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この度は、当社製品「ＳＦＴ－７ｘ４４Ｆ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｋｉｔ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品はＳｕｐｅｒＨ＋ＦＰＧＡボードの性能評価、開発トレーニングをお試しいただく為に、必要なツール類をパッケージ
した製品です。
本製品をお役立ていただくために添付マニュアルを十分お読みくださいますようお願いいたします。

★本製品の内容及び仕様は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。

★本マニュアルに記載される会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です。

お使いになる前に

＜梱包の確認＞

次のものが揃っているか確認して下さい。

万一足りないものがあれば、販売店まですみやかにご連絡下さい。

＊ＳＦＴ－７ｘ４４Ｆ トレーニングボード １枚

＊Ｄ－ＳＵＢ９ピンケーブル １本

＊Ｄ－ＳＵＢ２５ピンケーブル １本

＊ＡＣアダプタ １個

＊ＳＦＴ－７ｘ４４Ｆ トレーニングキット ＣＤ－ＲＯＭ １枚

＊ユーザー登録カード １枚

＊回路図 １部

株式会社 アルファプロジェクト
〒431-3114 静岡県浜松市東区 834

FAX (053)401-0035 技術部 担当者宛

E-MAIL query@apnet.co.jp

お問い合わせ先
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

第１章．概要

１．１　概要

本キットは「ＳＦ－７０４４Ｆ」もしくは「ＳＦ－７１４４Ｆ」と組み合わせて使用する製品です。

本製品は以下のボード及びツールから構成されます。

・ＳＨ＋ＦＰＧＡトレーニングボード　「ＳＦＴ－７ｘ４４Ｆ」

・拡張ボード接続コネクタ　　　　　　「６４ピンレセプタクル×２」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「５０ピンレセプタクル×１」

・ＡＣアダプタ

・Ｄ－ＳＵＢ２５ピンケーブル

・Ｄ－ＳＵＢ９ピンケーブル

・リモートデバッガ　　　　　　　　　「VisualMonitor Ver.2　パッケージ限定版」

・ＧＮＵ　Ｃコンパイラ　　　　　　　「GNUPro99r1p1 for SH」

・ＦＰＧＡ開発ツール　　　　　　　　「QuartusII Web Editon 2.2 include SP2」

１．２　マニュアル構成

本キットのマニュアルは、以下のマニュアルから構成されます。

「SFT-7x44F Training Kit ユーザーズマニュアル」　←本書

「SH2/SH3 Starter Kit　C コンパイラ編」

「SH2/SH3 Starter Kit　リモートデバッガ編」

添付の CD-ROM に収録
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

１．３　使用環境

使用機器等 環      境

パーソナルコンピュータ Pentium ベースの PC/AT 互換機

ＯＳ ＷＩＮＤＯＷＳ９５／９８／ＮＴ４．０／２０００

メモリ １２８Ｍバイト以上を推奨

ハードディスク
約３９５Ｍバイト以上の空き領域

VisualMonitor(15M) GNUPro(50M) QuartusⅡ(330M)

表示 ８００×６００　以上

ＣＤドライブ ＣＤ－ＲＯＭ読み込み可能なドライブ

ホ 

ス 

ト

その他 シリアルポート１ＣＨ

ターゲットボード ＳＦ－７０４４Ｆ ＳＦ－７１４４Ｆ

ＣＰＵクロック ２４．５７６ＭＨｚ ４９．１５２ＭＨｚ

モニタコード モニタ書込みツールを使って内蔵フラッシュに格納

モニタ使用ＲＡＭサイズ 約４Ｋバイト

タ
ー
ゲ
ッ
ト

シリアルポート ボード上のＤ－ＳＵＢコネクタに接続　３８．４Ｋｂｐｓ固定

ＲＳ２３２Ｃケーブル 添付のクロスケーブル（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）を使用

FPGA ダウンロードケーブル 添付のＤ－ＳＵＢ２５ピンケーブルを使用

そ
の
他

・ＧＣＣコンパイラは、ＷＩＮＤＯＷＳのＤＯＳプロンプトで動作します。

注１）添付のＣＤ－ＲＯＭはＣＤ－Ｒメディアを使用しています。一部のＣＤドライブではＣＤ－Ｒメディアを安定して読

　　　み出せないものがあります。そのような場合には、他のパソコンでＭＯやＦＤにバックアップしてご利用ください。

図１－３－１　本キットでのデバック環境の構成例
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

１．４　CD-ROM の内容

添付のＣＤ－ＲＯＭには以下のものが収録されています。

¥ VM INSTALL VisualMonitor セットアップ

(VisualMonitor 本体)

(モニタプログラム)

(サンプルプログラム)

(RBF コンバータ)

GNUPro GNU C コンパイラ(GCC),GNU ツール

DJGPP DJGPP 関連ツール

ALTERA_TOOLS 無償版 ALTERA 開発ツール

ALTERA_SAMPLE ACEX1K サンプルプログラム

SH_MAN SH7044F,SH7144F シリーズ各種マニュアル

ALTERA_MAN ALTERA 各種データシート

MAN 本キットの各種マニュアル

SCH 回路図

使用部品 DS ボードに搭載の部品データシート

ACROREAD Adobe Acrobat Reader
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

１．５　各ソフトウェアの機能

１．５．１ ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ

ＳＨ用に開発されたリモートモニタです。

ｇｃｃとＳＨＣに対応し、従来にない高機能デバッグ環境を提供します。

本製品に添付されているＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒは、ＳＦ－７０４４ＦまたはＳＦ－７１４４Ｆでのみ動作します。

メモリマッピングは、ＥＰＲＯＭにダウンローダ、フラッシュＲＯＭにＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ、ＲＡＭ上にユーザ

プログラムが配置されます。

１．５．２ モニタ書込みツール

ＳＦ－７０４４ＦとＳＦ－７１４４ＦのフラッシュＲＯＭにＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒのターゲットモニタを書込むツ

ールです。

１．５．３ ＧＣＣ

　　本製品には、レッドハット社のＧＮＵＰｒｏ®が収録されています。

　　ＧＮＵＰｒｏは、ＧＮＵソフトウェアをベースとしたアプリケーション開発ツールキットです。

　　ＧＮＵＰｒｏには、ｇｃｃのほかにｇｄｂ（デバッガ）やオリジナルのツール類などが含まれています。

本製品に添付されているパッケージは、ホストがＷｉｎｄｏｗｓでターゲットはＳＨ１／ＳＨ２／ＳＨ３／ＳＨ３ｅ

となっています。機能的な制限は全くなくＲＯＭ化まで可能です。

ただし、サポート権はありませんので、サポートが必要なお客様はレッドハット社より直接ＧＮＵＰｒｏを購入していただ

く必要があります。

弊社ではＧＣＣに関するサポートは一切行っておりませんのであらかじめご了承ください。

１．５．４ ＲＢＦ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ

ＱｕａｒｔｕｓⅡで作成したロウバイナリファイル（ＦＰＧＡのコンフィギュレーションデータ）をＣソースに取り込める

形式に変換するツールです。

詳しくは「ＳＦ－７０４４Ｆハードウェアマニュアル」「ＳＦ－７１４４Ｆハードウェアマニュアル」の「３．５　ＦＰＧＡ

のコンフィギュレーション」をご覧ください。

１．５．５ ＱｕａｒｔｕｓⅡ　Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎ

ＡＬＴＥＲＡ社提供のＦＰＧＡ開発ツール（無償版）です。

・回路図エディタ

・コンパイラ

・シミュレータ

・タイミングチェック

・プログラマ

の各機能によりＦＰＧＡの一通りの開発環境を提供します。

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードに搭載されている「ＡＣＥＸ１Ｋ３０」であれば無償で利用可能です。

ただし、サポート権はありませんので、サポートが必要なお客様はＡＬＴＥＲＡ社よりＱｕａｒｔｕｓⅡを購入していただ

く必要があります。

弊社ではＱｕａｒｔｕｓⅡに関するサポートは一切行っておりませんのであらかじめご了承ください。
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

第２章．ソフトウェアのインストール

２．１　準備するもの

インストールを始める前に以下のものを準備してください。

①パーソナルコンピュータ

前章の使用環境をご覧ください。

②ターゲットボード

ＳＨ＋ＦＰＧＡトレーニングボード

③インストールディスク

本キットに添付されているＣＤ－ＲＯＭディスク

④ＲＳ２３２Ｃ（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）ケーブル

添付のクロスケーブルをご使用ください。

⑤パラレル（Ｄ－ＳＵＢ２５ピン）ケーブル

添付のケーブルをご使用ください。

⑥電源

添付のＡＣアダプタをご使用ください。

２．２　デバッガ（VisualMonitor）のインストール

VisualMonitor は、ＰＣ上で動作するコントロールソフトと、ターゲットボード上のフラッシュＲＯＭに格納するターゲットモニタ

ソフトの２種類のソフトウェアで構成されます。

２．２．１　コントロールソフトのインストール

①　ＣＤ－ＲＯＭ内の¥Vm￥Install¥SETUP.EXE を実行してください。

②　セットアップウィザードに従って、プログラムをインストールしてください。

２．２．２　ディレクトリ構成

¥Vmonkit¥7044f または、¥Vmonkit¥7144f 以下にインストールした場合、ディレクトリ構成は以下のようになります。

¥Vmonikit

¥7044f または VisualMonitor 本体（VM2.EXE）

¥7144f ¥Target ターゲットモニタソフト

¥Sample サンプルプログラム

¥ROM 化 ROM 化ファイル

¥Lib ユーザログライブラリ

¥Header ユーザログヘッダファイル

¥Rbfcomv Rbf コンバータ
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SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

２．２．３　ターゲットモニタのインストール

前項でコントロールソフトをインストールすると、スタートメニューに「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または「SH+FPGA

Training Kit (SF-7144F)」が追加されます。

このメニューの下位層にある「モニタ書込みツール」が VisualMonitor のターゲットモニタ・インストールツールです。

・トレーニングキット購入直後（出荷時にはフラッシュＲＯＭ内にターゲットモニタが書き込まれていません）

・誤ってターゲットモニタソフトを消去してしまった時

・ＲＯＭ化したプログラムをフラッシュＲＯＭ内に書き込んだ時

これらフラッシュＲＯＭ内に VisualMonitor のターゲットモニタが書き込まれていない状態では VisualMonitor を使用する前に

ターゲットモニタをインストールする必要があります。

①　下図の構成でＰＣとトレーニングボードを接続します。

②　トレーニングボード上のＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定を変更します。

③　ＡＣアダプタを接続して、トレーニングボードのＰＯＷ　ＳＷ（ＳＷ６）をＯＮにして電源を投入します。

④　スタートメニューの「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または「SH+FPGA Training Kit (SF-7144F)」の下位層にある

　　「モニタ書込みツール」を選択して、インストールツールを起動します。

⑤　ＳｅｌｅｃｔＰｏｒｔプルダウンメニューを接続したＣＯＭポート番号に設定します。

⑥　ＳＴＡＲＴボタンを押すと書き込みが開始されます。

⑦　書き込み完了のダイアログボックスが表示されれば完了です。失敗のダイアログボックスが表示される場合にはＣＯＭポー

　　ト番号を再度確認してください。

⑧　ＰＯＷ　ＳＷ（ＳＷ６）をＯＦＦにして電源を切断し、ＤＩＰ－ＳＷの５番をＯＦＦに設定します。

図２－２－１　ターゲットモニタインストール時の接続構成

　ＳＦ－７０４４Ｆの場合　　　　　ＳＦ－７１４４Ｆの場合　　　　　　ON　　　OFF

1　2　3　4　5　6

ON

1　2　3　4　5　6

ON

図２－２－２　ターゲットモニタインストール時のＤＩＰ－ＳＷの設定
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２．２．４　デバッガの動作確認

