use Enpirion power supply devices
sed -i 's/BOARD_PWRMGT := linear/BOARD_PWRMGT := enpirion/g' Makefile
sed -i 's/0xACD5CAFE/0xABAB000'$version'/g' create_ghrd_qsys.tcl
sed -i 's/set WATCHDOG_RST_EN .*/set WATCHDOG_RST_EN 1/g' design_config.tcl
sed -i 's/set WATCHDOG_RST_ACT .*/set WATCHDOG_RST_ACT 2/g' design_config.tcl
make generate_from_tcl
echo "set_global_assignment -name RSU_MAX_RETRY_COUNT 3" \
>> ghrd_agfb014r24a3e3vr0.qsf
make sof
cd ..
done
cd ..

上記の手順を完了すると、次の SOF ファイルが作成されます。
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• hw/ghrd.0/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof

• hw/ghrd.1/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof

• hw/ghrd.2/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof

• hw/ghrd.3/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof

6.3.3. U-Boot の構築

次のコマンドを使用して、U-Boot ソースコードを取得およびコンパイルできます。

cd $TOP_FOLDER
rm -rf u-boot-socfpga
git clone https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga
cd u-boot-socfpga
# git checkout -b test ACDS20.1_REL_GSRD_PR
git checkout -b test -t origin/socfpga_v2019.10
make clean && make mrproper
sed -i 's/SOCFPGA_AGILEX/SOCFPGA/g' configs/socfpga_agilex_defconfig
make socfpga_agilex_defconfig
make -j 24
cd ..

上記の手順を完了すると、次のファイルが作成されます。

• u-boot-socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hex - FSBL (U-boot SPL) 16 進ファイ
ル:

• u-boot-socfpga/u-boot.img - SSBL (U-Boot) イメージファイル

注意: インテルのポリシーでは、現在および直前の U-Boot ブランチのみが GitHub に保持されるように指定
されています。ある時点で、現在の U-Boot ブランチが削除され、上記のタグは機能しなくなります。この
ような場合は、すべてのコンポーネントの 新リリースに移行するか、または U-Boot の 新リリースも
機能するはずであるため使用を試してください。ビルドを再現したり、将来変更を加えたりする必要があ
る場合に備えて、バイナリーの構築に使用したソースのローカルコピーを保持する必要があります。

6.3.4. 初期フラッシュイメージの作成

ファクトリー・イメージとアプリケーション・イメージ、および関連する RSU データ構造を含む初期フラッ
シュイメージを作成します。

1. qpfgw コマンドを実行して、Programming File Generator ツールを起動します。

cd $TOP_FOLDER
qpfgw &

2. Device family を インテル Agilex として選択し、Configuration mode を Active
Serial x4 として選択します。

3. Name を「initial_image」に変更します。

4. 出力ファイルタイプを JTAG Indirect Configuration File (. jic ) として選択します。これ
は、インテル Quartus Prime Programmer ツールが QSPI フラッシュに書き込むために使用す
る形式です。

5. オプションの Memory Map File (.map ) ファイルを選択して、それも生成されるようにしま
す。.map ファイルには、結果のフラッシュレイアウトに関する情報が含まれています。

6. オプションの Raw Programming Data File (.rpd ) ファイルを選択して、それも生成され
るようにします。このファイルには、他に何も追加されていない、バイナリー・フラッシュ・コンテンツ
が含まれています。ウィンドウは次のようになります。
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7. Raw Programming Data File (.rpd ) ファイルをクリックして選択します。次に、Edit ...
ボタンをクリックし、Bitswap オプションを選択して「On」にします。これにより、必要に応じて
RPD ファイルを U-Boot や Linux などの HPS ソフトウェアで使用できるようになります。

8. 出力タイプを選択したら、Input Files タブをクリックします。

9. Input Files タブで Add Bitstream ボタンをクリックし、次に $TOP_FOLDER/hw/
ghrd.0/output_files ファイルを検索して、ファイル
ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof を選択し、Open をクリックします。これは初期ファクト
リー・イメージです。$TOP_FOLDER/hw/ghrd.1/output_files/
ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof イメージについても同じように行います。これは初期アプ
リケーション・イメージです。タブは次のようになります。
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10. 初の .sof ファイルをクリックしてから、右側の Properties ボタンをクリックします。これによ
り、第 1 段階のブートローダーを検索し、認証および暗号化の設定を選択するためのウィンドウが
開きます。

11. Bootloader … (Browse) ボタンをクリックし、ファイル $TOP_FOLDER/u-boot-
socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hexを選択して、OK をクリックします。

12. 2 番目の .sof ファイルをクリックして、同じ第 1 段階のブートローダー・ファイルを追加します。
Input Files タブは次のようになります。
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13. Configuration Device タブをクリックします。このタブは、Input Files タブに少なくとも 1
つの入力ファイルが追加された場合にのみイネーブルになることに注意してください。

14. Input Files タブに複数の入力ファイルが追加されたため、リモート・システム・アップデートのオ
プションが表示されます。それ以外の場合は、標準のコンフィグレーション・フローのみがイネーブ
ルになります。

15. Configuration Device タブで、Add Device をクリックし、ダイアログ・ボックス・ウィンドウ
で MT25QU02G を選択してから、OK をクリックします。それが完了すると、ウィンドウに RSU の
デフォルトの初期パーティションが表示されます。

6. リモート・システム・アップデートの例
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注
意: 

この例では 512Mb のフラッシュスペースしか必要ないため、サポートされている別のフラッ
シュデバイスを使用することもできます。インテル Quartus Prime Programmer は、サポ
ートされている別の 512Mb 以上のフラッシュが使用された場合にいくつかの警告を表示し
ますが、例は機能します。

16. FACTORY_IMAGE エントリーを選択し、Edit…ボタンをクリックします。Edit Partition ウィ
ンドウがポップアップします。Input file を Bitstream_1
(ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof) として選択します。使用する予定の 大のファクトリー・
イメージ用に十分なスペースを残しておく必要があるため、Address Mode を Block に変更し
ます。ファクトリー・イメージ用に 7MB を予約するには、End Address を 0x0090FFFF に設
定します。この終了アドレスは、BOOT_INFO パーティションの 後に 8MB を追加することによ
って計算されました。OK をクリックします。

6. リモート・システム・アップデートの例
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注
意: 

FACTORY_IMAGE パーティションの Page プロパティーは、常に 0 に設定する必要があり
ます。これは、FACTORY_IMAGE がすべてのアプリケーション・イメージが失敗した後にの
み再試行できることを意味します。

17. Configuration Device タブで MT25QU02G フラッシュデバイスをクリックして選択し、
Add Partition…ボタンをクリックして Add Partition ウィンドウを開きます。Name を P1
のままにして、Input file を Bitstream_2(ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof) として選
択します。これが初期アプリケーション・イメージになります。Page を 1 として選択します。これ
は、すべてのアプリケーション・イメージの中で も優先度が高いことを意味します。Blcok として
Address Mode を選択し、Start Address = 0x01000000 および End Address =
0x01FFFFFF を設定することによって 16MB のデータを割り当てます。

Page プロパティーは、Programming File Generator によって使用され、コンフィグレーション・
ポインター・ブロックにイメージが 初に表示される順序を特定します。 も優先度が高いのは
Page=1 の優先度で、次に Page=2 の優先度、というように続きます。Programming File
Generator は、同じページ番号のパーティションが複数ある場合、もしくは、例えば Page=2 がな
く Page=1 の場合と Page=3 の場合のように「ギャップ」がある場合にエラーを発行します。

初期フラッシュイメージの作成時にアプリケーション・イメージを含めることができるのは、 大 7
つのパーティションのみです。通常、作成時にはファクトリー・イメージおよび 1 つのアプリケーショ
ン・イメージのみが含まれることが予想されるため、この制限による悪影響はありません。

18. 前の手順と同じ手順を使用して、さらに 2 つのパーティション P2 および P3 を作成しますが、
Input file を None に設定し、Page を変更せずに (空のパーティションでも問題ありません)、
開始アドレスおよび終了アドレスを次のように設定します。

• P2: Start Address = 0x02000000 および End Address = 0x02FFFFFF

• P3: Start Address = 0x03000000 および End Address = 0x03FFFFFF

19. Select …をクリックして、Flash ローダーを選択します。フラッシュローダーは JIC ファイルの一
部になり、Flash Programmer ツールによって使用されます。以下に示すように、目的の Device
family および Device name を選択します。

6. リモート・システム・アップデートの例
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Configuration Device タブは次のようになります。

6. リモート・システム・アップデートの例
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20. File > Save As .. をクリックし、ファイルを $TOP_FOLDER/initial_image.pfg のよ
うに保存します。このファイルは後に、コマンドを使用して初期イメージを再生成する場合に役立ち
ます。

cd $TOP_FOLDER
quartus_pfg -c initial_image.pfg

注
意: 

作成された pfg ファイルは実際には XML ファイルであり、手動で編集して絶対ファイルパス
を相対ファイルパスに置き換えることができます。その他の目的で .pfg ファイルを直接編
集することはできません。変更が必要な場合は、Programming File Generator から .pfg
ファイルを開くことができます。

21. Generate ボタンをクリックして、初期フラッシュイメージを $TOP_FOLDER/
initial_image.jic として生成し、マップファイルとを $TOP_FOLDER/
initial_image_jic.map として生成します。ファイルが正常に生成されたことを示すダイア
ログボックスが開きます。

6. リモート・システム・アップデートの例
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6.3.5. アプリケーション・イメージの作成

RSU アプリケーション・イメージは Programming File Generator GUI ツールから作成できますが、
も簡単な方法はコマンドラインから作成することです。この例で使用するファイルを作成するには、次

のコマンドを使用します。

cd $TOP_FOLDER
mkdir -p images
rm -rf images/application2.rpd
quartus_pfg -c hw/ghrd.2/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof \
    images/application2.rpd \
    -o hps_path=u-boot-socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hex \
    -o mode=ASX4 -o start_address=0x00000 -o bitswap=ON

次のアプリケーション・イメージ images/application2.rpd が作成されます。

6.3.6. ファクトリー・アップデート・イメージの作成

ファクトリー・アップデート・イメージは Programming File Generator GUI ツールから作成できます
が、 も簡単な方法はコマンドラインから作成することです。この例で使用するファイルを作成するには、
次のコマンドを使用します。

cd $TOP_FOLDER
mkdir -p images
rm -f images/factory_update.rpd
quartus_pfg -c hw/ghrd.3/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof \
    images/factory_update.rpd \
    -o hps_path=u-boot-socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hex \
    -o mode=ASX4 -o start_address=0x00000 -o bitswap=ON \
    -o rsu_upgrade=ON

次のファクトリー・アップデート・イメージ images/factory_update.rpd が作成されます。

6.3.7.  Linux の構築

次のコマンドを使用して、Linux ソースコードを取得し、Linux を構築できます。

cd $TOP_FOLDER
rm -rf linux-socfpga
git clone https://github.com/altera-opensource/linux-socfpga
cd linux-socfpga
# git checkout -b test ACDS20.1_REL_GSRD_PR
git checkout -b test -t origin/socfpga-5.4.23-lts
make clean && make mrproper
make defconfig
make -j 24 Image dtbs modules
make -j 12 modules_install INSTALL_MOD_PATH=modules_install
cd ..

上記の手順を完了すると、以下のファイルが $TOP_FOLDER/linux-socfpga に作成されます。

• arch/arm64/boot/Image - カーネルイメージ

• arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex_socdk.dtb - カーネル・デバイ
ス・ツリー

• modules_install/ - カーネルのロード可能なモジュールを含むフォルダー
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注意: GitHub 上のインテル SoC FPGA Linux リリースには、 Linux Git Guidelines に記載されている保
持ポリシーがあります。ある時点で、現在の Linux ブランチが削除され、上記のタグは機能しなくなりま
す。このような場合は、すべてのコンポーネントの 新リリースに移動するか、または Linux の 新リリ
ースも機能するはずであるため使用を試してください。

6.3.8. ZLIB の構築

ZLIB は LIBRSU に必要です。次の手順を使用してコンパイルできます。

cd $TOP_FOLDER
rm -rf zlib-1.2.11
wget http://zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz
tar xf zlib-1.2.11.tar.gz
rm zlib-1.2.11.tar.gz
cd zlib-1.2.11/
export LD=${CROSS_COMPILE}ld
export AS=${CROSS_COMPILE}as
export CC=${CROSS_COMPILE}gcc
./configure
make
export ZLIB_PATH=`pwd`
cd ..

注意: 上記の zlib のバージョンは、このリリースでテストされたものです。更新やバグ修正が含まれている可
能性があるため、 新の zlib バージョンを使用することをお勧めします。

上記の手順が完了すると、次のアイテムが使用可能になります。

• $TOP_FOLDER/zlib-1.2.11/zlib.h - zlib サービスを使用してファイルをコンパイルす
るために使用されるヘッダーファイル

• $TOP_FOLDER/zlib-1.2.11/libz.so* - zlib API に対してリンクされた実行可能ファ
イルを実行するために使用される共有オブジェクト

6.3.9. LIBRSU および RSU クライアントの構築

次のコマンドを使用して、LIBRSU およびクライアント・アプリケーションの例を構築できます。

cd $TOP_FOLDER
export ZLIB_PATH=`pwd`/zlib-1.2.11
rm -rf intel-rsu
git clone https://github.com/altera-opensource/intel-rsu
cd intel-rsu
# git checkout -b test ACDS20.1_REL_GSRD_PR
git checkout -b test -t origin/master
cd lib
# add -I$(ZLIB_PATH) to CFLAGS
sed -i 's/\(CFLAGS := .*\)$/\1 -I\$\(ZLIB_PATH\)/g' makefile
make
cd ..
cd example
# add -L$(ZLIB_PATH) to LDFLAGS
sed -i 's/\(LDFLAGS := .*\)$/\1 -L\$\(ZLIB_PATH\)/g' makefile
make
cd ..
cd ..