①　図２－２－１のとおりにＰＣとトレーニングボードを接続します。

②　スタートメニューの「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または「SH+FPGA Training Kit (SF-7144F)」の下位層にある

　　「ＶＭ２」を選択して、VisualMonitor を起動します。

③　［システム］メニューから［ポート設定］を選択し、接続したＣＯＭポートに設定します。

④　トレーニングボードの電源を投入するかリセットすると、正常であれば「ターゲットがリセットされました」とダイアログ

　　ボックスが表示されます。メッセージが表示されない場合には、ＣＯＭポートの番号を再度確認してください。

２．３　Ｃコンパイラ（ｇｃｃ）のインストール

¥GNUPro 以下の Setup.exe を実行してください。

インストール方法の詳細は「SH2/SH3 Starter Kit　C コンパイラ編」をご覧ください。

２．４　ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎのインストール

２．４．１　ＱｕａｒｔｕｓⅡ　Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎのインストール

¥altera_tools¥QuartusII WebEditionにあるインストーラ（quartusii_22_sp2_web_edition_single.exe）を実行します。

セットアップウィザードに従って、プログラムをインストールしてください。

インストール途中で、ＱｕａｒｔｕｓⅡプログラム格納フォルダとサンプルデータ格納フォルダを入力する個所があります。

可能な限りインストーラの指示するフォルダにインストールしてください。

標準でインストールされるフォルダと内容は以下のようになります。

c:¥quartus ←　QuartusⅡの本体プログラムがインストールされる

c:¥qdesigns ←　サンプルデータがインストールされる

２．４．２　ＢｙｔｅＢｌａｓｔｅｒデバイスドライバのインストール

ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ系ＯＳにてＱｕａｒｔｕｓⅡを使用して、プログラマ機能を使用する場合には、プログラムのインストール

の他にＢｙｔｅＢｌａｓｔｅｒのデバイスドライバをＯＳに認識させる必要があります。

詳しくは弊社ホームページのＦＡＱコーナー（http://www.apnet.co.jp/faq/dlpg/drv_inst.html）にＷｉｎｄｏｗｓ２０００を例

に紹介していますので、そちらをご覧ください。

ＷｉｎｄｏｗｓＮＴ系ＯＳ以外の場合には本作業は必要ありません。
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２．５　ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎのライセンス申請

ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎは無償で使用することが可能ですが、ライセンス申請を行う必要があります。

無償ライセンスの申請は、ＡＬＴＥＲＡ社のホームページ（http://www.altera.com/）から可能です。

ライセンス申請ページの「Free Software Licenses」項の中にある

Free Quartus II Web Edition Software から行います。

ライセンス申請についての詳しい情報はＡＬＴＥＲＡの日本代理店のホームページに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

・株式会社パルテック

ホームページ

http://www.paltek.co.jp/

ライセンス申請解説ページ

http://www.paltek.co.jp/altera/tool/license/index.htm

・株式会社アルティマ

ホームページ

http://altimanet.com/

ライセンス申請解説ページ

http://altimanet.com/altera/tool/licfile.htm

２．６　ＦＰＧＡサンプルプログラムのインストール

弊社提供のトレーニングボード用ＦＰＧＡサンプルプログラムです。

第５章以降のチュートリアルなどで使用します。

¥altera_sample 以下にサンプルプログラムは置かれています。

サンプルプログラムは自己解凍形式の圧縮ファイルで、トレーニングボードに搭載されるＳＨ＋ＦＰＧＡボードの種類によりファ

イルが異なります。

sft-7044f.exe　←ＳＦ－７０４４Ｆ用サンプルファイル

sft-7144f.exe　←ＳＦ－７１４４Ｆ用サンプルファイル

ご使用のトレーニングボードに合ったファイルを実行してください。

ＱｕａｒｔｕｓⅡにて標準でインストールされるサンプルデータフォルダ c:qdesigns に¥sft-7044f、または¥sft-7144f というフ

ォルダを作成して解凍されます。

ＱｕａｒｔｕｓⅡのインストール時にサンプルデータフォルダを変更された場合には、そちらのフォルダに解凍してください。
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第３章．サンプルプログラムを動作させる

本章では、添付のサンプルプログラムをトレーニングボードにダウンロードして、動作を確認します。

動作させるサンプルプログラムは「９．４　ボードチェック」を使用します。

３．１　動作環境の準備

トレーニングボードを動作させる為に環境を準備します。

①　トレーニングボードとＰＣの接続

添付のＲＳ２３２Ｃ（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）ケーブルにて、トレーニングボードに実装されているＳＨ＋ＦＰＧＡボードの

ＣＮ５とＰＣのＣＯＭポートを接続します。

この時、使用するＰＣのＣＯＭポート番号（ＣＯＭ１～４）を確認します。

②　電源の接続

添付のＡＣアダプタにてトレーニングボードのＤＣ ＩＮ（ＣＮ７）に電源を接続します。

ＰＯＷ　ＳＷ（ＳＷ６）がＯＦＦになっていることを確認します。

③　ＳＨ＋ＦＰＧＡボード設定の確認

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定が下図と同様になっていることを確認します。

図３－１　トレーニングボードとＰＣの接続

図３－２　ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定

　　　ＳＦ－７０４４Ｆの DIP-SW　　　ＳＦ－７１４４Ｆの DIP-SW　　　 両ボード共通設定

1　2　3　4　5　6

ON

1　2　3　4　5　6

ON

JP1：短絡
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３．２　VisualMonitor の起動と設定

サンプルプログラムのダウンロードと実行にはＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを使用します。

①　VisualMonitor の起動

 Windows の「スタートメニュー」の「プログラム」から「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または

「SH+FPGA Training Kit (SF-7144F)」の下位層にある「ＶＭ２」を選択し、VisualMonitor を起動します。

②　トレーニングボードの電源を入れる

POW　SW（ＳＷ６）をＯＮにして、トレーニングボードに電源を供給します。

VisualMonitor の画面に以下のメッセージダイアログが表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

上記ダイアログが表示されない場合には、トレーニングボード上の赤いＲＥＳＥＴ　ＳＷ（ＳＷ４）を押すか、

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上の白いプッシュスイッチ（リセットボタン）押します。

どちらのリセットスイッチを押しても上記ダイアログが表示されない場合には、ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定を確認します。

設定については前項の「図３－２　デバック時のＳＨ＋ＦＰＧＡボード設定」をご覧ください。

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定に間違いがない場合には、ＣＯＭポートの設定を確認します。
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デフォルトではＣＯＭ１に設定されていますので、ＣＯＭ１以外に接続している場合には設定を変更する必要があります。

「システム」メニューの「ポート設定」を選択すると、以下のダイアログが表示されるので、使用するＣＯＭポートを選択

して変更してください。

以上の設定でもメッセージが出力されない場合には、何らかの原因でＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒのモニタ部が消去されて

いる可能性があります。

その場合には、ＣＰＵの内蔵フラッシュにターゲットモニタを書き込む必要があります。

書き込み方法は「２．２．３　ターゲットモニタのインストール」をご覧ください。

書き込んだ後、①の手順より再度行ってください。

③　コンパイラ設定

「システム」メニューより「コンパイラ」を選択し、該当するコンパイラを選択します。

④　ＣＰＵ設定

「システム」メニューより「ＣＰＵ」を選択し、該当するＣＰＵを選択します。
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⑤　サンプルプログラムのダウンロード

「ファイル」メニューより「ダウンロード」を選択すると以下のダイアログが表示されるので、ダウンロードするファイル

を選択して「開く（O）」をクリックします。

SH+FPGA ボードが SF-7044F の場合には¥Vmonkit¥7044f¥sample¥check¥gcc の check.out

SH+FPGA ボードが SF-7144F の場合には¥Vmonkit¥7144f¥sample¥check¥gcc の check.out

以下のダイアログが表示された場合には、ＴＲＡＰ優先を選択し、「ＯＫ」を押してください。

ダウンロードが開始されると、以下のダイアログが表示されます。ファイル解析とダウンロードのプログレスバーが共に 100%

になれば完了です。
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３．３　プログラムの実行

ダウンロードが完了すると、プログラムカウンタの値が、ユーザプログラムの先頭になると同時にソースプログラムが表示され、

プログラムの先頭に黄色いバーが表示されます。

「ＧＯ」ボタンを押すとプログラムを実行します。

プログラムを実行すると、トレーニングボードが動き出します。

スイッチ等を操作して、以下の動作を確認して下さい。

・プッシュスイッチとＣＰＵ　ＬＥＤ

押されたプッシュスイッチＮｏ．と同じＬＥＤが点灯します。

・ＬＣＤとマトリクスキースイッチ

トレーニングボード名称が上段を横スクロールして表示され、下段に押されたマトリクスキーの番号を表示します。

・７セグメントＬＥＤとロータリエンコーダ

ロータリエンコーダを回転させると、７セグメントＬＥＤの数値が変化します。

・トグルスイッチ

トグルスイッチ＃４をＯＮにするとスピーカから音が発生します。＃３～＃１を変化させると、発生する音程が変わります。

また、ＯＮになったトグルスイッチと同じＦＰＧＡ　ＬＥＤが点灯します。

動作確認が終了したらＰＯＷ　ＳＷをＯＦＦにして、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを終了させます。

実行ボタン
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第４章．トレーニングボードのハードウェア

トレーニングボード上には様々なＩ／Ｏ回路が用意されています。本章では、これら構成とボード上のジャンパ設定など、トレ

ーニングボードのハードウェアについて説を搭載して動作します。

ボード上にはＳＨ＋ＦＰＧＡボードに接続されるＩ／Ｏ回路として１１種類の回路を搭載しています。

・プッシュスイッチ（４個）

・ＣＰＵ用ＬＥＤ（４個）

・ＬＣＤ（２行１６桁表示）

・トグルスイッチ（４個）

・ＦＰＧＡ用ＬＥＤ（８個）

・７セグメントＬＥＤ（６桁）

・ロータリエンコーダ

・マトリクスキースイッチ

・スピーカ

・ＲＳ２３２Ｃドライバ

・ＵＳＢトランシーバ（未実装）

また、ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの周辺回路として２種類の回路を搭載しています。

・リセット回路

・ダウンローダ回路
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４．１．２　ブロック図

トレーニングボードのブロック図を示します。

図４－１－１　トレーニングボードのブロック図
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４．１．３　ボードレイアウト

各Ｉ／Ｏのボード上での位置を示します

スピーカ マトリクスキー

ＳＨ+ＦＰＧＡボード

JTAG デバッガ用コネクタ

(SF-7144F のみ)