次のファイルが作成されます。
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• $TOP_FOLDER/intel-rsu/lib/librsu.so - librsuを使用してアプリケーションを
実行するために実行時に必要な共有オブジェクト

• $TOP_FOLDER/intel-rsu/etc/qspi.rc - librsu コンフィグレーション用のリソー
スファイル

• $TOP_FOLDER/intel-rsu/example/rsu_client - librsu を使用したクライアン
ト・アプリケーションの例

6.3.10. ルート・ファイル・システムの構築

Linux を起動するには、ルート・ファイル・システムが必要です。特定のニーズに応じて、ルート・ファイル・
システムを構築する方法はいくつもあります。この項では、Yocto を使用して小さなルート・ファイル・シ
ステムを構築する方法を示します。

1. ビルドシステムにはさまざまなパッケージが必要になる場合があります。Ubuntu 16.04 マシンで
は、次のコマンドを使用して必要なパッケージをインストールしました。

sudo apt-get install git chrpath g++ gcc make texinfo

2. 次のコマンドを実行して、ルート・ファイル・システムを構築します。

cd $TOP_FOLDER
rm -rf yocto && mkdir yocto && cd yocto
git clone -b zeus git://git.yoctoproject.org/poky.git
git clone -b master git://github.com/kraj/meta-altera.git
source poky/oe-init-build-env ./build
echo 'MACHINE = "agilex"' >> conf/local.conf
echo 'BBLAYERS += " ${TOPDIR}/../meta-altera "' >> conf/bblayers.conf
bitbake core-image-minimal

ビルドが完了すると (ホストシステムの処理能力およびインターネット接続速度によっては数時間
かかる場合があります)、次のルート・ファイル・システムのアーカイブ $TOP_FOLDER/yocto/
build/tmp/deploy/images/agilex/core-image-minimal-
agilex.tar.gz が作成されます。

Yocto の構築の詳細については、Rocketboards Building Yocto or Angstrom のウェブページ
を参照してください。Yocto を使用した Angstrom rootfs の構築を含めた、Linux 構築の詳細に
ついては、Rocketboards Getting Started のウェブページを参照してください。

6.3.11. SD カードの構築

次のコマンドを使用して、この例で使用する SD カードイメージを作成できます。

cd $TOP_FOLDER
sudo rm -rf sd_card && mkdir sd_card && cd sd_card
wget https://releases.rocketboards.org/release/2020.05/gsrd/\
tools/make_sdimage_p3.py
chmod +x make_sdimage_p3.py
# prepare the fat partition contents
mkdir fat &&  cd fat
cp ../../u-boot-socfpga/u-boot.img .
cp ../../linux-socfpga/arch/arm64/boot/Image .
cp ../../linux-socfpga/arch/arm64/boot/dts/intel/socfpga_agilex_socdk.dtb .
cp ../../images/*.rpd .
cd ..
# prepare the rootfs partition contents
mkdir rootfs && cd rootfs
sudo tar xf ../../yocto/build/tmp/deploy/images/agilex/\
core-image-minimal-agilex.tar.gz
sudo sed -i 's/agilex/linux/g' etc/hostname
sudo rm -rf lib/modules/*
sudo cp ../../linux-socfpga/modules_install/lib/modules/*/kernel/drivers/\
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firmware/stratix10-rsu.ko home/root/
sudo cp ../../images/*.rpd home/root
sudo cp ../../intel-rsu/example/rsu_client home/root/
sudo cp ../../intel-rsu/lib/librsu.so lib/
sudo cp ../../intel-rsu/etc/qspi.rc etc/librsu.rc
sudo cp ../../zlib-1.2.11/libz.so* lib/
cd ..
# create sd card image
sudo python3 make_sdimage_p3.py -f \
-P fat/*,num=1,format=vfat,size=100M \
-P rootfs/*,num=2,format=ext3,size=100M \
-s 256M \
-n sdcard_rsu.img
cd ..

これにより、SD カードイメージが次の $TOP_FOLDER/sd_card/sdcard_rsu.img のように
作成されます。

SD カードの rootfs には次のアイテムが含まれています。

• U-Boot

• Linux RSU ドライバー

• ZLIB 共有オブジェクト

• LIBRSU 共有オブジェクトおよびリソースファイル

• RSU クライアント・アプリケーション

• アプリケーション・イメージ

• ファクトリー・アップデート・イメージ

6.4. バイナリーのフラッシュ

6.4.1. 初期 RSU イメージの QSPI へのフラッシュ

1. QSPI SDM ブートカードを インテル Agilex SoC Development Kit にインストールしてくださ
い。

2. 電源が入っている場合は、ボードの電源を切断します。

3. インテル Agilex SoC Development Kit のスイッチをコンフィグレーションして、MSEL が JTAG
に設定されるようにします。

4. 次のコマンドを実行して、インテル Quartus Prime Programmer のコマンドライン・バージョン
を使用することによってイメージを SDM QSPI に書き込みます。

cd $TOP_FOLDER
quartus_pgm  -c 1 -m jtag -o "pvi;./initial_image.jic」

5. インテル Agilex SoC Development Kit のスイッチをコンフィグレーションして、MSEL が QSPI
に設定されるようにします。
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6.4.2. SD カードイメージの書き込み

1. SD カードイメージ $TOP_FOLDER/sd_card/sdcard_s10_rsu.img をマイクロ SD カ
ードに書き込みます。これを実現するには、ホスト PC で USB マイクロ SD カードライターおよび
Linux dd コマンドを使用します。dd コマンドを使用するときは注意が必要です。誤った使用法を
使用すると、ホスト Linux システムが破損し、起動できなくなる可能性があります。

2. マイクロ SD カードを、 インテル Agilex SoC Development キット HPS ドーターカードのスロ
ットに挿入します。

6.5. RSU クライアントの実行

6.5.1. RSU クライアントを使用した基本動作の実行

この項では、RSU クライアントを使用して次の基本動作を実行する方法を示しています。

• RSU ステータスの照会

• スロットの数およびそれらに関する情報の照会

• 新しいアプリケーション・イメージの追加

• アプリケーション・イメージが正しく書き込まれたことの確認

• 特定のアプリケーション・イメージのロードの要求

1. ボードの電源を再投入して、Linux を起動します。

2. ユーザー名を「root」にして、空のパスワードを使用してログインします。

[    6.504437] socfpga-dwmac ff800000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/
Full - flow control rx/tx
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 10.122.105.61
udhcpc: lease of 10.122.105.61 obtained, lease time 3600
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.248.2.1
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.2.71.6
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.31.40.4
done.
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Starting syslogd/klogd: done

Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.0.2 linux /dev/ttyS0

linux login: root
root@linux:~# 

3. 次のコマンドを実行して、stratix10-rsu カーネルドライバーをロードします。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko

4. パラメーターを指定せずに rsu_client を実行して、ヘルプメッセージを表示します。

root@linux:~# ./rsu_client 
--- RSU app usage ---
-c|--count                        get the number of slots
-l|--list slot_num                list the attribute info from the selected 
slot
-z|--size slot_num                get the slot size in bytes
-p|--priority slot_num            get the priority of the selected slot
-E|--enable slot_num              set the selected slot as the highest 
priority
-D|--disable slot_num             disable selected slot but to not erase it
-r|--request slot_num             request the selected slot to be loaded 
after the next reboot
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-R|--request-factory              request the factory image to be loaded 
after the next reboot
-e|--erase slot_num               erase app image from the selected slot
-a|--add file_name -s|--slot slot_num  add a new app image to the selected 
slot
-u|--add-factory-update file_name -s|--slot slot_num  add a new factory 
update image to the selected slot
-A|--add-raw file_name -s|--slot slot_num  add a new raw image to the 
selected slot
-v|--verify file_name -s|--slot slot_num  verify app image on the selected 
slot
-V|--verify-raw file_name -s|--slot slot_num  verify raw image on the 
selected slot
-f|--copy file_name -s|--slot slot_num  read the data in a selected slot 
then write to a file
-g|--log                          print the status log
-n|--notify value                 report software state
-C|--clear-error-status           clear errors from the log
-Z|--reset-retry-counter          reset current retry counter
-m|--display-dcmf-version         print DCMF version
-h|--help                         show usage message

5. 現在のステータスを表示する rsu_client コマンドを実行すると、スロット 0 (パーティション
P1) からのアプリケーション・イメージがエラーなしでロードされていることが示されます。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

6. スロットに関する情報を表示する RSU クライアント・コマンドを実行します。

root@linux:~# ./rsu_client --count
number of slots is 3
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 0
      NAME: P1
    OFFSET: 0x0000000001000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: 1
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 1
      NAME: P2
    OFFSET: 0x0000000002000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: [disabled]
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 2
      NAME: P3
    OFFSET: 0x0000000003000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: [disabled]
Operation completed

7. スロット 1 を消去し、application2.rpd アプリケーション・イメージをスロット 1 (パーティ
ション P2) に追加します。

root@linux:~# ./rsu_client --erase 1
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --add application2.rpd --slot 1
Operation completed
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8. アプリケーション・イメージがフラッシュに正しく書き込まれたことを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --verify application2.rpd --slot 1
Operation completed

9. スロットを再度リストします。これは、 も高い優先度 (つまり、 も低い優先度番号) を持つ 後
に書き込まれたパーティション P2 イメージを示しています。

root@linux:~# ./rsu_client --list 0
      NAME: P1
    OFFSET: 0x0000000001000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: 2
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 1
      NAME: P2
    OFFSET: 0x0000000002000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: 1
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 2
      NAME: P3
    OFFSET: 0x0000000003000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: [disabled]
Operation completed

10. ボードの電源を再投入して、Linux を起動し、RSU モジュールをロードしてステータスを表示しま
す。実行中のパーティション P2 からのイメージが表示されます。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko 
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

11. 次の reboot コマンドで SDM からスロット 0 (パーティション P1) を要求するように RSU クラ
イアントに指示します。

root@linux:~# ./rsu_client --request 0
Operation completed

12. reboot コマンドを実行して、Linux を再起動します。

root@linux:~# reboot

13. Linux にログインし、カーネルドライバをロードして、RSU ステータスを表示します。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

ステータスは、要求に応じて、パーティション P1 からのイメージがロードされたことを示します。
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6.5.2. ウォッチドッグタイムアウトおよび max retry 動作

この項では、RSU クライアントを使用して、次のことを示します。

• ウォッチドッグ・タイムアウトの RSU 処理

• max retry 機能。各イメージを 大 3 回ロードできます。

• RSU 通知。これにより、ウォッチドッグ・タイムアウト後に HPS ソフトウェアのステートを報告およ
び取得できます。

• RSU ステータス・エラー・フィールドのクリア

• 現在の retry カウンター値のリセット

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項のコマンドに依存しています。具
体的には、フラッシュにイメージ P2 を追加します。

1. ボードの電源を再投入して、Linux を起動し、RSU モジュールをロードしてステータスを表示しま
す。これは、P2 イメージが実行中であることを示しています。これは も優先度が高いためです。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

バージョンフィールドの意味は、次のとおりです。

• Retry カウンターが 0x00000000 - このイメージをロードするための 初の試行です。

• State は 0x00000000 - 報告するエラーはありません。

2. ウォッチドッグをイネーブルしますが、サービスを提供しないでください。タイムアウトが発生し、
Linux が再起動するためです。

root@linux:~# echo "something" > /dev/watchdog
[  603.649746] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!