MAX+plusⅡ/QuartusⅡ

ダウンロード用

D-SUB25 ピンコネクタ

VisualMonitor、FlashWriter 用

シリアルコネクタ

FPGA

I/O 回路

シリアル

コネクタ

AC

アダプタ用

コネクタ

電源スイッチ

ＬＣＤ

ＣＰＵ用ＬＥＤ

プッシュスイッチ

リセットスイッチ

７セグメントＬＥＤ

ＦＰＧＡ用ＬＥＤ

トグルスイッチ

ロータリエンコーダ
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４．２　動作設定

ボード上には、使用用途に応じて設定の変更が行えます。お客様の用途に合わせて最適な設定にしてご利用ください。

なお、設定を変更する際には必ず電源が切れた状態で行ってください。

４．２．１　ジャンパの種類と表記

ボード上のジャンパには２種類のタイプがあります。

・ショートバータイプ

ショートバータイプのジャンパは、基板側のヘッダピンにショートバーを抜き刺しして設定します。

マニュアル上での表記と、ショートバーの状態の対応は下図のようになります。

マニュアル表記 ショートバーの状態

ショートバーが刺されて、両ピンが導通している ＯＮ

ショートバーが抜かれて、両ピンは絶縁されている ＯＦＦ

・半田タイプ

半田タイプのジャンパは、基板上のランドパターンに半田を溶かして設定します。

マニュアル上での表記とショートバーの状態の対応は下図のようになります。

マニュアル表記 ショートバーの状態

半田により、両パッドが導通している ＯＮ

半田がなく、両パッドは絶縁されている ＯＦＦ

ＪＰ１　　　　　ＪＰ２～５

Ｊ６，７　(ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの下)

図４－２－１　設定個所
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４．２．２　ＰＬＬ用クロック設定

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上のＡＣＥＸ１ＫはＰＬＬ回路を内蔵しています。（ＧＣＬＫ１で使用）

本設定にてＣＰＵから出力されるＣＫ信号をＧＣＬＫ１に接続することが可能です。

また、ＡＣＥＸからはＰＬＬのＬＯＣＫ状況を示す信号が出力されていますが、その信号をＣＰＵのポートに接続することが可

能です。

ＪＰ１ ＧＣＬＫ１接続設定

ＧＣＬＫ１にＣＫを接続する

ＧＣＬＫ１にＣＫを接続しない　（出荷時設定）

ＪＰ３ ＬＯＣＫ接続設定

ＬＯＣＫをＰＥ１１に接続する

ＬＯＣＫをＰＥ１１に接続しない　（出荷時設定）

ＰＬＬ、ＬＯＣＫ信号の使用方法については

・ＳＦ－７０４４Ｆ　ハードウェアマニュアル、または

・ＳＦ－７１４４Ｆ　ハードウェアマニュアル

の「３．６　３）クロックおよび内蔵ＰＬＬの使用方法」をご覧ください。

図４－２－２　ＰＬＬ設定
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４．２．３　ＤＭＡ信号接続設定

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード、ＣＰＵのＤＭＡ信号をＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続します。

本設定によりＦＰＧＡ内に回路を構成することで、ＣＰＵのＤＭＡ転送の動作確認を行うことが可能です。

ＳＨ７０４４Ｆ、ＳＨ７１４４ＦのＤＭＡ転送については、ＣＰＵのデータシートをご覧ください。

ＪＰ５ ＤＲＥＱ１接続設定

ＤＲＥＱ１をＦＰＧＡの１０１ピンに接続する

接続しない　（出荷時設定）

ＪＰ２ ＤＡＣＫ１接続設定

ＤＡＣＫ１をＦＰＧＡの１２８ピンに接続する

接続しない　（出荷時設定）

ＪＰ４ ＤＲＡＫ１接続設定

ＤＲＡＫ１をＦＰＧＡの１２２ピンに接続する

接続しない　（出荷時設定）

注意：本信号の一部はＳＨ７１４４ＦのＨ－ＵＤＩ信号と共用になっています。

Ｈ－ＵＤＩを使用される場合には出荷時設定にしてご利用ください。

図４－２－３　ＤＭＡ設定
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４．２．４　ＮＭＩ接続設定

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上、ＣＰＵのＮＭＩ信号をＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続します。

本設定によりＦＰＧＡ内に回路を構成することで、ＣＰＵにＮＭＩ割込みを発生させ動作確認を行うことが可能です。

ＳＨ７０４４Ｆ、ＳＨ７１４４ＦのＮＭＩ割込については、ＣＰＵのデータシートをご覧ください。

ＪＰ６ ＮＭＩ接続設定

ＮＭＩをＦＰＧＡの７ピンに接続する

接続しない　（出荷時設定）

４．２．５　ｎＷＤＴＯＶＦ接続設定

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上、ＣＰＵのｎＷＤＴＯＶＦ信号をＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続します。

本設定によりＦＰＧＡ内に回路を構成することで、ＣＰＵのｎＷＤＴＯＶＦ信号の動作確認を行うことが可能です。

ＳＨ７０４４Ｆ、ＳＨ７１４４ＦのｎＷＤＴＯＶＦ信号については、ＣＰＵのデータシートをご覧ください。

ＪＰ７ ｎＷＤＴＯＶＦ接続設定

ｎＷＤＴＯＶＦをＦＰＧＡの１１ピンに接続する

接続しない　（出荷時設定）

図４－２－４　ＮＭＩ設定

図４－２－５　ｎＷＤＴＯＶＦ設定
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４．３　トレーニングボードのＩ／Ｏ回路

４．３．１　プッシュスイッチ

ボード上には４個のプッシュスイッチがＣＰＵにポート接続されています。

プッシュスイッチは押された時に接点が導通するａ接点タイプです。

プッシュスイッチが押されていない通常時は接点の導通がありませんので、ポートの端子に約３．３Ｖの電圧が加わります。こ

れによりロジックレベル”Ｈｉ”が入力されます。

プッシュスイッチが押された時には接点を通して電流が流れますので、ポートの端子は約０Ｖになります。これによりロジック

レベル”Ｌｏｗ”が入力されます。

４つのプッシュスイッチには＃１～＃４までの番号が付いています。（基板上シルクを参照）各々のスイッチとＣＰＵのポートの

割り付けは下表のとおりです。

スイッチ番号 ＣＰＵポート

＃１ ＰＦ０

＃２ ＰＦ１

＃３ ＰＦ２

＃４ ＰＦ３

図４－３－２　ボタン位置による端子状態

図４－３－１　プッシュスイッチ回路図
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４．３．２　ＣＰＵ用ＬＥＤ

ボード上には４個の緑色ＬＥＤがＣＰＵにポート接続されています。

ポート端子から３Ｖ→５Ｖトレラントバッファ（７４ＬＶＣ２４４Ａ）を通った後にダーリントンシンクドライバ（ＴＤ６２３

８５）でＬＥＤを駆動しています。

トレラントバッファを使用することでＳＦ－７０４４Ｆ（Ｉ／Ｏ電圧５Ｖ）とＳＦ－７１４４Ｆ（Ｉ／Ｏ電圧３．３Ｖ）の両基

板で動作可能となっています。

７４ＬＶＣ２４４Ａはノンインバーティングタイプのバッファで、ＴＤ６２３８５はローアクティブタイプのドライバです。

ＬＥＤを点灯させるには、出力端子にロジックレベル”Ｌｏｗ”を、消灯させるには”Ｈｉ”を出力します。

点灯時の回路動作は下図のとおりです。

４つのＬＥＤには＃１～＃４までの番号が付いています。（基板上のシルクを参照）各々のＬＥＤとＣＰＵのポート割り付けは下

表のとおりです。

ＬＥＤ番号 ＣＰＵポート

＃１ ＰＢ５

＃２ ＰＢ４

＃３ ＰＢ３

＃４ ＰＢ２

図４－３－３　ＣＰＵ用ＬＥＤ回路図

図４－３－４　ＬＥＤ点灯時の回路状態
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４．３．３　ＬＣＤ

ボード上には２行１６桁表示可能なキャラクタタイプのＬＣＤユニットがＣＰＵにポート接続されています。

コントロール系の信号は、ポート端子から３Ｖ→５Ｖトレラントバッファ（７４ＬＶＣ２４４Ａ）を通して接続されており、デ

ータバス系の信号は、３Ｖ⇔５Ｖトレラントバスバッファ（７４ＬＶＣ２４５Ａ）にて接続されています。

ＬＣＤユニットは５Ｖインタフェースになっていますので、これらトレラントバッファを使用することでＳＦ－７０４４Ｆ（Ｉ

／Ｏ電圧５Ｖ）とＳＦ－７１４４Ｆ（Ｉ／Ｏ電圧３．３Ｖ）の両基板で動作可能となっています。

ＬＣＤコントローラは内部レジスタ構造になっており、必要なレジスタへ読み出しまたは書き込みアクセスして文字を表示しま

す。

ＬＣＤコントローラの動作説明については、添付ＣＤ－ＲＯＭ内の”￥使用部品ＤＳ”フォルダ内にある CLCM_137.PDF をご

覧ください。本ボード上のＬＣＤコントローラＳＣ１６０２はＰＤＦ内のＬ１６７２と互換品になります。

データバスに接続されている７４ＬＶＣ２４５Ａは、ＤＩＲ端子にＬＣＤ＿Ｒ／ｎＷ信号が接続され、下図のように読み出し／

書き込み時にバス方向を制御しています。

図４－３－５　ＬＣＤ回路図

図４－３－６　ＬＣＤ回路図
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ＬＣＤコントローラに接続されている信号名とＣＰＵのポート割り付けは下表のとおりです。

信号名 ＣＰＵポート ＬＣＤコントローラ

ＬＣＤ＿ＲＳ ＰＥ１０ ＲＳ

ＬＣＤ＿Ｒ／ｎＷ ＰＥ９ Ｒ／Ｗ

ＬＣＤ＿Ｅ ＰＥ８ Ｅ

ＬＣＤ＿Ｄ０ ＰＡ０ ＤＢ０

ＬＣＤ＿Ｄ１ ＰＡ１ ＤＢ１

ＬＣＤ＿Ｄ２ ＰＡ２ ＤＢ２

ＬＣＤ＿Ｄ３ ＰＡ５ ＤＢ３

ＬＣＤ＿Ｄ４ ＰＡ６ ＤＢ４

ＬＣＤ＿Ｄ５ ＰＡ８ ＤＢ５

ＬＣＤ＿Ｄ６ ＰＡ９ ＤＢ６

ＬＣＤ＿Ｄ７ ＰＡ１０ ＤＢ７
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４．３．４　トグルスイッチ

ボード上には４個のトグルスイッチがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されています。

スイッチはモーメンタリータイプのトグルスイッチです。

基板上トグルスイッチ横のシルク方向にレバーがある状態が”ＯＮ”状態となります。

トグルスイッチのＯＮとＯＦＦ時の回路状態は下図のとおりで、ＯＮでロジックレベル”Ｌｏｗ”、ＯＦＦで”Ｈｉ”になります。

４つのトグルスイッチには＃１～＃４までの番号が付いています。（基板上シルク参照）各々のスイッチとＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子

の割り付けは下表のとおりです。

ＳＷ番号 ＦＰＧＡ Ｉ／Ｏ端子

＃１ ３８ピン

＃２ ３７ピン

＃３ ３６ピン

＃４ ３３ピン

図４－３－７　トグルスイッチ回路図

図４－３－８　ＯＮ／ＯＦＦポジション

図４－３－９　スイッチポジションによる端子状態
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４．３．５　ＦＰＧＡ用ＬＥＤ

ボード上には８個の赤色ＬＥＤがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されています。

Ｉ／Ｏ端子からレベル変換バッファ（７４ＨＣＴ２４４Ａ）を通った後にダーリントンシンクドライバ（ＴＤ６２３８５）でＬ

ＥＤを駆動しています。

７４ＨＣＴ２４４Ａはノンインバーティングタイプのバッファで、ＴＤ６２３８５はローアクティブタイプのドライバです。

ＬＥＤを点灯させるには、出力端子にロジックレベル”Ｌｏｗ”を、消灯させるには”Ｈｉ”を出力します。

点灯時の回路動作は下図のとおりです。

本ボードはＦＰＧＡのコンフィギュレーションを実行しないＣＰＵ単体での動作も可能な構成になっています。このような場合

にはＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子は”Ｚ”状態になります。また、ＦＰＧＡのコンフィギュレーションをＪＴＡＧ端子から行うモード

では、コンフィギュレーション完了までＩ／Ｏ端子は”Ｚ”状態になります。

このような状態でＬＥＤが点灯することを防ぐために出力は抵抗にて５Ｖにプルアップ処理されています。

８つのＬＥＤには＃１～＃８までの番号が付いています。（基板上のシルクを参照）各々のＬＥＤとＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り

付けは下表のとおりです。

ＬＥＤ番号 ＦＰＧＡ Ｉ／Ｏ端子

＃１ ６４

＃２ ６３

＃３ ６２

＃４ ６０

＃５ ５９

＃６ ５１

＃７ ４９

＃８ ４８

図４－３－１０　ＦＰＧＡ用ＬＥＤ回路図

図４－３－１１　ＬＥＤ点灯時の回路状態
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４．３．６　７セグメントＬＥＤ

ボード上には６個の７セグメント表示ＬＥＤがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子にダイナミック形式で接続されています。

７セグメントＬＥＤは、数値表示用に７個、小数点表示用に１個のＬＥＤを１パッケージにモールドしたＬＥＤです。各々のＬ

ＥＤのアノード端子とカソード端子は、どちらか一方がコモンに接続されています。

本ボードではアノード側がコモンに接続されたアノードコモンタイプの７セグメントＬＥＤを搭載しています。下にセグメント

配置と内部回路を示します。

数字の”０”を表示させたい場合には、”ａ、ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ”のＬＥＤを点灯させます。

６個の７セグメントＬＥＤを点灯させるには ８ＬＥＤ×６個＝４８本 の端子が必要になりますが、４８本もの端子を消費する

のはＦＰＧＡのリソース的に好ましい状況とはいえません。更に、１ＬＥＤ辺り１０ｍＡで全ＬＥＤを点灯させた時には４８０

ｍＡもの電流が流れますので消費電力の面からも良くありません。

本ボードでは、これら状況を解決するために、各７セグメントＬＥＤを時分割に点灯させるダイナミック接続形式を採用してい

ます。先に述べた４８本の端子を全て接続する方式はスタティック接続形式と呼ばれます。

図４－３－１２　７セグメントＬＥＤ回路図

図４－３－１３　７セグＬＥＤのセグメント配列と内部回路
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ダイナミック形式の接続では、６個の７セグメントＬＥＤを個々に選択する６本の信号（ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃１～６）と、１個の

７セグメントＬＥＤ内のどのＬＥＤを点灯させるかを選択する８本の信号（ＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐ）の計１４本の端子を使

用します。

ＳＥＧ＃１に数字の”１”を表示させるには、ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃４を有効にし、ＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐのｂとｃを有効にす

ることで表示されます。

６個の７セグメントＬＥＤ全てに数値を表示させるには、

①ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃１を有効にし、＃１に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

②ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃２を有効にし、＃２に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

③ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃３を有効にし、＃３に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

④ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃４を有効にし、＃４に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

⑤ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃５を有効にし、＃５に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

⑥ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃６を有効にし、＃６に表示するＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを出力

という動作を順々に繰り返します。

この①～⑥の動作を一定タイミング以上の速さで実行することで、残像効果により全ての７セグメントＬＥＤが常時点灯してい

るように表示されます。

本信号は全てＦＰＧＡに接続されていますので、様々なタイミングでのダイナミック点灯の様子を確認することが可能です。

下図にダイナミック点灯時のタイミングを示します。

全てのＬＥＤが点灯しているように表示されている状態でも、実際に点灯しているＬＥＤは 1 個のみになります。これにより、

消費する電流も７セグメントＬＥＤ1 個分になり、回路の電流容量設計も容易になります。

図４－３－１４　ダイナミック点灯のタイミング

■　注意　■

ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃１～６は可能な限り排他的に有効にして下さい。
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ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃１～６はレベル変換バッファ（７４ＨＣＴ２４４Ａ）を通った後にダーリントンソースドライバ（ＴＤ６２７

８３）にて７セグメントＬＥＤの各アノードコモン端子を駆動しています。

７４ＨＣＴ２４４Ａはノンインバーティングタイプのバッファで、ＴＤ６２７８３はハイアクティブタイプのソースドライバで

す。

ＬＥＤ＿ＳＥＧ＃１～６を有効にするには、出力端子にロジックレベル”Ｈｉ”を出力します。

ＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐはレベル変換バッファを通った後にダーリントンシンクドライバ（ＴＤ６２３８５）にて７セグメン

トＬＥＤの各カソード端子を駆動しています。

ＴＤ６２３８５はローアクティブタイプのシンクドライバです。

ＬＥＤ＿ＳＥＧ＿ａ～ｄｐを有効にするには、出力端子にロジックレベル”Ｌｏｗ”を、無効にするには”Ｈｉ”を出力します。

点灯時の回路動作は下図のとおりです。

６つの７セグメントＬＥＤには＃１～＃６までの番号が付いています。（基板上のシルクを参照）各々のＬＥＤとＦＰＧＡのＩ／

Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

ＬＥＤ番号 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子 ＬＥＤセグメント ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

＃１ ７２ ａ ８６

＃２ ７０ ｂ ８３

＃３ ６９ ｃ ８２

＃４ ６８ ｄ ８１

＃５ ６７ ｅ ８０

＃６ ６５ ｆ ７９

ｇ ７３

ｄｐ ７８

図４－３－１５　ＬＥＤ点灯時の回路状態
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４．３．７　ロータリエンコーダ

ボード上には１個のロータリエンコーダがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されています。

ロータリエンコーダは１回転２５パルスＡ／Ｂ相出力タイプです。

ロータリエンコーダのＡ／Ｂ相出力は０－５Ｖ出力で、ＦＰＧＡには０Ｖでロジックレベル”Ｌｏｗ”、５Ｖでロジックレベル

”Ｈｉ”が入力されます。

ボード上での回転方向と出力波形の関係は下図のとおりです。

Ａ／Ｂ相とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

ＬＥＤ番号 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

Ａ相 ４７

Ｂ相 ４６

図４－３－１６　ロータリエンコーダ回路図

図４－３－１７　回転方向と出力波形
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４．３．８　マトリクスキースイッチ

ボード上には１６個のプッシュスイッチを４ｘ４の格子状に配置したマトリクスキースイッチがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続さ

れています。

プッシュスイッチは押された時に接点が導通するａ接点タイプです。

１６個のスイッチ入力を単純に検出するには１６本の入力端子が必要になりますが、この方式ではキー数が増えるに従って入力

端子の使用数も増えるため、あまり良い方法ではありません。多点キー入力を処理する方式として、個々のキースイッチをグル

ープ分けして格子状（マトリクス）に配線し、グループ単位でキーの状態を検出するという方式が一般的です。

本ボードでは上図のように１６個のスイッチを４個ずつ４グループに分け、８本の入出力端子でキー入力を検出します。

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１～４は各グループを選択する信号で、ＦＰＧＡからは出力信号になります。

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４はクループ内のスイッチの状態を表す信号で、ＦＰＧＡへの入力信号になります。

回路図中の７番のキーが押されていることを検出している状態は下図のとおりです。

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃２をロジックレベル”Ｌｏｗ”それ以外を”Ｈｉ”にすることで、５、６、７、８番のキー状態がＴＥ

ＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１～４に現れます。７番のキーが押されて”Ｌｏｗ”に導通することでＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃３が”Ｌｏ

ｗ”になり、それ以外の信号は”Ｈｉ”になります。

図４－３－１８　マトリクスキースイッチ回路図

図４－３－１９　７番のキーが押されていることを検出している状態
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１６キーの中で、どのキーが押されているかを検出するには、

①ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１のみ”Ｌｏｗ”にしてＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４で１，２，３，４キーの状態を検出

②ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃２のみ”Ｌｏｗ”にしてＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４を５，６，７，８キーの状態を検出

③ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃３のみ”Ｌｏｗ”にしてＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４を９，１０，１１，１２キーの状態を検出

④ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃４のみ”Ｌｏｗ”にしてＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４を１３，１４，１５，１６キーの状態を検出

という動作を行うことで可能です。

個々のキーを格子状に配列することで接続端子数を節約できる利点がありますが、本回路では注意すべき点もあります。

下図はその例を示したもので、３つ以上のキーが同時に押された状態です。

７、１０、１１のキーを３つ同時に押している状態でＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃２を”Ｌｏｗ”にして５，６，７，８キーの状態

を検出すると、本来であればＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃３のみが”Ｌｏｗ”に検出されるだけなのですが、１０、１１のキーが導

通していることから７キーを通ってＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃２が”Ｌｏｗ”になり、６キーも押されていると検出されます。

本回路ではグループをまたぐ２個の同時キー入力までは検出可能ですが、３個以上の同時押しは検出できません。

この状態を回避するには各プッシュスイッチの片側端子に全てにダイオード挿入することで解決可能です。

上記までの説明では「どのキーが押されているか？」という状態を調べることは可能ですが「キーが押された」というタイミン

グを検出することはできません。

キーが押されたタイミングを検出するためには、一定の周期毎に１６個のキーの状態を検出する必要がありますが、これ以外の

方法でもタイミングの検出が可能です。

下図はキーが押されたことを検出する回路です。

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１～４を全て”Ｌｏｗ”出力にして、ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１～４のＮＡＮＤ結果を「キープッシュ

検出」とします。キーが押されていない時にはキープッシュ検出は”Ｌｏｗ”が出力され、どれか一つでもキーが押された時に

は”Ｈｉ”が出力されます。これにより「キーが押された」ということを検出可能です。

この出力をトリガにした後に、１６個のキーを検出することで「どのキーが押されているか？」ということを調べることも可能

です。

マトリクスキーはＦＰＧＡに接続されていますので、このような回路を内部で構成することも簡単に試すことができます。

図４－３－２０　３つのキーが同時に押された状態
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マトリクスキーの各信号とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

マトリクスキー信号 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃１ ２８

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃２ ２７

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃３ ２６

ＴＥＮＫＥＹ＿ＣＯＬ＃４ ２３

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１ ３２

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃２ ３１

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃３ ３０

ＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃４ ２９

ボード上のマトリクスキーと回路図中のスイッチ番号は下図の対応になります。

図４－３－２１　キープッシュの検出

図４－３－２２　スイッチ番号のボード上レイアウト
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４．３．９　スピーカ

ボード上には 1 個の圧電スピーカがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されています。

圧電スピーカは他励発振タイプですので、駆動周波数と同じ周波数の音を発音します。

自励タイプの圧電ブザーではありませんので”ＯＮ”にするだけでは発音されませんのでご注意ください。

駆動信号はＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子からバイアス抵抗内蔵のＮＰＮトランジスタ（ＲＮ１４０２）を通して１０ｋΩの負荷抵抗の

両端に接続されています。

圧電スピーカの特性については、添付ＣＤ－ＲＯＭ内の”￥使用部品ＤＳ”フォルダ内にある PS1740P02C.pdf をご覧ください。

本ボード上の圧電スピーカはＰＳ１７タイプのＰＳ１７４０Ｐ０２Ｃになります。

ＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子にロジックレベル”Ｌｏｗ”を出力した時にはＲＮ１４０２はＯＦＦ状態になり、負荷抵抗には電流が流