3. ウォッチドッグ・タイムアウト後に Linux が再起動するのを待ってから、RSU カーネルドライバーを
ロードしてログを表示します。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko 
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000001
Operation completed

同じ P2 イメージがロードされますが、retry カウンター値は 1 になります。これは、このイメージ
がロードされる 2 回目の再試行であることを意味します。これはエラーとは見なされないため、ステ
ートフィールドおよびエラーフィールドはすべて明確です。
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4. 別のウォッチドッグ・タイムアウトをイネーブルして、Linux が再起動するのを待ちます。再起動後、
RSU ログを照会し、retry カウンターが 2 になっていることを確認します。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000002
Operation completed

5. HPS 実行ステージを 16 ビット数として SDM に通知します。

root@linux:~# ./rsu_client --notify 0x1234
Operation completed

6. 別のウォッチドッグ・タイムアウトをイネーブルして、Linux が再起動するのを監視します。再起動
後、RSU ログを照会します。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko 
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x0ACF0202
        STATE: 0xF0061234
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000002000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation complete

SDM は CPB (P1) に次のアプリケーション・イメージをロードし、イメージ P2 が失敗したことを
報告します。このステートは、ウォッチドッグ・タイムアウトが発生し (上位 16 ビット= 0xF006)、
HPS ソフトウェアによって報告された通知値が 0x1234 であったことを示します。バージョンの上
位 16 ビットは 0x0ACF に設定されます。これは、前のエラーがアプリケーション・イメージ・ファ
ームウェアによって報告されたことを意味します。詳細については、 RSU ステータスおよびエラー
コード (90 ページ) を参照してください。

7. エラーをクリアし、ステータスを再度表示します。エラーは表示されません。

root@linux:~# ./rsu_client --clear-error-status
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

8. ウォッチドッグ・タイムアウトをイネーブルして、ステータスを表示します。retry カウンターの値
は 1 です。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko 
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
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ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000001
Operation completed

9. RSU クライアントを使用して、現在の再試行カウンター値を 0 にリセットし、ステータスを再度照
会して確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --reset-retry-counter
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

関連情報
RSU クライアントを使用した基本動作の実行 (56 ページ)

6.5.3. RSU クライアントを使用したファクトリー・イメージの更新

この項では、RSU クライアントを使用してファクトリー・イメージを更新する方法を示しています。

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項に依存しています。具体的には、
アプリケーション・イメージを P2 フラッシュ・パーティションに追加します。

1. ボードの電源を再投入して、Linux を起動し、RSU モジュールをロードしてステータスを表示しま
す。これは、P2 イメージが実行中であることを示しており、これは も優先度が高いためです。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

2. スロット 2 (パーティション P3) が使用されていないことを確認し、スロット 2 を消去して、ファク
トリー・アップデート・イメージを書き込み、正しく書き込まれたことを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --list 2
      NAME: P3
    OFFSET: 0x0000000003000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: [disabled]
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --erase 2
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --add-factory-update factory_update.rpd --slot 2
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --verify factory_update.rpd --slot 2
Operation completed

3. スロット 2 が CPB で も優先度が高くなっていることを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --list 2
      NAME: P3
    OFFSET: 0x0000000003000000

6. リモート・システム・アップデートの例
683184 | 2020.07.10

フィードバック インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

61

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: 1
Operation completed

4. 次の reboot コマンドでスロット 2 (パーティション P3) のロードを要求するように、RSU クラ
イアントに指示します。

root@linux:~# ./rsu_client --request 2
Operation completed

5. reboot コマンドを実行して、Linux を再起動します。

root@linux:~# reboot

6. Linux がシャットダウンすると、ファクトリー・アップデート・イメージが決定ファームウェア、決定フ
ァームウェア・データ、およびファクトリー・イメージをフラッシュで更新します。次に、CPB からそれ
自体を削除し、現在 も優先度の高いイメージを CPB にロードします。P2 がロードされ、P3 がデ
ィスエーブルになっていることを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --list 2
      NAME: P3
    OFFSET: 0x0000000003000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: [disabled]
Operation completed

関連情報
RSU クライアントを使用した基本動作の実行 (56 ページ)

6.5.4. フラッシュ破損のフォールバック

この項では、RSU クライアントを使用して、フラッシュの破損が原因でコンフィグレーション・エラーが発
生した場合のフォールバックを示しています。

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項のコマンドに依存しています。具
体的には、イメージ P2 をフラッシュに追加します。

1. ボードの電源を再投入して、Linux を起動し、RSU モジュールをロードしてステータスを表示しま
す。これは、P2 イメージが実行中であることを示しており、これは も優先度が高いためです。

root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000002000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

バージョンフィールドの意味は、次のとおりです。

6. リモート・システム・アップデートの例
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• Retry カウンターが 0x00000000 - このイメージをロードするための 初の試行です。

• State は 0x00000000 - 報告するエラーはありません。

2. スロット 1 を消去します。これも CPB から取り出します。

root@linux:~# ./rsu_client --erase 1
Operation completed

3. ランダムデータを含むファイルを作成し、それを P2 スロットに書き込みます。

root@linux:~# dd if=/dev/urandom of=corrupt.rpd bs=1M count=1
1+0 records in
1+0 records out
root@linux:~# ./rsu_client --add-raw corrupt.rpd --slot 1
Operation completed

4. P2 スロットをイネーブルします。これにより、CPB で 優先されます。

root@linux:~# ./rsu_client --enable 1
Operation completed

5. P2 が CPB で も優先度が高くなっていることを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --list 1
      NAME: P2
    OFFSET: 0x0000000002000000
      SIZE: 0x01000000
  PRIORITY: 1
Operation completed

6. ボードの電源を再投入し、Linux を起動し、RSU ドライバーをロードして、RSU ログを照会します。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko 
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x0DCF0202
        STATE: 0xF004D003
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000002000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

現在のイメージは P1 であり、P2 は失敗として表示されます。バージョンフィールドの上位 16 ビッ
トは 0x0DCF に設定されます。これは、イメージをロードできなかったため、エラーが決定ファー
ムウェアによって発生したことを意味します。ステートフィールドの上位 16 ビットは 0xF004 に
設定され、内部エラーを示します。詳細については、 RSU ステータスおよびエラーコード (90 ペ
ージ) を参照してください。

7. エラーステータスをクリアし、ログを再度表示して、クリアされたことを確認します。

root@linux:~# ./rsu_client --clear-error-status
Operation completed
root@linux:~# ./rsu_client --log
      VERSION: 0x00000202
        STATE: 0x00000000
CURRENT IMAGE: 0x0000000001000000
   FAIL IMAGE: 0x0000000000000000
    ERROR LOC: 0x00000000
ERROR DETAILS: 0x00000000
RETRY COUNTER: 0x00000000
Operation completed

6. リモート・システム・アップデートの例
683184 | 2020.07.10

フィードバック インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

63

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


関連情報
RSU クライアントを使用した基本動作の実行 (56 ページ)

6.6. U-Boot RSU コマンドの実行

6.6.1. U-Boot を使用した基本動作の実行

この項では、U-Boot を使用して次の基本動作を実行する方法を示しています。

• RSU ステータスの照会

• スロットの数およびそれらに関する情報の照会

• 新しいアプリケーション・イメージの追加

• アプリケーション・イメージが正しく書き込まれたことの確認

• 特定のアプリケーション・イメージのロードの要求

注意: この項では、フラッシュに初期 RSU イメージが含まれていることを前提としています。それが当てはま
らない場合は、初期 RSU イメージの QSPI へのフラッシュに示すとおり、 初のイメージを再フラッシ
ュする必要があります。

1. ボードの電源を再投入し、プロンプトが表示されたら任意のキーを押して、U-Boot コマンドプロン
プトを表示します。

U-Boot 2019.10-g1f7f526 (Apr 30 2020 - 19:06:08 -0500)socfpga_agilex

CPU:   Intel FPGA SoCFPGA Platform (ARMv8 64bit Cortex-A53)
Model: SoCFPGA Agilex SoCDK
DRAM:  8 GiB
MMC:   dwmmc0@ff808000: 0
Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default 
environment

In:    serial0@ffc02000
Out:   serial0@ffc02000
Err:   serial0@ffc02000
Net:   
Warning: ethernet@ff800000 (eth0) using random MAC address - 
ea:e5:aa:36:4c:02
eth0: ethernet@ff800000
Hit any key to stop autoboot:  0 
SOCFPGA #

2. パラメーターを指定せずに rsu コマンドを実行して、ヘルプメッセージを表示します。

SOCFPGA # rsu
rsu - Agilex SoC Remote System Update

Usage:
rsu dtb   - Update Linux DTB qspi-boot parition offset with spt0 value
list  - List down the available bitstreams in flash
slot_by_name <name> - find slot by name and display the slot number
slot_count - display the slot count
slot_disable <slot> - remove slot from CPB
slot_enable <slot> - make slot the highest priority
slot_erase <slot> - erase slot
slot_get_info <slot> - display slot information
slot_load <slot> - load slot immediately
slot_load_factory - load factory immediately
slot_priority <slot> - display slot priority
slot_program_buf <slot> <buffer> <size> - program buffer into slot, and 
make it highest priority

6. リモート・システム・アップデートの例
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slot_program_buf_raw <slot> <buffer> <size> - program raw buffer into slot
slot_program_factory_update_buf <slot> <buffer> <size> - program factory 
update buffer into slot, and make it highest priority
slot_rename <slot> <name> - rename slot
slot_size <slot> - display slot size
slot_verify_buf <slot> <buffer> <size> - verify slot contents against buffer
slot_verify_buf_raw <slot> <buffer> <size> - verify slot contents against 
raw buffer
status_log - display RSU status
update <flash_offset> - Initiate firmware to load bitstream as specified by 
flash_offset
notify <value> - Let SDM know the current state of HPS software
clear_error_status - clear the RSU error status
reset_retry_counter - reset the RSU retry counter
display_dcmf_version - display DCMF versions and store them for SMC handler 
usage

3. rsu list コマンドを実行して、RSU パーティション、CPB、現在実行中のイメージ、およびステ
ータスを表示します。

SOCFPGA # rsu list
RSU: Remote System Update Status
Current Image    : 0x01000000
Last Fail Image  : 0x00000000
State            : 0x00000000
Version          : 0x00000202
Error location   : 0x00000000
Error details    : 0x00000000
Retry counter    : 0x00000000
RSU: Sub-partition table 0 offset 0x00910000
RSU: Sub-partition table 1 offset 0x00918000
SF: Detected mt25qu02g with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 
256 MiB
RSU: Sub-partition table content
       BOOT_INFO    Offset: 0x0000000000000000    Length: 0x00210000    
Flag : 0x00000003
   FACTORY_IMAGE    Offset: 0x0000000000210000    Length: 0x00700000    
Flag : 0x00000003
              P1    Offset: 0x0000000001000000    Length: 0x01000000    
Flag : 0x00000000
            SPT0    Offset: 0x0000000000910000    Length: 0x00008000    
Flag : 0x00000001
            SPT1    Offset: 0x0000000000918000    Length: 0x00008000    
Flag : 0x00000001
            CPB0    Offset: 0x0000000000920000    Length: 0x00008000    
Flag : 0x00000001
            CPB1    Offset: 0x0000000000928000    Length: 0x00008000    
Flag : 0x00000001
              P2    Offset: 0x0000000002000000    Length: 0x01000000    
Flag : 0x00000000
              P3    Offset: 0x0000000003000000    Length: 0x01000000    
Flag : 0x00000000
RSU: CMF pointer block offset 0x00920000
RSU: CMF pointer block's image pointer list
Priority 1 Offset: 0x0000000001000000 nslot: 0

注意: rsu list U-Boot コマンドには、同等の RSU クライアントがありません。代わりに、次で
示すように、他のコマンドを使用して同じ情報を取得できます。

4. rsu status_log コマンドを実行して、RSU ステータスを表示します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000
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アプリケーション・イメージ P1 は、CPB で も優先度が高いため、ロードされます。エラーはありま
せん。

5. スロットに関する情報を表示します。

SOCFPGA # rsu slot_count
Number of slots = 3.
SOCFPGA # rsu slot_get_info 0
NAME: P1
OFFSET: 0x0000000001000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: 1
SOCFPGA # rsu slot_get_info 1
NAME: P2
OFFSET: 0x0000000002000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: [disabled]
SOCFPGA # rsu slot_get_info 2
NAME: P3
OFFSET: 0x0000000003000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: [disabled]
SOCFPGA # rsu slot_size 0
Slot 0 size = 16777216.
SOCFPGA # rsu slot_size 1
Slot 1 size = 16777216.
SOCFPGA # rsu slot_size 2
Slot 2 size = 16777216.

6. スロット 1 を消去し、application2.rpd イメージをスロット 1 に追加します。

SOCFPGA # rsu slot_erase 1
Slot 1 erased
SOCFPGA # load mmc 0:1 $loadaddr application2.rpd
3338240 bytes read in 152 ms (20.9 MiB/s)
SOCFPGA # rsu slot_program_buf 1 $loadaddr $filesize
Slot 1 was programmed with buffer=0x0000000002000000 size=3338240.

7. アプリケーション・イメージが正しく書き込まれたことを確認します。

SOCFPGA # rsu slot_verify_buf 1 $loadaddr $filesize
Slot 1 was verified with buffer=0x0000000002000000 size=3338240.

8. スロット 1 (パーティション P2) に も優先度の高いイメージが含まれていることを確認します。

SOCFPGA # rsu slot_get_info 1
NAME: P2
OFFSET: 0x0000000002000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: 1

9. ボードの電源を再投入し、U-Boot を停止して、RSU ステータスログを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log         
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

スロット 1 (パーティション P2) からのアプリケーション・イメージは、CPB で も優先度が高いと
マークされているため、ロードされました。
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10. 次の 2 つのコマンドのいずれかを実行して、スロット 0 (パーティション P1) からアプリケーショ
ン・イメージをロードします。

SOCFPGA # rsu update 0x01000000
RSU: RSU update to 0x0000000001000000

または、

SOCFPGA # rsu slot_load 0
Slot 0 loading.