れないので圧電スピーカは０Ｖになります。”Ｈｉ”を出力した時にはＲＮ１４０２がＯＮ状態になり、負荷抵抗に電流が流れ圧

電スピーカには約３．３Ｖが加わります。

スピーカ駆動信号とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

信号 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

ＳＰＥＡＫＥＲ ２２

図４－３－２３　スピーカ回路

図４－３－２４　駆動時の回路状態
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４．３．１０　ＲＳ２３２Ｃドライバ

ボード上には１個のＲＳ２３２ＣドライバがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されています。

ＲＳ２３２ＣドライバはＳｉｐｅｘのＳＰ３２３２Ｅを使用していますのでＭｉｎ１２０Ｋｂｐｓ、Ｔｙｐ２３５Ｋｂｐｓのレ

ートで通信を行うことが可能です。

ドライバからのＲＳ２３２Ｃインタフェース信号はＤ－ＳＵＢ９ピンコネクタ（ＣＮ１０）に接続されています。

ＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子からＳＰ３２３２Ｅへの各信号は直接接続されています。ＳＰ３２３２Ｅの入力信号であるＴ１Ｉ、Ｔ２

Ｉの各端子は、ＦＰＧＡの端子が”Ｚ”状態になることを考慮して３．３Ｖにプルアップ処理されています。

各信号はＦＰＧＡに接続されていますので、ＦＰＧＡ内に様々なＲＳ２３２Ｃ通信回路を作成して動作確認を行うことが可能で

す。

ＲＳ２３２Ｃインタフェース信号、ドライバへの各信号とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

ＲＳ２３２Ｃ信号名 ドライバ信号名 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

ＲＸＤ Ｒ１Ｏ ４１

ＴＸＤ Ｔ１Ｉ ４４

ＣＴＳ Ｒ２Ｏ ３９

ＲＴＳ Ｔ２Ｉ ４３

図４－３－２５　ＲＳ２３２Ｃドライバ回路
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４．３．１１　ＵＳＢトランシーバ（未実装）

ボード上には１個のＵＳＢトランシーバがＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子に接続されていますが未実装となっています。

本回路の動作については、弊社サポート対象外とさせていただきますのでご了承ください。

ＵＳＢトランシーバはＰｈｉｌｉｐｓ社のＰＤＩＵＳＢＰ１１Ａを実装可能です。ＰＤＩＵＳＢＰ１１Ａはセカンドソース品が

複数メーカより出荷されています。

ＦＰＧＡからの接続信号は、ＵＳＢトランシーバとのインタフェース信号と周辺回路の制御信号に分類されます。

ＵＳＢトランシーバとインタフェース信号については添付ＣＤ－ＲＯＭの”￥使用部品ＤＳ”フォルダ内にある

PDIUSBP11A_3.pdf  をご覧ください。

ＵＳＢトランシーバのインタフェース信号とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです

インタフェース信号名 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

ＵＳＢ＿ｎＯＥ ９８

ＵＳＢ＿ＳＰＥＥＤ ９７

ＵＳＢ＿ＶＭＯ／ＦＳＥＯ ９６

ＵＳＢ＿ＶＰＯ ９５

ＵＳＢ＿ＲＣＶ ９２

ＵＳＢ＿ＶＰ ９１

ＵＳＢ＿ＶＭ ９０

ＵＳＢ＿ＭＯＤＥ ８９

ＵＳＢ＿ＳＵＳＰＮＤ ８８

周辺回路の制御信号の仕様とＦＰＧＡのＩ／Ｏ端子の割り付けは下表のとおりです。

信号名 仕様 ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏ端子

Ｄ－＿ＰＵ＿ＯＮ Ｄ－プルアップ有効 １００

Ｄ＋＿ＰＵ＿ＯＮ Ｄ＋プルアップ有効 ９９

ＵＳＢ＿ｎＤＴＣＴ ＵＳＢ接続検出 ８７

図４－３－２６　ＵＳＢトランシーバ回路
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４．４　ＳＨ＋ＦＰＧＡボード周辺回路

４．４．１　リセット回路

ボード上にはＳＨ＋ＦＰＧＡボードのリセット回路とは別に１個のプッシュＳＷを使用したリセット回路を搭載しています。

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上のリセットスイッチと機能的には同じですので、押しやすい方をご使用ください。

ＳＷ４（下図指示位置参照）を押すことによりＣＰＵに約１００ｍｓのリセットパルスを発生します。

リセットＩＣ・ＰＳＴ５９２ＣＭ（ミツミ社製）を使用しています。

５Ｖ電源の投入・切断時とスイッチが押された際に約１００ｍｓのリセットパルスを発生します。

本信号はＳＨ＋ＦＰＧＡボード上のリセット回路の出力にワイアードＯＲ接続されています。

図４－４－１　リセットスイッチ位置

図４－４－２　リセット回路

リセットスイッチ
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４．４．２　ダウンローダ回路（ＢｙｔｅＢｌａｓｔｅｒＭＶ互換）

ボード上にはＦＰＧＡのダウンローダ回路が搭載されています。

ダウンローダ回路はＡＬＴＥＲＡ社ＢｙｔｅＢｌａｓｔｅｒＭＶ互換で、ボード上のＤ－ＳＵＢ２５ピンコネクタ（ＣＮ５）

に接続されています。

添付のパラレルポートケーブルを使用してＰＣと接続することでＭＡＸ＋ＰｌｕｓⅡやＱｕａｒｔｕｓⅡからＳＨ+ＦＰＧＡ

ボード上のＡＣＥＸ１Ｋにプログラムをダウンロードすることが可能です。

プログラムダウンロード中にはＬＤ９（オレンジ）のＬＥＤが点灯しますので、動作確認にご利用ください。

図４－４－３　ダウンローダ回路
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４．５　トレーニングボードのコンフィギュレーション

トレーニングボード上のＳＨ＋ＦＰＧＡボードのＦＰＧＡはＣＰＵからのコンフィギュレーションの他に、ＪＴＡＧ端子からのダウ

ンロードにも対応しています。

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードのＪＴＡＧ端子はトレーニングボード上の「４．４．２　ダウンローダ回路」に接続されていますので、添付

のＤ－ＳＵＢ２５ピンケーブルを使用して、ＰＣのパラレルポートに接続するだけで、ＭＡＸ＋ｐｌｕｓⅡやＱｕａｒｔｕｓⅡから

コンフィギュレーションデータをダウンロード可能です。

ＪＴＡＧ端子を使用したダウンロード方法については

・ＳＦ－７０４４Ｆ　ハードウェアマニュアル

・ＳＦ－７１４４Ｆ　ハードウェアマニュアル

の「３．５　ＦＰＧＡのコンフィギュレーション」をご覧ください。

トレーニングボード上には様々なＩ／Ｏ回路が搭載されていますので

「ＣＰＵとＦＰＧＡを連携させ、双方のＩ／Ｏを使用したトレーニング」 ー①

のほか

「ＣＰＵのみを動作させ、ＣＰＵに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング」 －②

「ＦＰＧＡのみを動作させ、ＦＰＧＡに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング」 －③

と、多様なトレーニングを行うことが可能です。

③のトレーニングは、上記構成にて行いますが、

・ＳＨ＋ＦＰＧＡボードのフラッシュＲＯＭに本キット添付のターゲットモニタを書込んだ状態

・ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上のＣＮ５とＰＣをシリアル（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）ケーブルで接続しない

これら状態にすることで、ターゲットモニタの「ＦＰＧＡデバックモード」を使用してＦＰＧＡ単体でのトレーニングが可能になり

ます。

このモードでは、ＣＰＵのプログラムを作成する必要はありません。

また、ＣＰＵに接続されたプッシュスイッチ＃１～４を押すことで、ＦＰＧＡにリセットパルスを入力することが可能です。

ターゲットモニタの書き込みについては「２．２．３　ターゲットモニタのインストール」を、ターゲットモニタの動作については

「５．３．３　ターゲットモニタの動作説明」をご覧ください。

図４－５－１　ＡＬＴＥＲＡ開発ツールからのダウンロード構成
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第５章．トレーニングボードのソフトウェア

本章ではトレーニングボードにてユーザプログラムを作成する上でのソフトウェア仕様について解説します。

５．１　ユーザプログラム環境

トレーニングボードに搭載されるＳＨ＋ＦＰＧＡボードの上で動作するユーザプログラムは

「ＳＦ－７０４４Ｆ　ハードウェアマニュアル」

「ＳＦ－７１４４Ｆ　ハードウェアマニュアル」

内「３．１　ＣＰＵとＦＰＧＡの接続」「３．２　アドレスマップ」にて説明されているハードウェア環境を考慮する必要があります。

トレーニングボード上では、さらにＣＰＵのＩ／Ｏポートに「スイッチ」「ＬＥＤ」「ＬＣＤ」のＩ／Ｏ回路が接続されています。

また、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを使用する場合には、フラッシュＲＯＭにターゲットモニタが搭載され、アドレスマップが変わ

ってきます。

トレーニングボード上で動作するユーザプログラムは、これらハードウェアやソフトウェア（ターゲットモニタ）環境を考慮して、

ユーザプログラムを作成する必要があります。

５．２　ハードウェアによるソフトウェア仕様

トレーニングボード上でＣＰＵに接続されるＩ／Ｏ回路については

「４．３．１　プッシュスイッチ」

「４．３．２　ＣＰＵ用ＬＥＤ」

「４．３．３　ＬＣＤ」

にて解説されていますので、そちらをご覧ください。

ＣＰＵのポート割付は下表のとおりです。

ＣＰＵポート 入出力方向 信号名 対象Ｉ／Ｏ

ＰＡ０ Ｉ／Ｏ ＤＢ０

ＰＡ１ Ｉ／Ｏ ＤＢ１

ＰＡ２ Ｉ／Ｏ ＤＢ２

ＰＡ５ Ｉ／Ｏ ＤＢ３

ＰＡ６ Ｉ／Ｏ ＤＢ４

ＰＡ８ Ｉ／Ｏ ＤＢ５

ＰＡ９ Ｉ／Ｏ ＤＢ６

ＰＡ１０ Ｉ／Ｏ ＤＢ７

ＬＣＤ（データ）

ＰＢ２ Ｏ ＃４

ＰＢ３ Ｏ ＃３

ＰＢ４ Ｏ ＃２

ＰＢ５ Ｏ ＃１

ＣＰＵ用ＬＥＤ

ＰＥ８ Ｏ Ｅ

ＰＥ９ Ｏ Ｒ／ｎＷ

ＰＥ１０ Ｏ ＲＳ

ＬＣＤ（コントロール）

ＰＦ０ Ｉ ＃１

ＰＦ１ Ｉ ＃２

ＰＦ２ Ｉ ＃３

ＰＦ３ Ｉ ＃４

プッシュスイッチ

Ｉ：入力専用　Ｏ：出力専用　Ｉ／Ｏ：入出力として使用

これらポートは、他の目的では使用できませんのでご注意ください。
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５．３　VisualMonitor によるソフトウェア仕様

トレーニングボードにはＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ（キット限定版）が添付されています。

本項ではキット限定版のＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを元に説明がされています。

正式版のＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒとの違いにつきましては「６．６．４　ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ正式版との違い」をご覧

ください。

５．３．１　ターゲットモニタ

ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを使用してユーザプログラムのデバックを行う場合には、フラッシュＲＯＭにターゲットモニタを

格納する必要があります。

ターゲットモニタは、ホストＰＣのＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒアプリケーションとシリアル通信を行い、様々なデバック機能

を提供するモニタソフトウェアです。

ターゲットモニタはフラッシュＲＯＭの一部に本体プログラムを置くほか、ワーク領域としてＲＡＭエリアの一部も使用します。

さらに、ユーザプログラムのマッピングはＲＡＭ領域のみ可能となっています。

ユーザプログラムは、これら事項を考慮して作成する必要があります。

また、トレーニングボード付属のターゲットモニタの特長として「ＦＰＧＡ単体でのデバック環境の提供」機能があります。

詳しくは「５．３．３　ターゲットモニタの動作説明」をご覧ください。
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５．３．２　ターゲットモニタ使用時のメモリマップ

ターゲットモニタを使用する際のメモリマッピングは下図のようになっています。

本キットのマッピングは固定となっており、内蔵フラッシュの先頭から、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒのターゲットモニタが配

置されＲＡＭの先頭から、ベクタ、ユーザプログラムの順番となっています。

ユーザプログラムを組む際には基本的に同一の配置にしてプログラムを作成する必要があります。

データ領域

VisualMonitor

ターゲットモニタ

空き

内蔵周辺モジュール

内蔵ＲＡＭ

未使用

内蔵フラッシュ ２５６Ｋバイト

３２ビット

外部ＲＡＭ １Ｍバイト

３２ビット（ＣＳ１）

00000000H

予約

ＲＡＭイメージ

モニタ用ワーク領域

空き

空き

ＳＲＡＭ（下図参照）

ベクタ領域

ユーザプログラム領域

コード領域

ユーザスタック領域

00007FFFH

00008000H

0003FFFFH

00200000H
003FFFFFH

00400000H

004FFFFFH

007FFFFFH

FFFFFFFFH

00400000H

004003FFH

00400400H

004FF000H

004FFFFFH

004FEFFFH

←ターゲットモニタにて使用

　される領域

このエリアのマッピングについては

「SF-7044F ハードウェアマニュアル」

「SF-7144F ハードウェアマニュアル」

をご覧ください
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５．３．３　ターゲットモニタの動作説明

ターゲットモニタの動作については

「SH2/SH3 Starter Kit　リモートデバッガ編」

の「５．１　自動ブート機能」をご覧ください。

トレーニングボード付属のターゲットモニタにおいて、上記説明とは異なる部分について説明します。

トレーニングボード付属のターゲットモニタは　　内の処理が異なります。

トレーニングボード上には様々なＩ／Ｏ回路が搭載されていますので

「ＣＰＵとＦＰＧＡを連携させ、双方のＩ／Ｏを使用したトレーニング」 －①

のほか

「ＣＰＵのみを動作させ、ＣＰＵに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング」 －②

「ＦＰＧＡのみを動作させ、ＦＰＧＡに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング」 －③

と、多様なトレーニングを行うことが可能です。

ＦＰＧＡデバックモードは③の環境用のモードで

・ＦＰＧＡにＣＫを出力

・プッシュスイッチ＃１～＃４（ＳＷ１～３，５）を押した時にＦＰＧＡにリセットを出力

などの動作のみを行います。

本モードにて、ＦＰＧＡ単体でのデバック環境を可能にしています。

ＦＰＧＡデバックモード時のＦＰＧＡコンフィギュレーションについては

「４．５　トレーニングボードのコンフィギュレーション」をご覧ください。

＜起動フロー＞

ＣＰＵリセット

リセットコマンド出力

起動応答有り？

起動待ち時間経過？

ＦＰＧＡデバック

モード
デバッグモード

YES

NO

NO

YES

この部分が異なります
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第６章．チュートリアル

本章では、サンプルプログラムを使って、ＦＰＧＡのコンパイル、Ｃソースのビルドからデバッガの使い方までを簡単に説明します。

トレーニングボードでは以下の３つのトレーニングが可能です。

①ＣＰＵとＦＰＧＡを連携させ、双方のＩ／Ｏを使用したトレーニング

②ＣＰＵのみを動作させ、ＣＰＵに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング

③ＦＰＧＡのみを動作させ、ＦＰＧＡに接続されたＩ／Ｏを使用したトレーニング

それぞれの作業の流れは下図のようになります。

①の例として「第９章．サンプルプログラム（応用編）」の「ボードチェッカ」を使用して以下の作業のポイントについて説明します。

・ＦＰＧＡソースをＱｕａｒｔｕｓⅡでコンパイル →６．１にて解説

・コンフィギュレーションデータ→Ｃソース変換 →６．２

・Ｃソースのビルド →６．３

・リモートデバッガ →６．４

サンプルプログラムの内容については「９．３　ボードチェック」をご覧ください。

図６－０－１　作業の流れ
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６．１　ＦＰＧＡソースファイルのコンパイル

ＦＰＧＡソースファイルのコンパイルを行います。

チュートリアルで使用するＦＰＧＡの各種ファイルは「２．８　ＦＰＧＡサンプルプログラムのインストール」にて

c:¥qdesigns¥sft-7044f¥tutorial － ＳＨ＋ＦＰＧＡボードが「ＳＦ－７０４４Ｆ」の場合

c:¥qdesigns¥sft-7144f¥tutorial － ＳＨ＋ＦＰＧＡボードが「ＳＦ－７１４４Ｆ」の場合

各々のフォルダに展開されています。

¥tutorial¥フォルダは

s_check.v ：システムチェック回路のＶｅｒｉｌｏｇファイル *プロジェクトトップファイル

renc_cnt.v ：ロータリエンコーダ回路のＶｅｒｉｌｏｇファイル

s_scale.v ：周波数発生回路のＶｅｒｉｌｏｇファイル

seg_disp.v ：７セグ表示回路のＶｅｒｉｌｏｇファイル

tenkey.v ：マトリクスキー回路のＶｅｒｉｌｏｇファイル

asci.edf ：シリアル通信回路のＩＰファイル （ｅｄｆファイル）

の６個のソースファイルで構成されます。

ソースファイルのコンパイルには、ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎを使用します。

①　プロジェクトウィザードの起動

ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎを起動し、[File]-[New Project Wizard...]を選択します。

プロジェクトファイルを作成して、¥tutorial¥フォルダ内のファイル関係をＱｕａｒｔｕｓⅡに設定します。

②　プロジェクト設定

最初に「Introduction」が表示されますので、内容を確認して「Next」を押して次に進みます。
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このボタンを押してワーキングディレクトリを設定します。

c:¥qdesigns¥sft-7044f¥tutorial － ＳＦ－７０４４Ｆの場合

c:¥qdesigns¥sft-7144f¥tutorial － ＳＦ－７１４４Ｆの場合

プロジェクト名を指定します。

このボタンを押してプロジェクトトップの s_check.v ファイルを選択

します。

コンパイラとシミュレータで使用する設定名を指定します。

最初ですので s_check.v ファイルを選択して、s_check という設定名

を選択します。

「Next」を押して次に進みます

プロジェクトで使用するソースファイルを設定します。

¥tutorial フォルダ内にはソースファイル以外のファイルは存在しませ

んので「Add All」ボタンを押して全て読込みます。

読み込みが完了すると全てのファイルがリスティングされます。

「Next」を押して次に進みます

外部ＥＤＡツールの設定をしますが、チュートリアルでは外部ＥＤＡ

ツールを使用していませんので「Next」を押して次に進みます。
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使用デバイスファミリの設定をします。

プルダウンメニューの中からＡＣＥＸ１Ｋを選択します。

ファミリ内のデバイスをコンパイラに自動選択させませんので、ラジ

オボタンの Yes を選択します。

「Next」を押して次に進みます。

使用するデバイスを設定します。

ボードに搭載されているデバイスはＥＰ１Ｋ３０ＴＣ－１４４ですので

「Next」を押して次に進みます。

以上でプロジェクトの設定は終了です。

「Finish」ボタンを押して、設定を完了します。
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②　コンパイル設定ファイルの編集

ソースファイル内には入出力ピン情報がありませんので、ピン情報を設定する必要があります。

ピン情報の定義は、以下の 2 種類の方法があります。

・ＱｕａｒｔｕｓⅡ上で設定

・ＱｕａｒｔｕｓⅡが使用するコンパイル設定ファイル（プロジェクト名．ｃｓｆ）を編集

本チュートリアルでは、トレーニングボード用に弊社で作成したテンプレートファイルを用いて設定ファイルを編集します。

テンプレートファイルは「２．８　ＦＰＧＡサンプルプログラムのインストール」にて

c:¥max2work¥sft-7044f¥template － ＳＨ＋ＦＰＧＡボードが「ＳＦ－７０４４Ｆ」の場合

c:¥max2work¥sft-7144f¥template － ＳＨ＋ＦＰＧＡボードが「ＳＦ－７１４４Ｆ」の場合

各々のフォルダに展開されています。

使用するテンプレートファイルは「ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｃｓｆ」ファイルになります。

①でプロジェクト設定を完了すると、作業フォルダ内に「ｓ＿ｃｈｅｃｋ．ｃｓｆ」ファイルが生成されていますので、この

ファイルをＱｕａｒｔｕｓⅡで開きます。

ツールバーのファイルオープン

を押して

作業フォルダを選択

種類を All Files (*.*)にして

s_check.csf ファイルを選択

「開く」ボタンを押します

ｓ＿ｃｈｅｃｋ．ｃｓｆファイル内の CHIP セクションの｛｝内が本プロジェクトのピン定義やコンパイラ設定を記述する

部分になります。この｛｝内をテンプレートファイルと置き換えます。

CHIP(s_check)

{

DEVICE = "EP1K30TC144-2";

：

}

s_check プロジェクトで使用されるピン定義やコンパイラ設定が記述

される場所
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テンプレートフォルダ内の「ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｃｓｆ」ファイルを開きます。

ツールバーのファイルオープン

を押して

テンプレートフォルダを選択

template.csf を選択

「開く」ボタンを押します

テンプレートファイルで「------これより下を置き換える------」と記述された｛｝内を選択して Copy します。

template.csf ファイル内の

｛から｝までを選択して

右クリックしてメニューを表示

させて

Copy を選択
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ｓ＿ｃｈｅｃｋ．ｃｓｆファイルにコピーした内容をペーストします。

s_check.csf ファイル内の

CHIP セクションの｛から｝

までを選択して

右クリックしてメニューを表示

させて

Paste を選択

ｓ＿ｃｈｅｃｋ．ｃｓｆファイルを閉じて保存します。

クローズボタンを押すと

保存確認のダイアログボックス

が表示されるので

「はい」を選択して保存します
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③　コンパイル

ソースファイルをコンパイルします。

ツールバーのコンパイルボタンを押してコンパイルを開始します。

　　　　　　コンパイル中は各 Progress バーが緑色に表示されます。

コンパイルが完了するとダイ

アログが表示されますので

「ＯＫ」を押します。

コンパイルが完了すると Processing ログの最後に「Design s_check: Full compilation was successful. 0 errors, X warnings」

と表示されます。error がある場合は「．ｃｓｆ」ファイルの編集を間違えた可能性がありますので再度編集してください。

また、以下のワーニングメッセージが表示されますが、動作に問題はありません。

・ EDA design entry or synthesis tool was not specified.  Detecting EDA tool LeonardoSpectrum-Altera (Level 1) as the tool that generated the EDIF Input File.