11. 新しく要求されたイメージをロードします。U-Boot プロンプトで停止し、ステータスログをチェック
して確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

注意: U-Boot では、特定のイメージを要求した場合の効果はすぐに現れます。Linux では、次の
reboot コマンドでのみ有効になります。

関連情報
• Flashing the Initial RSU Image to QSPI (0 ページ)

• ウォッチドッグおよび Max Retry 動作 (67 ページ)

• U-Boot を使用したファクトリー・イメージの更新 (69 ページ)

• フラッシュ破損のフォールバック (70 ページ)

6.6.2. ウォッチドッグおよび Max Retry 動作

この項では、U-Boot を使用して次のことを示します。

• ウォッチドッグ・タイムアウトの RSU 処理

• max retry 機能。各イメージを 大 3 回ロードできます。

• RSU 通知。これにより、ウォッチドッグ・タイムアウト後に HPS ソフトウェアのステートを報告およ
び取得できます。

• RSU ステータス・エラー・フィールドのクリア

• 現在の再試行カウンター値のリセット

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項のコマンドに依存しています。具
体的には、アプリケーション・イメージを P2 フラッシュ・パーティションに追加します。

1. ボードの電源を再投入し、U-Boot を停止して、RSU ステータスログを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

6. リモート・システム・アップデートの例
683184 | 2020.07.10

フィードバック インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

67

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


スロット 1 (パーティション P2) からのアプリケーション・イメージは、CPB で も優先度が高いと
マークされているため、ロードされました。

フィールドの意味は、次のとおりです。

• Retry カウンターが 0x00000000 - このイメージをロードするための 初の試行です。

• State は 0x00000000 - 報告するエラーはありません。

2. タイムアウトを発生させるために、ウォッチドッグをサービスせずにイネーブルします。

SOCFPGA # mw.l 0xffd00200 1

3. 1 分後、ウォッチドッグがタイムアウトし、max retry パラメーターが 3 に設定されているため、
SDM は同じアプリケーション・イメージをリロードします。U-Boot コンソールを見て、ステータス
ログを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000001

retry カウンター値は 1 になりました。これは、このイメージがロードされる 2 回目の再試行で
あることを意味します。

4. 別のウォッチドッグ・タイムアウトをイネーブルします。U-Boot プロンプトで、RSU ログを照会し、
retry カウンターが 2 になっていることを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000002

5. 通知コマンドを使用して、SDM に HPS ソフトウェアのステートを 16 ビット値として通知します。

SOCFPGA0 # rsu notify 0x1234

6. ウォッチドッグ・タイムアウトをもう一度イネーブルし、再起動後に RSU ステータスログを表示しま
す。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x02000000
State           : 0xf0061234
Version         : 0x0acf0202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

SDM は CPB (P1) に次のアプリケーション・イメージをロードし、イメージ P2 が失敗したことを
報告します。このステートは、ウォッチドッグ・タイムアウトが発生し (上位 16 ビット= 0xF006)、
HPS ソフトウェアによって報告された通知値が 0x1234 であったことを示します。バージョンの上
位 16 ビットは 0x0ACF に設定されます。これは、前のエラーがアプリケーション・イメージ・ファ
ームウェアによって報告されたことを意味します。詳細については、 RSU ステータスおよびエラー
コード (90 ページ) を参照してください。

6. リモート・システム・アップデートの例
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7. エラーをクリアし、ステータスを再度表示します。エラーは表示されません。

SOCFPGA # rsu clear_error_status
SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

8. ウォッチドッグ・タイムアウトをイネーブルし、U-Boot を起動して、ステータスを表示します。これ
は、retry カウンターが 1 であることを示しています。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000001

9. 現在の retry カウンター値を 0 にリセットし、ステータスを再度照会して確認します。

SOCFPGA # rsu reset_retry_counter
SOCFPGA # rsu status_log         
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

6.6.3. U-Boot を使用したファクトリー・イメージの更新

この項では、U-Boot を使用してファクトリー・イメージを更新する方法を示しています。

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項に依存しています。具体的には、
アプリケーション・イメージを P2 フラッシュ・パーティションに追加します。

1. ボードの電源を再投入し、U-Boot を停止して、RSU ステータスログを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

スロット 1 (パーティション P2) からのアプリケーション・イメージは、CPB で も優先度が高いと
マークされているため、ロードされました。

2. スロット 2 が使用されていないことを確認し、スロット 2 を消去して、ファクトリー・アップデート・イ
メージを書き込み、正しく書き込まれたことを確認します。

SOCFPGA # rsu slot_get_info 2
NAME: P3
OFFSET: 0x0000000003000000
SIZE: 0x01000000
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PRIORITY: [disabled]
SOCFPGA # rsu slot_erase 2
Slot 2 erased
SOCFPGA # load mmc 0:1 $loadaddr factory_update.rpd
3489792 bytes read in 158 ms (21.1 MiB/s)
SOCFPGA # rsu slot_program_factory_update_buf 2 $loadaddr $filesize
Slot 2 was programmed with buffer=0x0000000002000000 size=3489792.
SOCFPGA # rsu slot_verify_buf 2 $loadaddr $filesize                
Slot 2 was verified with buffer=0x0000000002000000 size=3489792.

3. スロット 2 が CPB で も優先度が高くなっていることを確認します。

SOCFPGA # rsu slot_get_info 2
NAME: P3
OFFSET: 0x0000000003000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: 1

4. スロット 2 からファクトリー・アップデート・イメージをロードするように SDM に指示します。

SOCFPGA # rsu slot_load 2
Slot 2 loading.

5. ファクトリー・アップデート・イメージが実行され、決定ファームウェア、決定ファームウェア・データ、
およびファクトリー・イメージがフラッシュで更新されます。次に、CPB からそれ自体を削除し、現在
も優先度の高いイメージを CPB にロードします。U-Boot プロンプトで、P2 がロードされ、P3 が

ディスエーブルになっていることを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000
SOCFPGA # rsu slot_get_info 2
NAME: P3
OFFSET: 0x0000000003000000
SIZE: 0x01000000
PRIORITY: [disabled]

6.6.4. フラッシュ破損のフォールバック

この項では、U-Boot を使用して、フラッシュの破損が原因でコンフィグレーション・エラーが発生した場
合のフォールバックを示します。

注意: この項にリストされているコマンドは、 初に実行される基本動作の項のコマンドに依存しています。具
体的には、アプリケーション・イメージを P2 フラッシュ・パーティションに追加します。

1. ボードの電源を再投入し、U-Boot を停止して、RSU ステータスログを確認します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x02000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

スロット 1 (パーティション P2) からのアプリケーション・イメージは、CPB で も優先度が高いと
マークされているため、ロードされました。

6. リモート・システム・アップデートの例
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フィールドの意味は、次のとおりです。

• Retry カウンターが 0x00000000 - このイメージをロードするための 初の試行です。

• State は 0x00000000 - 報告するエラーはありません。

2. スロット 1 の一部を消去して、イメージを破損します。

SOCFPGA # sf probe
SF: Detected mt25qu02g with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 
256 MiB
SOCFPGA # sf erase 0x02000000 0x4000
SF: 16384 bytes @ 0x2000000 Erased: OK

3. ボードの電源を再投入し、U-Boot プロンプトを停止して、RSU ログを照会します。

SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x02000000
State           : 0xf004d003
Version         : 0x0dcf0202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

現在のイメージは P1 であり、P2 は失敗として表示されます。max retry オプションで指定され
ているように、SDM はフラッシュからのイメージのロードを 3 回試行したことに注意してください。
バージョンフィールドの上位 16 ビットは 0x0DCF として設定されます。これは、イメージをロード
できなかったため、エラーが決定ファームウェアによって報告されたことを意味します。ステートフィ
ールドの上位 16 ビットは 0xF004 に設定され、内部エラーを示します。詳細については、 RSU
ステータスおよびエラーコード (90 ページ) を参照してください。

4. エラーステータスをクリアし、ログを再度表示して、クリアされたことを確認します。

SOCFPGA # rsu clear_error_status
SOCFPGA # rsu status_log
Current Image   : 0x01000000
Last Fail Image : 0x00000000
State           : 0x00000000
Version         : 0x00000202
Error location  : 0x00000000
Error details   : 0x00000000
Retry counter   : 0x00000000

6.7. 決定ファームウェアのバージョンの照会

この項では、U-Boot と Linux の両方から決定ファームウェアのバージョンを照会および表示する方法
を示しています。

注意: この項では、フラッシュに RSU イメージが含まれていることを前提としています。それが当てはまらない
場合は、初期 RSU イメージの QSPI へのフラッシュに示すように、 初のイメージをフラッシュできま
す。

1. ボードの電源を再投入し、プロンプトが表示されたら任意のキーを押して、U-Boot コマンドプロン
プトを表示します。

U-Boot 2019.10-g1f7f526 (Apr 30 2020 - 19:06:08 -0500)socfpga_agilex

CPU:   Intel FPGA SoCFPGA Platform (ARMv8 64bit Cortex-A53)
Model: SoCFPGA Agilex SoCDK
DRAM:  8 GiB
MMC:   dwmmc0@ff808000: 0

6. リモート・システム・アップデートの例
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Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default 
environment

In:    serial0@ffc02000
Out:   serial0@ffc02000
Err:   serial0@ffc02000
Net:   
Warning: ethernet@ff800000 (eth0) using random MAC address - 
ea:e5:aa:36:4c:02
eth0: ethernet@ff800000
Hit any key to stop autoboot:  0 
SOCFPGA # 

2. rsu display_dcmf_version を実行して、バージョンを照会および表示します。

SOCFPGA # rsu display_dcmf_version
DCMF0 version = 20.1.0
DCMF1 version = 20.1.0
DCMF2 version = 20.1.0
DCMF3 version = 20.1.0

注
意: 

U-Boot rsu display_dcmf_version コマンドを実行すると、Linux RSU ドライバ
ーによって取得される決定ファームウェアのバージョンのコピーが格納されます。Linux が起
動する前にコマンドが呼び出されない場合、Linux は決定ファームウェアのバージョンを特定
できず、デフォルト値の 0.0.0 が報告されます。

3. run bootcmd コマンドを実行して、Linux を起動します。

4. ユーザー名を「root」にして、空のパスワードを使用してログインします。

[    6.504437] socfpga-dwmac ff800000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/
Full - flow control rx/tx
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 10.122.105.61
udhcpc: lease of 10.122.105.61 obtained, lease time 3600
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.248.2.1
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.2.71.6
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 10.31.40.4
done.
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
Starting syslogd/klogd: done

Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.0.2 linux /dev/ttyS0

linux login: root
root@linux:~#

5. 次のコマンドを実行することによって、stratix10-rsu カーネルドライバーをロードします。

root@linux:~# insmod stratix10-rsu.ko

6. 決定ファームウェアのバージョン情報を表示します。

root@linux:~# ./rsu_client --display-dcmf-version
DCMF0 version = 20.1.0
DCMF1 version = 20.1.0
DCMF2 version = 20.1.0
DCMF3 version = 20.1.0
Operation completed

関連情報
Flashing the Initial RSU Image to QSPI (0 ページ)
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7. バージョンの互換性に関する考慮事項

7.1. API バージョンの互換性

SDM は、U-Boot で使用される API を提供します。U-Boot は、SDM API によって提供されるサービス
を SMC インターフェイスを介して Linux カーネルにエクスポートします。Linux カーネルには、SMC イ
ンターフェイスを介して提供されるサービスを Linux アプリケーションにエクスポートするドライバー
があります。これらのインターフェイスはそれぞれ異なりますが、同様の機能を提供します。次の図は、こ
れらのインターフェイスを示しています。

注意: SDM Firmware、U-Boot、および LIBRSU は SDM Flash に直接アクセスするため、インターフェイス
もそこに表示されます。

図 -10: API バージョンの互換性
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API バージョンの互換性ルールは次のとおりです。

• SDM ファームウェアと U-Boot 間のインターフェイスは、インテル Quartus Prime プロ・エディシ
ョン開発ソフトウェアのバージョン間で変更される場合があります。使用した インテル Quartus
Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョンと互換性のある U-Boot (FSBL および
SSBL) バージョンを常に使用する必要があります。簡潔にするために、FSBL は上の図には示され
ていません。SSBL をロードするためにのみ使用され、常駐しません。

• 他のすべてのインターフェイス (上記では緑色の線で表示) は、変更されないか、またはサービス・ク
ライアントの任意のバージョンがサービス・プロバイダーの任意のバージョンと連携するように常に
変更されます。

次の表に、HPS で実行されているソフトウェアのバージョンを示します。

注意: 「現在のブランチ」列は、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェアのバージョン
20.1 リリースで有効です。将来的には、新しいブランチが U-Boot および Linux の両方に使用されま
す。

表 10. ソフトウェアのバージョン

項目 Git ツリー 現在のブランチ タグ

U-Boot https://github.com/altera-
opensource/u-boot-socfpga

origin/socfpga_v2019.10 ACDS<major>.<minor>_REL_GSRD_PR

Linux Kernel https://github.com/altera-
opensource/linux-socfpga

origin/socfpga-5.4.23-lts ACDS<major>.<minor>_REL_GSRD_PR

インテル RSU https://github.com/altera-
opensource/intel-rsu

origin/master ACDS<major>.<minor>_REL_GSRD_PR

インテルのポリシーは、現在および以前の U-Boot および Linux ブランチのみが GitHub に保持され
ることを指定します。新しいブランチがサポートされると、 も古いブランチが削除されます。注意: ビル
ドを再現したり、将来変更を加えたりする必要がある場合に備えて、バイナリーのビルドに使用したソー
スのローカルコピーを保持する必要があります。

重要: • SDM ファームウェアは、インテル Quartus Prime プロ・エディション開発ソフトウェア・リリース
の一部である、 インテル Quartus Prime の Programming File Generator によってビットスト
リームに追加されます。

• インテル Quartus Prime プロ・エディションと互換性のあるバージョンの U-Boot を使用する必
要があります。

• 特定のインテル Quartus Prime プロ・エディションまたは インテル Quartus Prime の
Programming File Generator リリースで使用する U-Boot の正しいバージョンは、表 10 (74
ページ) で適切なタグを探すことで見つかります。

• 新しい機能やバグ修正にアクセスするには、リリース間で GitHub に投稿されている 新の U-
Boot ブランチを使用する必要のある場合があります。

注意: FSBL および SSBL は、どちらも同じバージョンの U-Boot から構築する必要があります。

警告: インテルは、特に指示がない限り、常に GSRD 公式タグを使用することをお勧めします。注意: インテル
Quartus Prime Pro 開発ソフトウェアのアップデートがリリースされる場合があり、SDM ファームウ
ェアと U-Boot 間のインターフェイスに影響を与える可能性があります。このような場合、適切な U-
Boot バージョンを選択できるようにするための手順がアップデートとともに提供されます。
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FPGA コンフィグレーション・データを SOF ファイルとして作成するインテル Quartus Prime プロ・エ
ディションおよび、SDM ファームウェアを含むビットストリームを作成する インテル Quartus Prime
の Programming File Generator の両方に、同じバージョンのツールを使用する必要があります。

7.2. API バージョンの互換性テスト

U-Boot と Linux の間のインターフェイスは、バージョン互換としてデザインされています。つまり、どの
Linux のバージョンでも、任意の U-Boot のバージョンで動作します。

バージョンのすべての組み合わせがテストされるわけではありませんが、U-Boot/Linux インターフェイ
スまたは QSPI フラッシュ・インターフェイスで発生する可能性のある非互換性が検出され、各リリース
の前に修正されることを保証するために、各リリースの前には十分なテストが実行されます。

7.3. ビットストリーム用の複数のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・バージ
ョンの使用

前述のように、U-Boot のバージョン (FSBL および SSBL) は、使用されている SDM ファームウェアの
バージョンと互換性がある必要があります。これは、インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバー
ジョンに関連付けられています。

異なるインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョンで異なるビットストリーム (アプリケ
ーションまたはファクトリー) が生成される場合、これらの各ビットストリームは互換性のあるバージョ
ンの FSBL を使用する必要があります。さらに、各 FSBL には互換性のある SSBL が必要です。これによ
り、ビットストリームごとに個別の SSBL が必要になります。

ビットストリームに複数のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョンを使用する一般的
なシステムは、次の図に示すとおりです。

図 -11: 複数のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのバージョンを使用した RSU システム
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一部のユーザーにおいては、ビットストリームごとに Linux、LIBRSU および RSU Client を複製したい
場合もありますが、これらのインターフェイスには上位互換性および下位互換性があるため、必須ではあ
りません。SDM ファームウェア API との互換性が必要なのは、U-Boot (FSBL および SSBL) のみで
す。
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7.4. 複数のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・バージョンをサポートするた
めの U-Boot の更新

デフォルトでは、U-Boot はビットストリームごとに個別の SSBL をロードすることをサポートしていま
せん。代わりに、SSBL の位置は、QSPI から SSBL をロードする際のアドレスとして、および FAT パーテ
ィションから SSBL をロードする際のファイル名として固定されます。

この項では、ビットストリームごとに異なる SSBL を使用して、複数のインテル Quartus Prime 開発ソ
フトウェアのバージョンをサポートするための U-Boot の更新方法についてのガイダンスを提供します。

7.4.1. SD/MMC での複数の SSBL の使用

この項では、複数の SSBL が HPS SD/MMC に格納されている場合におけるサポート方法の推奨され
るアプローチを示しています。

初期イメージ作成時に、Programming File Generator で変更を加える必要はありません。

FSBL で必要な変更は、次のとおりです。

• SDM を照会し、フラッシュを読み出して、すべてのパーティション情報および、フラッシュで現在実
行されているビットストリームの位置を特定します。

• SPT パーティションのリストで現在実行中のビットストリームの位置を検索して、現在実行中のビ
ットストリームを含むパーティションを特定します。

• SSBL にハードコード化されたファイル名を使用する代わりに、現在実行中のビットストリームを含
むパーティションの名前から派生した名前を使用します。

SSBL が読み出し専用環境でコンフィグレーションされている場合、SSBL コードを変更する必要はあ
りません。SSBL が変更可能な環境でコンフィグレーションされている場合は、以下の変更をお勧めしま
す。

• MBR と 初の SD カード・パーティションの間に、すべてのビットストリームの環境を格納するのに
十分なスペースがあることを確認してください。

• 環境の位置をハードコード化された値からビットストリームごとに異なるアドレスに変更します。

推奨されるアプリケーション・イメージの更新手順も変更されます。

1. LIBRSU を使用して、アプリケーション・イメージ・パーティションを消去します。CPB から削除して
も、ディスエーブルできます。

2. パーティション名から派生したファイル名を使用して、FAT パーティション上の対応する U-Boot イ
メージファイルを新しいバージョンに置き換えます。

3. 変更可能な環境の場合は、アプリケーション・イメージ・パーティションに関連付けられているセクタ
ーを消去します。

4. LIBRSU を使用して、新しいアプリケーション・イメージを作成します。CPB で 優先にしても、イネ
ーブルできます。

7.4.2. QSPI での複数の SSBL の使用

この項では、複数の SSBL が SDM QSPI フラッシュに格納されている場合におけるサポート方法の推
奨されるアプローチを示しています。

初期イメージ作成時に、Programming File Generator で必要な変更は、次のとおりです。
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• ビットストリーム・パーティションにはデフォルトの命名スキームを使用します。

— ファクトリー・イメージ用の FACTORY_IMAGE

— アプリケーション・イメージ用の場合は P1、P2 など

• U-Boot イメージファイル (u-boot-socfpga/u-boot-dtb.img) のコピーを作成し
て.bin 拡張子を付けます。これは、Programming File Generator がバイナリーファイルに必要
なものです。例えば、u-boot-socfpga/u-boot-dtb.img.bin という名前を付けます。

• Input Files タブで、Add Raw ボタンをクリックし、下部にある.bin ファイルフィルターを選択し
て、名前が変更された U-Boot イメージファイルを検索します。追加したら、ファイルをクリックして
選択し、右側の Properties をクリックします。「Bit-swap」オプションを「オフ」から「オン」に変更し
てください。これは、PFG に通常のバイナリーファイルであることを伝えています。

• 各ビットストリームに 1 つずつ、SSBL を含む新しいパーティションを作成します。

— SSBL パーティションは U-Boot イメージに十分な大きさです (ほとんどのアプリケーション
では 512KB で十分です)。

— ビットストリーム・パーティション名から派生した 15 文字未満の名前でパーティションに名前
を付けます (Null ターミネーターを除く SPT パーティション名の制限)。例えば、
「FACTORY.SSBL」、「P1.SSBL」などです。

— 初にロードされた SSBL パーティションの場合、対応する U-Boot バイナリー・イメージ・フ
ァイルを Input ファイルとして選択して、SSBL がロードされるようにします。

• 初期イメージを生成します。

FSBL で必要な変更は、次のとおりです。

• SDM を照会し、フラッシュを読み出して、すべてのパーティション情報および、フラッシュで現在実
行されているビットストリームの位置を特定します。

• SPT パーティションのリストで現在実行中のビットストリームの位置を検索して、現在実行中のビ
ットストリームを含むパーティションを特定します。

• 現在実行中のパーティションの名前に「.SSBL」を追加し、その名前を使用して SSBL パーティショ
ンを見つけます。「.SSBL」を追加すると、 大許容文字である 15 文字より長くなる可能性があるた
め、「FACTORY_IMAGE」を別の方法で扱います。

• ハードコード化されたアドレスの SSBL をロードする代わりに、前のステップで見つかったパーティ
ションからロードします。

SSBL が読み出し専用環境でコンフィグレーションされている場合、変更は必要ありません。SSBL が変
更可能な環境でコンフィグレーションされている場合は、以下の変更をお勧めします。

• 環境に対応するために、SSBL パーティションを予想される 大の U-Boot イメージよりも大きくし
ます。通常の U-Boot イメージは小さく、通常の環境サイズは 4KB であるため、512KB でも十分で
す。

• SSBL 環境アドレスのハードコード化された値を変更して、パーティション情報および現在実行中
のイメージについて SDM に照会し、現在の SSBL パーティションの名前を特定して、その上部を環
境として使用します。

推奨されるアプリケーション・イメージの更新手順も変更されます。

7. バージョンの互換性に関する考慮事項
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• LIBRSU を使用して、アプリケーション・イメージ・パーティションを消去します。CPB から削除して
も、ディスエーブルできます。

• LIBRSU の代わりに MTD を使用して SSBL パーティションを消去します。これは、ロー・パーティ
ションの消去をまだサポートしておらず、ビットストリームのみをサポートしているためです。

• MTD を使用して、LIBRSU の代わりに SSBL パーティションの新しいコンテンツを書き込みます。
これは、ロー・パーティションの書き込みをサポートしておらず、ビットストリームのみをサポートし
ているためです。

• LIBRSU を使用して、新しいアプリケーション・イメージを作成します。CPB で 優先にしても、イネ
ーブルできます。

7.4.3. U-Boot ソースコードの詳細

この項では、複数の SSBL のサポートの実装を支援するために、U-Boot ソースコードに関する詳細を
示しています。

SDM に SPT パーティション情報および現在実行中のイメージを照会し、run list U-Boot コマン
ドの実行時にそれらを表示する U-Boot コードは、ファイル arch/arm/mach-socfpga/
rsu_s10.c にあります。このコードは、FSBL の変更を実装して、ビットストリームごとに異なる
SSBL をロードできるようにするための開始点として使用できます。

SD カードからロードされるときの SSBL バイナリーのファイル名は、include/configs/
socfpga_stratix10_socdk.h で定義されています。

#define CONFIG_SYS_MMCSD_FS_BOOT_PARTITION    1
#define CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME        "u-boot-dtb.img"

SD/MMC に格納されている場合の U-Boot 環境の位置およびサイズは、include/configs/
socfpga_stratix10_socdk.h で定義されています。

#define CONFIG_ENV_SIZE            0x1000
#define CONFIG_SYS_MMC_ENV_DEV        0    /* device 0 */
#define CONFIG_ENV_OFFSET        512    /* just after the MBR */

QSPI フラッシュ内の SSBL の位置は、include/configs/
socfpga_stratix10_socdk.h で定義されています。

#define CONFIG_SYS_SPL_MALLOC_START    (CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR \
                    - CONFIG_SYS_SPL_MALLOC_SIZE)
#define CONFIG_SPL_SPI_LOAD
#define CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS      0x3C00000

QSPI フラッシュの U-Boot 環境の位置およびサイズは、include/configs/
socfpga_stratix10_socdk.h で定義されています。

#ifdef CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH
#undef CONFIG_ENV_OFFSET
#undef CONFIG_ENV_SIZE
#define CONFIG_ENV_OFFSET        0x710000
#define CONFIG_ENV_SIZE            (4 * 1024)
#define CONFIG_ENV_SECT_SIZE        (4 * 1024)
#endif /* CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH */

7. バージョンの互換性に関する考慮事項
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8. HPS First での RSU の使用

HPS First の使用例では、初期のビットストリームは FPGA ファブリックをコンフィグレーションせず、
HPS FSBL のみがロードおよび実行されます。その後、HPS が FPGA ファブリックをコンフィグレーショ
ンします (例えば、U-Boot または Linux から)。

HPS First を使用することの潜在的な利点は、次のとおりです。

• HPS はより速く起動できます。

• ビットストリームははるかに小さく、必要な SDM QSPI のサイズは小さくなります。

• FPGA ファブリック・コンフィグレーションは、より大きな HPS フラッシュに常駐することも、ネット
ワーク経由でリモートアクセスすることもできます。

RSU は、FPGA 先行および HPS 先行の両方の使用例を完全にサポートします。

FPGA 先行を使用する代わりに HPS 先行を使用するには、リモート・システム・アップデートの例の項に
示されている例に対して次の変更が必要です。

関連情報
リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)

8.1. HPS First を使用するためのハードウェア・デザインの更新

ハードウェア・プロジェクトを作成する場合は、インテル Quartus Prime GUI から、または以下の太字
で示されているとおり、プロジェクトごとに HPS 先行をイネーブルします。

cd $TOP_FOLDER
# compile hardware designs: 0-factory, 1,2-applications, 3-factory update
rm -rf hw && mkdir hw && cd hw
for version in {0..3}
do
rm -rf ghrd.$version && mkdir ghrd.$version && cd ghrd.$version
tar xf $SOCEDS_DEST_ROOT/examples/hardware/agilex_soc_devkit_ghrd/tgz/*.tar.gz
make clean
make scrub_clean
rm -rf *.qpf *.qsf *.txt *.bin *.qsys ip/qsys_top/ ip/subsys_jtg_mst/ ip\
/subsys_periph/
# enable hps first option
sed -i 's/BOOTS_FIRST := .*/BOOTS_FIRST := hps/g' Makefile
# production boards use Enpirion power supply devices
sed -i 's/BOARD_PWRMGT := linear/BOARD_PWRMGT := enpirion/g' Makefile
sed -i 's/0xACD5CAFE/0xABAB000'$version'/g' create_ghrd_qsys.tcl
sed -i 's/set WATCHDOG_RST_EN .*/set WATCHDOG_RST_EN 1/g' design_config.tcl
sed -i 's/set WATCHDOG_RST_ACT .*/set WATCHDOG_RST_ACT 2/g' design_config.tcl
make generate_from_tcl
echo "set_global_assignment -name RSU_MAX_RETRY_COUNT 3" \
>> ghrd_agfb014r24a3e3vr0.qsf
make sof
cd ..
done
cd ..
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8.2. HPS First 用の初期フラッシュイメージの作成