・ Design contains 2 input pin(s) that do not drive logic

・ Feature Device Migration is not available with your current license

・ Feature SignalProbe is not available with your current license

・ Following nodes are assigned to locations or regions, but do not exist in design

・ Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables

・ Circuit may not operate. 8 non-operational path(s) clocked by clock CLK have clock skew larger than the data delay. See the Compilation Report for details.
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④　コンパイル結果の確認

コンパイル結果が設定した入出力ピン定義のとおりにされているか確認します。

コンパイルが完了すると作業エリア内に「s_check Compilation Report」ウィンドウが表示されます。

レポート内の「Pin-Out File」を選択することで、コンパイルによる入出力ピン情報が表示されますので、テンプレートの

ｃｓｆファイルと内容を比較してください。

次に、コンパイルにより作成されるコンフィギュレーションデータファイルが、作業フォルダ内に作成されていることを

確認してください。

今回のコンパイルにより作成されるコンフィギュレーションファイルは以下のとおりです。

・ s_check.pof ：Program Object File ：コンフィギュレーションデバイスからのコンフィギュレーションに使用

・ s_check.rbf ：Raw Binary File ：ＳＨ－ＣＰＵからのコンフィギュレーションに使用

・ s_check.sof ：Sram Object file ：ＪＴＡＧ端子からのダウンロードに使用

以降のチュートリアルでは「s_check.rbf」ファイルを使用します。

トレーニングボードでＦＰＧＡ単体のトレーニングを行う場合には「＊．ｓｏｆ」ファイルを使用します。

トレーニングボードに搭載されるＳＨ＋ＦＰＧＡボードにはコンフィギュレーションデバイスが搭載されていませんので、

「＊．ｐｏｆ」ファイルは使用されません。

以上でＱｕａｒｔｕｓⅡでの作業は終了です。
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６．２　コンフィギュレーションデータ→Ｃソース変換

ＱｕａｒｔｕｓⅡで作成されたｒｂｆファイルはバイナリ形式のファイルです。

ｒｂｆファイルのままではＣソースに組み込んでコンパイルすることができませんので、テキスト形式のファイルに変換する

必要があります。

ｒｂｆファイル（バイナリ形式）をＣソースファイル（テキスト形式）に変換するには「Ｒｂｆコンバータ」を 使用します。

Ｒｂｆコンバータは「２．２　デバッガ（VisualMonitor）のインストール」にて、デバッガと共にインストールされています。

スタートメニューの「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または「SH+FPGA Training Kit (SF-7144F)」の下位層にある

「ＲＢＦ Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ」を選択して起動します。

Ｒｂｆコンバータが起動したら、「RBF ファイル指定」のボタンを押します。

プロジェクトの置かれたフォルダ内にある「top_s_check.rbf」がｐｏｆ

ファイルから変換されたｒｂｆファイルです。

このファイルを選択して「開く(O)」ボタンを押します。

変換されたファイルの出力先を指定します。

C:¥を指定して「OK」ボタンを押します。

　変換が開始され、終了すると変換終了の表示がされます。

以上でｒｂｆファイルのＣソースへの変換が完了しました。

出力先に指定した C:¥に「ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ」と「ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ」のファイルが作成されていますので確認してく

ださい。
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６．３　Ｃソースのビルド

次にＣソースのビルドを行います。

Ｃソースのビルドについての説明は

・ＳＨＣ　Ｖｅｒ５

・ＳＨＣ　Ｖｅｒ６以降（ＨＥＷ：Ｈｉｔａｃｈｉ Ｅｍｂｅｄｄｅｄ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ）

・ＧＮＵＰｒｏ

の各コンパイラについてされていますので、ご使用のコンパイラに合った説明の項をご覧ください。

各コンパイラ毎にソースファイルが用意されています。

サンプルプログラムの詳細については「９．３　ボードチェッカ」をご覧ください。

６．３．１　フォルダ構成

サンプルプログラムは、以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ｓａｍｐｌｅ￥ｃｈｅｃｋ

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ　Ｖｅｒ５、Ｖｅｒ６以降用サンプルプログラム

ｃｈｅｃｋ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用サンプルプログラム、ソースファイル

「６．２　コンフィギュレーションデータ→Ｃソース変換」にて作成した

・ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ

・ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ

の各ファイルを、ご使用のコンパイラのソースファイルフォルダにコピーしてください。
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６．３．２　ＳＨＣのソースファイル構成

ＳＨＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

・ソースファイル

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｂｏｏｔ．ｃ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キー入力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｅｃｔｉｏｎ．ｓｒｃ ･･･ セクション定義ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キー入力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

・ビルド用ファイル

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）

・ビルド出力ファイル

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ａｂｓ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｄｅｂｕｇフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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６．３．３　ＳＨＣでのビルド

ＳＨＣでのビルド方法は、ご使用のバージョンにより以下の２種類の方法に分かれます。

①Ｖｅｒ６以降でのビルド

②Ｖｅｒ５でのビルド

ご使用のＳＨＣのバージョンにに合った説明の項をご覧ください。

サンプルプログラムにはこれら２種類のビルドに必要なファイルが用意されています。

（１）　ＳＨＣ Ｖｅｒ６以降でのビルド

ＳＨＣ Ｖｅｒ６以降を使用してのビルドについて説明します。

VisualMoitor を C:¥vmonikit¥7144f にインストールしたものとして説明します。

ＳＨＣ Ｖｅｒ６以降でビルドを行なう場合にはＨＥＷを使用します。

① ＨＥＷを起動します。

② C:¥vmonikit¥7144f¥sample¥check¥hitachi フォルダにある check.hws を読み込みます。

③ ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒをインストール後、最初に読み込んだ場合、「ワークスペース（Workspace ）が移動しました」と

いう内容のメッセージが表示されることがあります。このときには、「はい」を選択してください。

④ ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒをインストール後、最初に読み込んだ場合、コンパイラのバージョンの選択を行なうダイアログ

が表示される場合があります。このときには、使用するコンパイラのバージョンを選択してください。

⑤ ＨＥＷが起動後、メニューの［Build］－［Build］を実行してください。

これで、ビルドが実行されます。

ビルドが成功すると C:¥vmonikit¥7144f¥sample¥check¥hitachi¥check フォルダ内の src フォルダに check.abs、debug フォルダ

に check.map が作成されます。

なお、VisualMoitor を C:¥ vmonikit¥7144f 以外にインストールした場合には、sh2uld.lib のパスを変更する必要があります。

変更を行なうためには、まず、メニューのオプションからリンカを選択し、設定画面を表示します。

その画面の入力ファイル（Input）の項目のなかにライブラリの設定項目がありますので、そこの sh2uld.lib の欄を開きパスを

変更してください。

また、ＨＥＷの詳細な使用方法や各設定の変更方法については、ＨＥＷのマニュアルをご覧ください。
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（２）　ＳＨＣ Ｖｅｒ５でのビルド

ＳＨＣ Ｖｅｒ５を使用してのビルドについて説明します。

VisualMoitor を C:¥vmonikit¥7144f にインストールしたものとして説明します。

①Windows の DOS プロンプト、もしくはコマンドプロンプトを開きます。

②path にコンパイラなどが存在するフォルダを設定してください。

③ＳＨＣで使用する環境変数の設定を行なってください。

④カレントを C:¥vmonikit¥7144f¥sample¥check¥hitachi¥src フォルダに変更します。

⑤makeall.bat を実行します。

これで、ビルドが実行されます。

ビルドが成功すると C:¥vmonikit¥7144f¥sample¥check¥hitachi¥check¥src フォルダに check.abs、check.map が作成されます。

なお、VisualMoitor を C:¥ vmonikit¥7144f 以外にインストールした場合には、sh2ul.lib のパスを変更する必要があります。

変更する個所は、「リスト ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ」のユーザログ用ライブラリの指定を参照してください。

また、ＳＨＣコンパイラ等の詳細な使用方法や各設定の変更方法については、ＳＨＣのマニュアルをご覧ください。



58

SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

rem 環境に合わせて各実行ファイルやライブラリのパスの設定を行なってください

echo off

echo debug                                   >  check.sub

echo input boot.obj                          >> check.sub

echo input main.obj                          >> check.sub

echo input fpga_set.obj                      >> check.sub

echo input fpga_dat.obj                      >> check.sub

echo input asio.obj                          >> check.sub

echo input switch.obj                        >> check.sub

echo input led.obj                           >> check.sub

echo input lcd.obj                           >> check.sub

echo input read_key.obj                      >> check.sub

echo input timer.obj                         >> check.sub

echo input gmachine.obj                      >> check.sub

echo input section.obj                       >> check.sub

echo library %shc_lib%¥..¥lib¥shcnpic.lib    >> check.sub

echo library C:¥VMoniKit¥7144f¥lib¥SH2UL.lib >> check.sub

echo entry _boot                             >> check.sub

echo output check.abs                        >> check.sub

echo print check.map                         >> check.sub

echo ROM (D,R)                               >> check.sub

echo START PSTART,P,C,D(00400400)            >> check.sub

echo START R,B(00480000)                     >> check.sub

echo exit                                    >> check.sub

echo on

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso boot.c      >  err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso main.c      >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso fpga_set.c  >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso fpga_dat.c  >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso asio.c      >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso switch.c    >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso led.c       >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso lcd.c       >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso read_key.c  >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso timer.c     >> err

shc /op=0 /cpu=SH2 /debug /show=ob,noso gmachine.c  >> err

asmsh section.src -debug -NOLIST -CR -SE            >> err

lnk -subcommand=check.sub

リスト ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ

リンクするオブジェクトファイルを指定

ユーザログ用ライブラリの指定

パスは、VisualMonitor のインストール

ディレクトリを指定します

ＳＨＣ標準ライブラリの指定

なお shc_lib はＳＨＣ の環境変数です

詳しくはＳＨＣ のマニュアルをご覧

ください

コード領域の開始アドレスを指定

データ領域の開始アドレスを指定

コンパイル、アセンブルする

ソースファイルを指定
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６．３．４　ＧＣＣのソースファイル構成

ＧＣＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

・ソースファイル

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｃｒｔ０．ｓ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キー入力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キー入力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

・ビルド用ファイル

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｃｈｅｃｋ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｃｈｅｃｋ．ｐ ･･･ ビルド用パラメータファイル

ｃｈｅｃｋ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｃｈｅｃｋ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

・ビルド出力ファイル

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｏｕｔ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｃｈｅｃｋ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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６．３．５　ＧＣＣでのビルド

ＧＣＣでビルドする手順を説明します。

SH+FPGA ボードは SF-7144F、VisualMoitor は C:¥vmonikit¥7144f に、GNUPro は C:¥Cygnus にインストールしたものとして説明します。

ＧＣＣでのビルドには３種類の方法が利用できます。方法と特長は以下のとおりです。

①　パラメータファイルを使用する方法

gcc にあらかじめ作成したパラメータファイルを指定してビルドをおこなう方法です。

記述が簡潔でわかりやすい利点があります。

②　バッチファイルを使用する方法

コンパイル、アセンブルからリンクまでの各手順を記述したバッチファイルを実行する方法です。

各ファイル毎に詳細なパラメータの指定などが可能です。

③　ｍａｋｅを使用する方法

バイナリツールである make を使用する方法です。

make は以前に作成されたオブジェクトファイルと元となるソースファイルを比較し、ソースファイルが更新されていないオブジ

ェクトファイルについてはコンパイル等を行いません。これにより無駄なコンパイルが省略され、コンパイル時間が短縮されま

す。

サンプルプログラムにはこれら３種類のビルドに必要なファイルが用意されています。どのビルド方法をおこなっても、生成される

ビルド結果は同じです。

各ビルド方法の詳細については本製品マニュアルの「Ｃコンパイラ編」をご覧ください。

以降に各方法の手順を説明します。

（１）　パラメータファイルを使用するビルド

①パラメータファイルの確認

パラメータファイルは拡張子が「＊．ｐ」のファイルです。

標準以外のフォルダにインストールされた場合は、次のリストを参考に、ご使用のインストール環境に合わせてパス設定を

変更してください
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②　スタートメニューから Cygnus GNUPro TOOLkit gnupro-99r1p1 を起動します。