次の変更が必要です。

• JTAG Indirect Configuration File (.jic) ではなく、Raw Binary File for HPS Core
Configuration (.rbf) を選択し、JTAG Indirect Configuration File for Periphery
Configuration (.jic)、Memory Map File (.map)、および Raw Programming
Data File (.rpd) オプションを確認します。

図 -12: HPS First 用の JIC ファイルの作成

• ファクトリー・イメージおよびアプリケーション・イメージのパーティションは FPGA ファブリック・コ
ンフィグレーション・データを格納しないため、より小さくすることができます。

Generate ボタンをクリックした後、次の追加ファイルが $ TOP_FOLDER フォルダーに生成されま
す。

• initial_image_FACTORY_IMAGE.core.rbf - ファクトリー・イメージの FPGA ファブ
リック・コンフィグレーション・データが含まれています。

• initial_image_P1.core.rbf - アプリケーション・イメージ P1 の FPGA ファブリック・コ
ンフィグレーション・データが含まれています。

8. HPS First での RSU の使用
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8.3. HPS First 用のアプリケーション・イメージおよびファクトリー・アップデート・イメ
ージの作成

RSU アプリケーション・イメージは、FPGA 先行の場合と同じコマンドを使用して作成され、次に示すよ
うに、太字で追加のパラメーターが指定されています。

cd $TOP_FOLDER
mkdir -p images
rm -rf images/application2.rpd
quartus_pfg -c hw/ghrd.2/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof \
    images/application2.rpd \
    -o hps_path=u-boot-socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hex \
    -o mode=ASX4 -o start_address=0x00000 -o bitswap=ON \
    -o hps=1

ファクトリー・アップデート・イメージは、FPGA 先行と同じコマンドを使用して作成され、次に示すよう
に、太字で同じ追加のパラメーターが指定されています。

cd $TOP_FOLDER
mkdir -p images
rm -f images/factory_update.rpd
quartus_pfg -c hw/ghrd.3/output_files/ghrd_agfb014r24a3e3vr0.sof \
    images/factory_update.rpd \
    -o hps_path=u-boot-socfpga/spl/u-boot-spl-dtb.hex \
    -o mode=ASX4 -o start_address=0x00000 -o bitswap=ON \
    -o rsu_upgrade=ON \
    -o hps=1

8. HPS First での RSU の使用
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9. 決定ファームウェアのバージョン情報

インテル Quartus Prime ファームウェア・バージョンは、オフセット 0x420 で決定ファームウェアの
各コピーに 32 ビット値として格納されます。バージョンフィールドの形式は次のとおりです。

表 11. 決定ファームウェアのバージョンフィールド

ビットフィールド ビット 説明

version_major 31:24 インテル Quartus Prime のメジャーリリース番号。例: リリース 20.1 では 20
に設定します。

version_minor 23:16 インテル Quartus Prime のマイナーリリース番号。例: リリース 20.1 では 1 に
設定します。

version_update 15:8 インテル Quartus Prime のリリース番号を更新します。例: リリース 20.1.2 で
は 2 に設定します。

reserved 7:0 ゼロに設定します。

注意: インテル Quartus Prime パッチは、ファームウェアのバージョンフィールドを変更しません。すべての
パッチには、パッチが対象となるベースリリースと同じファームウェアのバージョンフィールドがありま
す。

U-Boot および Linux の両方で決定ファームウェアのバージョンの照会がどのように機能するかの例に
ついては、リモート・システム・アップデートの例の項を参照してください。

関連情報
リモート・システム・アップデートの例 (40 ページ)
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10.  インテル Agilex SoC リモート・システム・アップデート・ユーザーガイ
ドのドキュメント改訂履歴

ドキュメント・バージョン 変更内容

2020.07.10 初版
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A. コンフィグレーション・フローの図

イメージをロードするためのさまざまなフローについて説明します。
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A.1. パワーアップ時または nConfig におけるロードイメージのフロー

図 -13: パワーアップ時または nConfig におけるロードイメージのフロー
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A.2. イメージのロード試行のサブプロセス

図 -14: イメージのロード試行のサブプロセス
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A.3. 特定のイメージ要求のフロー

図 -15: 特定のイメージ要求のフロー
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A.4. 失敗後の新しいイメージからのコンフィグレーションのサブプロセス

図 -16: 失敗後の新しいイメージからのコンフィグレーションのサブプロセス
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A.5. ウォッチドッグ・タイムアウトのフロー

図 -17: ウォッチドッグ・タイムアウトのフロー
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B. RSU ステータスおよびエラーコード

RSU ステータスは U-Boot および Linux から確認でき、次の 32 ビットフィールドが含まれています。

表 12. RSU ステータスフィールド

フィールド 説明

current_image 現在実行中のイメージのフラッシュ内の位置です。

failed_image 失敗したイメージのアドレスです。

error_details ユーザーにとって意味のない不透明なエラーコードです。

error_location 失敗したイメージ内のエラーの位置です。

state RSU システムのステートです。

version RSU インターフェイスのバージョンおよびエラーソースです。

retry counter 再試行カウンターの現在の値です。

failed_image、error_details、error_location、state フィールドおよび version
フィールドの error_source ビットフィールドの動作はスティッキーです。エラーが発生すると設定
され、その後のエラーでは更新されず、次のいずれかのイベント (POR、nCONFIG、特定のイメージがロ
ードされている場合、またはエラーステータスが U-Boot または Linux から明確にクリアされている場
合) が発生するとクリアされます。

state フィールドには、2 つのビットフィールドがあります。

表 13. ステートフィールド

ビットフィールド ビット 説明

major_error_code 31:16 主要なエラーコード。可能な値については、以下の表を参照してください。

minor_error_code 15：0 マイナー・エラー・コード。不透明な値です。

次の主要なエラーコードが定義されています。

表 14. RSM の主要なエラーコード

主要なエラーコード 説明

0xF001 BITSTREAM_ERROR

0xF002 HARDWARE_ACCESS_FAILURE

0xF003 BITSTREAM_CORRUPTION

0xF004 INTERNAL_ERROR
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主要なエラーコード 説明

0xF005 DEVICE_ERROR

0xF006 HPS_WATCHDOG_TIMEOUT

0xF007 INTERNAL_UNKNOWN_ERROR

マイナー・エラー・コードは通常不透明な値であり、ユーザーにとって意味がありません。唯一の例外は、
主要なエラーコードが 0xF006 (HPS_WATCHDOG_TIMEOUT) のときです。この場合のマイナー・エ
ラー・コードは、ウォッチドッグ・タイムアウトが発生する前に、RSU Notify コマンドを介して HPS から
SDM に報告された値となります。

version コンポーネントには、次のビットフィールドがあります。

表 15. バージョンフィールド

ビットフィールド ビット 説明

current_dcmf_index 31:28 前回使用した決定ファームウェア・コピーのインデックス。可能な値: 0、1、2、3

error_source 27:16 記録されたエラーのソース:
• 0x000: エラーなし
• 0xACF: エラーがアプリケーションまたはファクトリー・イメージ・ファームウ

ェアによって生成された場合
• 0xDCF: エラーが決定ファームウェアによって生成された場合

acmf_version 15:8 現在のイメージ・ファームウェア RSU インターフェイスのバージョンです。

dcmf_version 7:0 決定ファームウェア RSU インターフェイスのバージョンです。

注意: インテル Quartus Prime プロ・エディションのバージョン 20.1 は、インテル Agilex の RSU をサポー
トする 初のバージョンであり、このリリースでは、acmf_version および dcmf_version の両
方が 0x02 に設定されています。

B. RSU ステータスおよびエラーコード
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C. LIBRSU リファレンス情報

C.1. コンフィグレーション・ファイル

LIBRSU ライブラリーは、リソースファイル /etc/librsu.rc に依存して、RSU の目的で使用され
るログレベルおよび MTD QSPI パーティションを設定します。

表 16. LIBRSU コンフィグレーション・ファイル・エレメント

エレメント 説明

Element # COMMENT
Usage: // COMMENT
Options: なし

1 行コメントです。

Required?: いいえ

Element root
Usage: root {type} {path}
Options: type: Storage type = [qspi, datafile]

LIBRSU が管理する RSU データ領域を含むストレージを指
定します。データファイル・タイプはテスト目的で提供され、通
常のファイルを RSU データ領域として扱います。

Required?: はい

Element rsu-dev
Usage: rsu-dev {path}
Options:
• path : Path to the RSU entries in Linux sysfs

Linux の RSU sysfs エントリーのパスを指定します。

Required?: いいえ。指定しない場合、デフォルト
で /sys/devices/platform/stratix10-rsu.0
になります。

Element log
Usage: log {level} [stderr|path]
Options:
• level : Verbose level

= [off, low, medium, high]

• path : Path to a logfile for debug information

• stderr (defaults to stderr)

コマンドの実行時にログファイルを開き、デバッグ情報を追
加するように LIBRSU に指示します。3 つのレベルの冗長性
が許可されます。ログはデフォルトで stderr に送信されま
す。

Required?: いいえ

Element write-protect
Usage: write-protect {slot}
Options: slot : Slot number

指定されたスロットを変更する試行をブロックするように
LIBRSU に指示します。選択したスロットの優先度は、他のス
ロットへの変更に基づいて変更される場合があります。このオ
プションは複数回使用できます。

Required?: いいえ

デフォルト値は次のとおりです。

# cat /etc/librsu.rc
log med stderr
root qspi /dev/mtd0
rsu-dev /sys/devices/platform/stratix10-rsu.0
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U-Boot SMC ハンドラー、Linux SVC ドライバーおよび Linux RSU ドライバーは、SPT アドレスを特
定するための SDM API をエクスポートしません。したがって、LIBRSU がフラッシュ・パーティション情
報を特定できるようにするには、LIBRSU が使用する MTD QSPI パーティションを SPT0 の位置から
開始する必要があります。これは、デバイスツリーにハードコード化するか、U-Boot が rsu dtb コマ
ンドを使用して Linux に渡す前に適切な情報でデバイスツリーを編集できます。

C.2. エラーコード

成功した場合、LIBRSU API は値 0 を返します。それ以外の場合、LIBRSU API は、以下に示す値を負
の値として返します。

#define ELIB          1
#define ECFG          2
#define ESLOTNUM      3
#define EFORMAT       4
#define EERASE        5
#define EPROGRAM      6
#define ECMP          7
#define ESIZE         8
#define ENAME         9
#define EFILEIO      10
#define ECALLBACK    11
#define ELOWLEVEL    12
#define EWRPROT      13
#define EARGS        14

C.3. マクロ

次のマクロを使用して、rsu_status_info 構造のバージョンフィールドからフィールドを抽出でき
ます。

#define RSU_VERSION_ERROR_SOURCE(v) (((v) & 0xFFFF0000) >> 16)
#define RSU_VERSION_ACMF_VERSION(v) (((v) & 0xFF00) >> 8)
#define RSU_VERSION_DCMF_VERSION(v) ((v) & 0xFF)

次のマクロを使用して、rsu_dcmf_version 関数によって返されるバージョンからフィールドを抽
出できます。

#define DCMF_VERSION_MAJOR(v)  (((v) & 0xFF000000) >> 24)
#define DCMF_VERSION_MINOR(v)  (((v) & 0x00FF0000) >> 16)
#define DCMF_VERSION_UPDATE(v) (((v) & 0x0000FF00) >> 8)

C.4. データ型

C.4.1.  rsu_slot_info

この構造には、スロット (SPT エントリー) 情報が含まれています。

struct rsu_slot_info {
    char name[16];
    __u64 offset;
    int size;
    int priority;
};

C. LIBRSU リファレンス情報
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C.4.2.  rsu_status_info

この構造には、RSU ステータス情報が含まれています。

struct rsu_status_info {
    __u64 version;
    __u64 state;
    __u64 current_image;
    __u64 fail_image;
    __u64 error_location;
    __u64 error_details;
    __u64 retry_counter;
};

C.4.3.  rsu_data_callback

これは、メモリー要件を 小限に抑えることができる大きなバッファー内で一度にすべてではなく、ブロ
ックでデータを提供するためにスキーム内で使用されるコールバックです。

/*
 * rsu_data_callback - function pointer type for data source callback
 */
typedef int (*rsu_data_callback)(void *buf, int size);

C.5. 関数

C.5.1.  librsu_init

Prototype int librsu_init(char *filename);

Description コンフィグレーション・ファイルをロードし、フラッシュから SPT および CPB データを読み出して内部データを初期化しま
す。
• SPT0 が破損している場合は、代わりに SPT1 がロードされます。1 つの SPT が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した SPT は、正常な SPT からの情報を使用して回復します。
• CPB0 が破損している場合は、代わりに CPB1 がロードされます。1 つの CPB が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した CPB は、正常な CPB からの情報を使用して回復します。

Parameters filename: ロードするコンフィグレーション・ファイル。Null または空の文字列の場合、デフォルトは /etc/
librsu.rc です。

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.2.  librsu_exit

Prototype void librsu_exit(void);

Description 内部データをクリーンアップし、librsu をリリースします。

Parameters なし

Return Value なし

C. LIBRSU リファレンス情報
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C.5.3.  rsu_slot_count

Prototype int rsu_slot_count(void);

Description 定義されたスロットの数を取得します。

Parameters なし

Return Value 定義されたスロットの数

C.5.4.  rsu_slot_by_name

Prototype int rsu_slot_by_name(char *name);

Description 名前に基づいてスロット番号を取得します。

Parameters name: スロットの名前

Return Value 成功した場合はスロット番号、またはエラーコード

C.5.5.  rsu_slot_get_info

Prototype int rsu_slot_get_info(int slot, struct rsu_slot_info *info);

Description スロットの属性を取得します。

Parameters slot: スロット番号
info: 入力する情報構造へのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.6.  rsu_slot_size

Prototype int rsu_slot_size(int slot);

Description スロットのサイズを取得します。

Parameters slot: スロット番号

Return Value スロットのサイズ (バイト単位)、またはエラーコード

C.5.7.  rsu_slot_priority

Prototype int rsu_slot_priority(int slot);

Description スロットのロード優先度を取得します。優先度 0 は、スロットに優先度がなく、ディスエーブルになっていることを意味しま
す。優先度が 1 のスロットが も優先度が高くなります。

Parameters slot: スロット番号

Return Value スロットの優先度、またはエラーコード

C. LIBRSU リファレンス情報
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C.5.8.  rsu_slot_erase

Prototype int rsu_slot_erase(int slot);

Description スロット内のすべてのデータを消去して、プログラミングの準備をします。スロットが CPB にある場合は、スロットを削除し
ます。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.9.  rsu_slot_program_buf

Prototype int rsu_slot_program_buf(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからの FPGA コンフィグレーション・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを も高い優先度とし
て CPB に入力します。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.10.  rsu_slot_program_factory_update_buf

Prototype int rsu_slot_program_factory_update_buf(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからのファクトリー・アップデート・イメージ・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを も高い優先
度として CPB に入力します。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.11.  rsu_slot_program_file

Prototype int rsu_slot_program_file(int slot, char *filename);

Description ファイルからの FPGA コンフィグレーション・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを も高い優先度として
CPB に入力します。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.12.  rsu_slot_program_factory_update_file

Prototype int rsu_slot_program_factory_update_file(int slot, char *filename);

Description ファイルからのファクトリー・アップデート・イメージ・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを も高い優先度
として CPB に入力します。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.5.13.  rsu_slot_program_buf_raw

Prototype int rsu_slot_program_buf_raw(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからのローデータを使用してスロットをプログラムします。スロットは CPB に入力されていません。スロットは
初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.14.  rsu_slot_program_file_raw

Prototype int rsu_slot_program_file_raw(int slot, char *filename);

Description ファイルからのローデータを使用してスロットをプログラムします。スロットは CPB に入力されていません。スロットは
初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.15.  rsu_slot_verify_buf

Prototype int rsu_slot_verify_buf(int slot, void *buf, int size);

Description スロット内の FPGA コンフィグレーション・データをバッファーと照合します。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.16.  rsu_slot_verify_file

プロトタイプ int rsu_slot_verify_file(int slot, char *filename);

Description スロット内の FPGA コンフィグレーション・データをファイルと照合します。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.17.  rsu_slot_verify_buf_raw

Prototype int rsu_slot_verify_buf_raw(int slot, void *buf, int size);

Description スロット内のローデータをバッファーと照合します。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.5.18.  rsu_slot_verify_file_raw

Prototype int rsu_slot_verify_file_raw(int slot, char *filename);

Description スロット内のローデータをファイルと照合します。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.19.  rsu_slot_program_callback

Prototype int rsu_slot_program_callback(int slot, rsu_data_callback callback);

Description コールバック関数によって提供される FPGA コンフィグレーション・データを使用してスロットをプログラムおよび検証し
ます。スロットを も高い優先度として CPB に入力します。

Parameters slot: スロット番号
callback: 入力データを提供するコールバック関数

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.20.  rsu_slot_program_callback_raw

Prototype int rsu_slot_program_callback_raw(int slot, rsu_data_callback callback);

Description コールバック関数によって提供されるローデータを使用して、スロットをプログラムおよび検証します。スロットは CPB に
入力されていません。

Parameters slot: スロット番号
callback: 入力データを提供するコールバック関数

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.21.  rsu_slot_verify_callback

Prototype int rsu_slot_verify_callback(int slot, rsu_data_callback callback);

Description コールバック関数によって提供される FPGA コンフィグレーション・データを使用してスロットを検証します。

Parameters slot: スロット番号
callback: 入力データを提供するコールバック関数

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.22.  rsu_slot_verify_callback_raw

Prototype int rsu_slot_verify_callback_raw(int slot, rsu_data_callback callback);

Description コールバック関数によって提供されるローデータを使用してスロットを検証します。

Parameters slot: スロット番号
callback: 入力データを提供するコールバック関数

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.5.23.  rsu_slot_copy_to_file

Prototype int rsu_slot_copy_to_file(int slot, char *filename);

Description スロット内のデータを読み出し、ファイルに書き込みます。

Parameters slot: スロット番号
filename: 入力データファイル

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.24.  rsu_slot_enable

Prototype int rsu_slot_enable(int slot);

Description 選択したスロットを も高い優先度として設定します。これは、パワーオンリセット後に試行された 初のスロットです。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.25.  rsu_slot_disable

Prototype int rsu_slot_disable(int slot);

Description 選択したスロットを優先スキームから削除しますが、スロットデータを消去して再度イネーブルしないでください。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.26.  rsu_slot_load_after_reboot

Prototype int rsu_slot_load_after_reboot(int slot);

Description 選択したスロットを次の Linux reboot コマンドの後にロードするように要求します。そうしないと、HPS コールドリセッ
トがトリガーされます。Linux reboot コマンドが発行されない限り、この関数は効果がありません。Linux reboot コ
マンドが reboot=warm パラメーターをカーネルに渡すことによってウォームリセットをトリガーするようにコンフィグ
レーションされている場合、この関数も効果がありません。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.27.  rsu_slot_load_factory_after_reboot

Prototype int rsu_slot_load_factory_after_reboot(void);

Description 次の Linux reboot コマンドの後にファクトリー・イメージをロードするように要求します。そうしないと、HPS コールド
リセットがトリガーされます。Linux reboot コマンドが発行されない限り、この関数は効果がありません。Linux
reboot コマンドが reboot=warm パラメーターをカーネルに渡すことによってウォームリセットをトリガーするよう
にコンフィグレーションされている場合、この関数も効果がありません。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.5.28.  rsu_slot_rename

Prototype int rsu_slot_rename(int slot, char *name);

Description 選択したスロットの名前を変更します。

Parameters slot: スロット番号
name: スロットの新しい名前

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.29.  rsu_slot_status_log

Prototype int rsu_status_log（struct rsu_status_info * info）;

Description SDM ステータスログを info struct にコピーします。

Parameters info: 入力する info struct へのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.30.  rsu_notify

Prototype int rsu_notify(int value);

Description HPS ソフトウェアの実行段階を 16 ビットの数値として報告します。

Parameters value: HPS ソフトウェア実行段階 - 16 ビットの下位ビットのみが使用されます。

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.31.  rsu_clear_error_status

Prototype int rsu_clear_error_status(void);

Description 現在のステータスログからスティッキー・エラー・フィールドをクリアします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.5.32.  rsu_reset_retry_counter

Prototype int rsu_reset_retry_counter(void);

Description max retry の値が 1 より大きい場合に、ウォッチドッグ・タイムアウト後に現在実行中のイメージを再試行できるよう
に、retry カウンターをリセットします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.5.33.  rsu_dcmf_version

Prototype int rsu_dcmf_version(__u32 *versions);

Description 4 つの決定ファームウェアのバージョンを取得します。Linux を起動する前に、U-Boot コマンド rsu
display_dcmf_version を呼び出す必要があります。そうしないと、バージョンがゼロとして報告されます。報告さ
れたバージョンは、U-Boot コマンドが呼び出された時点で有効なバージョンであり、その後に発生する可能性のある変更
は反映しません。

Parameters versions: 4 つの決定ファームウェアのバージョンを格納するためのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

注意: バージョン情報の内容の詳細については、決定ファームウェアのバージョン情報の項を参照してくださ
い。

注意: ファームウェアのバージョンの詳細 (メジャー、マイナー、およびアップデートのバージョン番号) を抽出
するために使用できるマクロについては、マクロの項を参照してください。

関連情報
• 決定ファームウェアのバージョン情報 (82 ページ)

• マクロ (93 ページ)

C.6. RSU Client コマンド

C.6.1.  count

Command ./rsu_client -c|--count

Description スロット数を表示します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.2.  list

Command ./rsu_client -l|--list <slot_num>

Description 選択したスロットの属性情報をリストします。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.3.  size

Command ./rsu_client -z|--size <slot_num>

Description スロットサイズをバイト単位で表示します。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C. LIBRSU リファレンス情報
683184 | 2020.07.10

フィードバック インテル® Agilex™ ハード・プロセッサー・システム (HPS) のリモート・システム・アップデー
ト・ユーザーガイド

101

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20Agilex%E2%84%A2%20%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%20(HPS)%20%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683184%202020.07.10)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


C.6.4.  priority

Command ./rsu_client -p|--priority <slot_num>

Description 選択したスロットの優先度を表示します。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.5.  enable

Command ./rsu_client -E|--enable <slot_num>

Description 選択したスロットを も高い優先度として設定します。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.6.  disable

Command ./rsu_client -D|--disable <slot_num>

Description 選択したスロットをディスエーブルしますが、消去しないようにします。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.7.  request

Command ./rsu_client -r|--request <slot_num>

Description 次の Linux の「reboot」コマンドの後に、選択したスロットをロードするように要求します。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.8.  request-factory

Command ./rsu_client -R|--request-factory

Description 次の Linux の「reboot」コマンドの後に、ファクトリー・イメージをロードするように要求します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.9.  erase

Command ./rsu_client -e|--erase <slot_num>

Description 選択したスロットからアプリケーション・イメージを消去します。

Parameters <slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.6.10.  add

Command ./rsu_client -a|--add <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description 選択したスロットに新しいアプリケーション・イメージを追加し、それを 優先にします。スロットは 初に消去する必要が
あります。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.11.  add-factory-update

Command ./rsu_client -u|--add-factory-update <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description 選択したスロットに新しいファクトリー・アップデート・イメージを追加し、それを 優先にします。スロットは 初に消去す
る必要があります。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.12.  add-raw

Command ./rsu_client -A|--add-raw <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description 選択したスロットに新しいローイメージを追加し、それを 優先にします。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.13.  verify

Command ./rsu_client -v|--verify <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description 選択したスロットのアプリケーション・イメージを検証します。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.14.  verify-raw

Command ./rsu_client -V|--verify-raw <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description 選択したスロットのローイメージを検証します。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.6.15.  copy

Command ./rsu_client -f|--copy <file_name> -s|--slot <slot_num>

Description スロット内のデータを読み出し、ファイルに書き込みます。

Parameters <file_name>: ファイル名
<slot_num>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.16.  log

Command ./rsu_client -g|--log

Description ステータスログを示します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.17.  notify

Command ./rsu_client -n|--notify <value>

Description HS ソフトウェアのステートを 16 ビットの数値として報告します。

Parameters <value>: 16 ビット数値としての HPS ソフトウェアのステート

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.18.  clear-error-status

Command ./rsu_client -C|--clear-error-status

Description

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.19.  reset-retry-counter

Command ./rsu_client -Z|--reset-retry-counter

Description ログからエラーをクリアします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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C.6.20.  display-dcmf-version

Command ./rsu_client -m|--display-dcmf-version

Description 現在の再試行カウンターをリセットします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

C.6.21.  help

Command ./rsu_client -h|--help

Description 使用法メッセージを表示します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D. U-Boot RSU リファレンス情報

D.1. コンフィグレーション・パラメーター

U-Boot RSU コンフィグレーション・パラメーターは、環境変数として格納されます。指定されていない
場合は、デフォルト値が使用されます。

変数 デフォルト値 説明

rsu_protected_slot <empty> 指定されたスロットを変更する試行をブロックするように U-Boot に指示します。

rsu_log_level 0 表示するログ情報の量を U-Boot に指示します。

D.1.1.  rsu_protected_slot

このオプションを使用すると、特定のスロット番号を保護できるため、U-Boot はその番号を変更できま
せん。デフォルトでは、スロットは保護されていません。この機能で保護できるのは、0 から 31 の間のス
ロットのみです。

D.1.2.  rsu_log_level

さまざまな RSU 関数は、rsu_log 関数を使用してログメッセージを出力します。rsu_log_level
環境変数を使用すると、次の表に示すとおり、0 から 7 の間の数値を使用して、表示されるログ情報の量
をカスタマイズできます。

ログレベル 説明

0 緊急メッセージ

1 注意メッセージ

2 重要なメッセージ

3 エラーメッセージ

4 警告メッセージ

5 通知メッセージ

6 情報メッセージ

7 デバッグメッセージ

各メッセージには、ログレベルが関連付けられています。表示されるメッセージのレベルが現在の
rsu_log_level よりも高い限り、メッセージが表示されます。rsu_log_level のデフォルト値は 0
です。これは、すべてのログメッセージが表示されることを意味します。
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D.2. エラーコード

成功した場合、RSU API は値 0 を返します。それ以外の場合、RSU API は、次に示す値を負の値として
返します。

#define EINTF           1
#define ECFG            2
#define ESLOTNUM        3
#define EFORMAT         4
#define EERASE          5
#define EPROGRAM        6
#define ECMP            7
#define ESIZE           8
#define ENAME           9
#define EFILEIO         10
#define ECALLBACK       11
#define ELOWLEVEL       12
#define EWRPROT         13
#define EARGS           14

これらのエラーコードはで arch/arm/mach-socfpga/include/mach/rsu.h で定義され
ています。

D.3. マクロ

次のマクロを使用して、rsu_status_info 構造のバージョンフィールドからフィールドを抽出できます。

/* Macros for extracting RSU version fields */
#define RSU_VERSION_ERROR_SOURCE(v)    FIELD_GET(RSU_VERSION_ERR_MASK, (v))
#define RSU_VERSION_ACMF_VERSION(v)    FIELD_GET(RSU_VERSION_ACMF_MASK, (v))
#define RSU_VERSION_DCMF_VERSION(v)    FIELD_GET(RSU_VERSION_DCMF_MASK, (v))

次のマクロを使用して、rsu_dcmf_version 関数によって返されるバージョンからフィールドを抽
出できます。

/* Macros for extracting DCMF version fields */
#define DCMF_VERSION_MAJOR(v)  FIELD_GET(DCMF_VERSION_MAJOR_MASK, (v))
#define DCMF_VERSION_MINOR(v)  FIELD_GET(DCMF_VERSION_MINOR_MASK, (v))
#define DCMF_VERSION_UPDATE(v) FIELD_GET(DCMF_VERSION_UPDATE_MASK, (v))

これらのマクロは arch/arm/mach-socfpga/include/mach/rsu.h で定義されています。

D.4. データ型

D.4.1.  rsu_slot_info

この構造には、スロット (SPT エントリー) 情報が含まれています。

struct rsu_slot_info {
    char name[16];
    u64 offset;
    u32 size;
    int priority;
};

D. U-Boot RSU リファレンス情報
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D.4.2.  rsu_status_info

この構造には、RSU ステータス情報が含まれています。

struct rsu_status_info {
    u64 current_image;
    u64 fail_image;
    u32 state;
    u32 version;
    u32 error_location;
    u32 error_details;
    u32 retry_counter;
};

D.5. 関数

この項では、arch/arm/mach-socfpga/include/mach/rsu.h で定義されている RSU 関
数について説明します。

D.5.1.  rsu_init

Prototype int rsu_init(char *filename);

Description コンフィグレーション・ファイルをロードし、フラッシュから SPT および CPB データを読み出すことによって内部データを
初期化します。
• SPT0 が破損している場合は、代わりに SPT1 がロードされます。1 つの SPT が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した SPT は、正常な SPT からの情報を使用して回復します。
• CPB0 が破損している場合は、代わりに CPB1 がロードされます。1 つの CPB が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した CPB は、正常な CPB からの情報を使用して回復します。

Parameters filename: qspi の場合は NULL

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.2.  rsu_exit

Prototype int rsu_init(char *filename);

Description コンフィグレーション・ファイルをロードし、フラッシュから SPT および CPB データを読み出すことによって内部データを
初期化します。
• SPT0 が破損している場合は、代わりに SPT1 がロードされます。1 つの SPT が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した SPT は、正常な SPT からの情報を使用して回復します。
• CPB0 が破損している場合は、代わりに CPB1 がロードされます。1 つの CPB が破損していて (マジックナンバーな

し)、もう 1 つが正常である場合、破損した CPB は、正常な CPB からの情報を使用して回復します。

Parameters filename: qspi の場合は NULL

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.3.  rsu_slot_count

Prototype int rsu_slot_count(void);

Description 定義されたスロットの数を取得します。

Parameters なし

Return Value 定義されたスロットの数

D. U-Boot RSU リファレンス情報
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D.5.4.  rsu_slot_by_name

Prototype int rsu_slot_by_name(char *name);

Description 名前に基づいてスロット番号を取得します。

Parameters name: スロットの名前

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.5.  rsu_slot_get_info

Prototype int rsu_slot_get_info(int slot, struct rsu_slot_info *info);

Description スロットの属性を取得します。

Parameters slot: スロット番号
info: 入力する info structure へのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.6.  rsu_lot_size

Prototype int rsu_slot_size(int slot);

Description スロットのサイズを取得します。

Parameters slot: スロット番号

Return Value スロットのサイズ (バイト単位)、またはエラーコード

D.5.7.  rsu_slot_priority

Prototype int rsu_slot_priority(int slot);

Description スロットのロード優先度を取得します。優先度 0 は、スロットに優先度がなく、ディスエーブルになっていることを意味しま
す。優先度が 1 のスロットが も優先度が高くなります。

Parameters slot: スロット番号

Return Value スロットの優先度、またはエラーコード

D.5.8.  rsu_slot_erase

Prototype int rsu_slot_erase(int slot);

Description スロット内のすべてのデータを消去して、プログラミングの準備をします。スロットが CPB にある場合は、スロットを削除し
ます。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D. U-Boot RSU リファレンス情報
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D.5.9.  rsu_slot_program_buf

Prototype int rsu_slot_program_buf(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからの FPGA コンフィグレーション・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを CPB に入力します。
スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト (16 進値)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.10.  rsu_slot_program_factory_update_buf

Prototype int rsu_slot_program_factory_update_buf(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからのファクトリー・アップデート・データを使用してスロットをプログラムし、スロットを CPB に入力します。ス
ロットは 初に消去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト (16 進値)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.11.  rsu_slot_program_buf_raw

Prototype int rsu_slot_program_buf_raw(int slot, void *buf, int size);

Description バッファーからのローデータを使用してスロットをプログラムし、このスロットを CPB に入力します。スロットは 初に消
去する必要があります。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト (16 進値)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.12.  rsu_slot_verify_buf

Prototype int rsu_slot_verify_buf(int slot, void *buf, int size);

Description スロット内の FPGA コンフィグレーション・データをバッファーと照合します。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト (16 進値)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.5.13.  rsu_slot_verify_buf_raw

Prototype int rsu_slot_verify_buf_raw(int slot, void *buf, int size);

Description スロット内のローデータをバッファーと照合します。

Parameters slot: スロット番号
buf: データバッファーへのポインター
size: バッファーから読み出すバイト (16 進値)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.14.  rsu_slot_enable

Prototype int rsu_slot_enable(int slot);

Description 選択したスロットを も高い優先度として設定します。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.15.  rsu_slot_disable

Prototype int rsu_slot_disable(int slot);

Description 選択したスロットを優先スキームから削除しますが、スロットデータを消去して再度イネーブルしないでください。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.16.  rsu_slot_load

Prototype int rsu_slot_load(int slot);

Description 選択したスロットをすぐにロードするように要求します。成功すると、少し遅れてシステムが再起動します。

Parameters slot: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.17.  rsu_slot_load_factory

Prototype int rsu_slot_load_factory(void);

Description ファクトリー・イメージをすぐにロードするように要求します。成功すると、少し遅れてシステムが再起動します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.5.18.  rsu_slot_rename

Prototype int rsu_slot_rename(int slot, char *name);

Description 選択したスロットの名前を変更します。

Parameters slot: スロット番号
name: スロットの新しい名前

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.19.  rsu_status_log

Prototype int rsu_status_log(struct rsu_status_info *info);

Description ファームウェアのステータスログを info structure にコピーします。

Parameters info: 入力する info struct へのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.20.  rsu_notify

Prototype int rsu_notify(int stage);

Description HPS ソフトウェアの実行段階を 16 ビットの数値として報告します。

Parameters stage: ソフトウェア実行ステージ

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.21.  rsu_clear_error_status

Prototype int rsu_clear_error_status(void);

Description 現在の RSU ステータスログからエラーをクリアします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.5.22.  rsu_reset_retry_counter

Prototype int rsu_reset_retry_counter(void);

Description 次のウォッチドッグ・タイムアウト後に現在実行中のイメージを再試行できるように、再試行カウンターを 0 に設定するよ
う要求します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.5.23.  rsu_dcmf_version

Prototype int rsu_dcmf_version(u32 *versions);

Description 4 つの DCMF コピーのそれぞれのバージョンをフラッシュで取得します。

Parameters versions: 4 つの DCMF バージョンが格納されている場所へのポインター

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6. U-Boot RSU コマンド

この項では、arch/arm/mach-socfpga/rsu_s10.c に実装されている RSU U-Boot コマン
ドについて説明します。

D.6.1.  dtb

Command rsu dtb

Description Linux DTB /dev/mtd0 パーティションを更新して、SPT0 開始アドレスから開始し、それに応じてサイズを調整しま
す。/dev/mtd0 パーティションが 0 から始まることを前提としています。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.2.  list

Command rsu list

Description パーティション情報をリストし、ステータス情報を表示して、CPB の内容をリストします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.3.  slot_by_name

Command rsu slot_by_name <name>

Description 名前でスロットを検索し、スロット番号を表示します。

Parameters <name>: スロット名

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.4.  slot_count

Command rsu slot_count

Description スロット数を表示します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.6.5.  slot_disable

Command rsu slot_disable <slot>

Description CPB からスロットを削除します。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.6.  slot_enable

Command rsu slot_enable <slot>

Description <slot>: スロット番号

Parameters スロットを 優先にします。

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.7.  slot_erase

Command rsu slot_erase <slot>

Description CPB からスロットを取り出し、スロットデータを消去します。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.8.  slot_get_info

Command rsu slot_get_info <slot>

Description スロット情報を表示します。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.9.  slot_load

Command rsu slot_load <slot>

Description スロットをすぐにロードします。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.10.  slot_load_factory

Command rsu slot_load_factory

Description ファクトリーをすぐにロードします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.6.11.  slot_priority

Command rsu slot_priority <slot>

Description スロット優先度を表示します。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.12.  slot_program_buf

Command rsu slot_program_buf<slot><buffer><size>

Description バッファーをスロットにプログラムし、それを 優先にします。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters <slot>: スロット番号
<buffer>: メモリー内のバッファーのアドレス
<size>: バッファーの長さ (バイト単位)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.13.  slot_program_buf_raw

Command rsu slot_program_buf_raw <slot> <buffer> <size>

Description ローバッファーをスロットにプログラムします。スロットは 初に消去する必要があります。

Parameters <slot>: スロット番号
<buffer>: メモリー内のバッファーのアドレス
<size>: バッファーの長さ (バイト単位)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.14.  slot_program_factory_update_buf

Command rsu slot_program_factory_update_buf <slot> <buffer> <size>

Description ファクトリー・アップデート・バッファーをスロットにプログラムし、それを 優先にします。スロットは 初に消去する必要
があります。

Parameters <slot>: スロット番号
<buffer>: メモリー内のバッファーのアドレス
<size>: バッファーの長さ (バイト単位)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.15.  slot_rename

Command rsu slot_rename <slot> <name>

Description スロットの名前を変更します。

Parameters <slot>: スロット番号
<name>: 新しいスロット名

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.6.16.  slot_size

Command rsu slot_size <slot>

Description スロットのサイズを表示します。

Parameters <slot>: スロット番号

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.17.  slot_verify_buf

Command rsu slot_verify_buf <slot> <buffer> <size>

Description スロットの内容をバッファーと照合します。

Parameters <slot>: スロット番号
<buffer>: メモリー内のバッファーのアドレス
<size>: バッファーの長さ (バイト単位)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.18.  slot_verify_buf_raw

Command rsu slot_verify_buf_raw <slot> <buffer> <size>

Description スロットの内容をローバッファーと照合します。

Parameters <slot>: スロット番号
<buffer>: メモリー内のバッファーのアドレス
<size>: バッファーの長さ (バイト単位)

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.19.  status_log

Command rsu status_log

Description RSU ステータスを表示します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.20.  update

Command rsu update <flash_offset>

Description flash_offset で指定されているように、ファームウェアを開始してビットストリームをロードします。

Parameters <flash_offset>: ビットストリームのアドレス

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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D.6.21.  notify

Command rsu notify <value>

Description HPS ソフトウェアの現在のステートを SDM に知らせます。

Parameters <value>: 16 ビット数としての HPS ソフトウェアのステート

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.22.  clear_error_status

Command rsu clear_error_status

Description RSU エラーステータスをクリアします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.23.  reset_retry_counter

Command rsu reset_retry_counter

Description RSU 再試行カウンターをリセットします。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード

D.6.24.  display_dcmf_version

Command rsu display_dcmf_version

Description DCMF バージョンを表示し、SMC ハンドラーで使用できるように格納します。

Parameters なし

Return Value 成功した場合は 0、またはエラーコード
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