③　ＤＯＳプロンプト画面が表示されます。

このとき、「環境変数のための領域が足りません」というメッセージが表示された場合には、環境変数領域サイズを設定する

必要があります。詳しくはマニュアル「Ｃコンパイラ編」をご覧ください。

-v

-m2

-nostartfiles

-Wl,-t,-Map check.map

-o

check.out

crt0.s

main.c

fpga_set.c

fpga_dat.c

gmachine.c

asio.c

switch.c

led.c

lcd.c

read_key.c

timer.c

-Tcheck.x

C:/VMoniKit/7144f/lib/SH2UL.a

リストｃｈｅｃｋ．ｐ

出力ファイル名指定

コンパイル、アセンブルファイル名指定

リンカスクリプトファイル指定 ＊１

ユーザログ用ライブラリの指定

パスは、VisualMonitor のインストール

ディレクトリを指定します

＊1 リンカスクリプトの詳細は［Ｃ コンパイラ編」をご覧くださ
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④　カレントディレクトリの移動

サンプルプログラムフォルダに移動します。次のようにコマンドを入力してください。

サンプルプログラムを他のフォルダにコピーしてあった場合には該当するフォルダに移動してください。

>CD C:¥vmonikit¥7144f¥sample¥check¥gcc

⑤　ビルドの実行

ｇｃｃを起動してビルドします。

次のように入力します。

>sh-hms-gcc @check.p

するとコンパイル、アセンブル、リンクが順番に実行されて、次のような表示になります。

ビルドが成功すると check.out と check.map が作成されます。
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（２）　バッチファイルを使用するビルド

①　バッチファイルの確認

バッチファイルに使用するファイルは拡張子が「＊．ｂａｔ」と「＊．ｃｍｄ」のファイルです。

標準以外のフォルダにインストールされた場合は、下記リストを参考に、ご使用のインストール環境に合わせてパス設定

を変更してください

以下②～④は（１）と同様です。

②　スタートメニューから Cygnus GNUPro TOOLkit gnupro-99r1p1 を起動します。

③　ＤＯＳプロンプト画面が表示されます。

④　カレントディレクトリを移動します。

rem 環境に合わせて各実行ファイルやライブラリのパスの設定を変更してください

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 crt0.s -o crt0.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 main.c -o main.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 fpga_set.c -o fpga_set.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 fpga_dat.c -o fpga_dat.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 gmachine.c -o gmachine.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 asio.c -o asio.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 switch.c -o switch.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 led.c -o led.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 lcd.c -o lcd.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 read_key.c -o read_key.o

sh-hms-gcc -c -v -g -m2 timer.c -o timer.o

sh-hms-gcc @check.cmd

リストｃｈｅｃｋ．ｂａｔ

ソースファイルとそれをコンパイル、

アセンブルした結果を出力する

オブジェクトファイルを指定

-v -m2 -nostartfiles -Wl,-t,-Map check.map -Tcheck.x

-o check.out

crt0.o main.o fpga_set.o fpga_dat.o gmachine.o

asio.o switch.o led.o lcd.o read_key.o timer.o

C:/VMoniKit/7144f/lib/SH2UL.a

リストｃｈｅｃｋ．ｃｍｄ

出力ファイル名指定

リンカスクリプトファイル指定

リンクするオブジェクトファイルを指定

ユーザログ用ライブラリの指定

パスは、VisualMonitor のインストール

ディレクトリを指定します
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⑤　ビルドの実行

バッチファイルを実行してビルドします。

次のように入力します。

>check.bat

上記のようにパラメータファイルを使用した場合とほとんど変わらない表示がされ、同様に check.out と check.map が

作成されます。
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（３）　ｍａｋｅを使用するビルド

①　ｍａｋｅファイルの確認

ｍａｋｅに使用するファイルは「ｍａｋｅｆｉｌｅ」と、拡張子が「＊．ｃｍｄ」のファイルです。

標準以外のフォルダにインストールされた場合は、下記リストを参考に、ご使用のインストール環境に合わせてパス設定を

変更してください

INCPATH =

LIBPATH = C:/VMoniKit/7144f/lib/

AS      = sh-hms-gcc

CC      = sh-hms-gcc

LD      = sh-hms-gcc

OBJCOPY = sh-hms-objcopy

TARGET  = check

CFLAGS  = -c -v -g -m2

LDFLAGS = -v -m2 -nostartfiles -Wl,-t,-Map ${TARGET}.map -T${TARGET}.x

SRCS    = crt0.s main.c fpga_set.c fpga_dat.c gmachine.c asio.c switch.c led.c lcd.c read_key.c timer.c

OBJS    = crt0.o main.o fpga_set.o fpga_dat.o gmachine.o asio.o switch.o led.o lcd.o read_key.o timer.o

LIBS    = ${LIBPATH}SH2UL.a

${TARGET}.out:${OBJS} ${TARGET}.x makefile

${LD} @${TARGET}.cmd

crt0.o:crt0.s

${CC} ${CFLAGS} crt0.s -o crt0.o

main.o:main.c

${CC} ${CFLAGS} main.c -o main.o

fpga_set.o:fpga_set.c

${CC} ${CFLAGS} fpga_set.c -o fpga_set.o

fpga_dat.o:fpga_dat.c

${CC} ${CFLAGS} fpga_dat.c -o fpga_dat.o

gmachine.o:gmachine.c

${CC} ${CFLAGS} gmachine.c -o gmachine.o

asio.o:asio.c

${CC} ${CFLAGS} asio.c -o asio.o

switch.o:switch.c

${CC} ${CFLAGS} switch.c -o switch.o

led.o:led.c

${CC} ${CFLAGS} led.c -o led.o

lcd.o:lcd.c

${CC} ${CFLAGS} lcd.c -o lcd.o

read_key.o:read_key.c

${CC} ${CFLAGS} read_key.c -o read_key.o

timer.o:timer.c

${CC} ${CFLAGS} timer.c -o timer.o

リストｍａｋｅｆａｉｌｅ

コンパイル、アセンブルする

ソースファイルを指定

ユーザログ用ライブラリの指定

パスは、VisualMonitor のインストール

ディレクトリを指定します

リンクするオブジェクトファイルを指定

ソースファイルとそれをコンパイル、

アセンブルした結果を出力する

オブジェクトファイルを指定

リンカコマンドファイルを指定

${TARGET}.cmd は、${TARGET} が check

に置き換わるので check.cmd となる
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＊．ｃｍｄファイルは「（２）バッチファイルを使用するビルド」と同じです。

以下②～④は（１）と同様です。

②　スタートメニューから Cygnus GNUPro TOOLkit gnupro-99r1p1 を起動します。

③　ＤＯＳプロンプト画面が表示されます。

④　カレントディレクトリを移動します。

⑤　ビルドの実行

ｍａｋｅを実行してビルドします。

次のように入力します。

>make

結果は、先の２つの方法と同様で、check.out と check.map が作成されます。

-v -m2 -nostartfiles -Wl,-t,-Map check.map -Tcheck.x

-o check.out

crt0.o main.o fpga_set.o fpga_dat.o gmachine.o

asio.o switch.o led.o lcd.o read_key.o timer.o

C:/VMoniKit/7144f/lib/SH2UL.a

リストｃｈｅｃｋ．ｃｍｄ

出力ファイル名指定

リンカスクリプトファイル指定

リンクするオブジェクトファイルを指定

ユーザログ用ライブラリの指定

パスは、VisualMonitor のインストール

ディレクトリを指定します
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６．４　リモートデバッガ

６．４．１　デバック環境の準備

デバックを行う為に環境を準備します。

①　トレーニングボードとＰＣの接続

添付のＲＳ２３２Ｃ（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）ケーブルにて、トレーニングボードに実装されているＳＨ＋ＦＰＧＡボードのＣ

Ｎ５とＰＣのＣＯＭポートを接続します。

この時、使用するＰＣのＣＯＭポート番号（ＣＯＭ１～４）を確認します。

②　電源の接続

添付のＡＣアダプタにてトレーニングボードのＤＣ ＩＮ（ＣＮ７）に電源を接続します。

ＰＯＷ　ＳＷ（ＳＷ６）がＯＦＦになっていることを確認します。

③　ＳＨ＋ＦＰＧＡボード設定の確認

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定が下図と同様になっていることを確認します。

図６－４－１　トレーニングボードとＰＣの接続

図６－４－２　デバック時のＳＨ＋ＦＰＧＡボード設定

　　　ＳＦ－７０４４Ｆの DIP-SW　　　ＳＦ－７１４４Ｆの DIP-SW　　　 両ボード共通設定

1　2　3　4　5　6

ON

1　2　3　4　5　6

ON

JP1：短絡
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６．４．２　リモートデバッガの起動と使用方法

リモートデバッガでサンプルプログラムを動作させてみます。

①　VisualMonitor の起動

 Windows の「スタートメニュー」の「プログラム」から「SH+FPGA Training Kit (SF-7044F)」または

「SH+FPGA Training Kit (SF-7144F)」の下位層にある「ＶＭ２」を選択し、VisualMonitor を起動します。

②　トレーニングボードの電源を入れる

POW　SW（ＳＷ６）をＯＮにして、トレーニングボードに電源を供給します。

VisualMonitor の画面に以下のメッセージダイアログが表示されますので、「OK」ボタンを押してください。

上記ダイアログが表示されない場合には、トレーニングボード上の赤いＲＥＳＥＴ　ＳＷ（ＳＷ４）を押すか、

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上の白いプッシュスイッチ（リセットボタン）押します。
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どちらのリセットスイッチを押しても上記ダイアログが表示されない場合には、ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定を確認します。

設定については前項の「図６－６－２　デバック時のＳＨ＋ＦＰＧＡボード設定」をご覧ください。

ＳＨ＋ＦＰＧＡボードの設定に間違いがない場合には、ＣＯＭポートの設定を確認します。

デフォルトではＣＯＭ１に設定されていますので、ＣＯＭ１以外に接続している場合には設定を変更する必要があります。

「システム」メニューの「ポート設定」を選択すると、以下のダイアログが表示されるので、使用するＣＯＭポートを選択

して変更してください。

以上の設定でもメッセージが出力されない場合には、何らかの原因でＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒのモニタ部が消去されて

いる可能性があります。

その場合には、ＣＰＵの内蔵フラッシュにターゲットモニタを書き込む必要があります。

書き込み方法は「２．２．３　ターゲットモニタのインストール」をご覧ください。

書き込んだ後、①の手順より再度行ってください。

③　コンパイラ設定

「システム」メニューより「コンパイラ」を選択し、該当するコンパイラを選択します。

④　ＣＰＵ設定

「システム」メニューより「ＣＰＵ」を選択し、該当するＣＰＵを選択します。
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⑤　サンプルプログラムのダウンロード

「ファイル」メニューより「ダウンロード」を選択すると以下のダイアログが表示されるので、

¥Vmonkit¥7144f¥sample¥check¥gcc の check.out を選択して「開く」をクリックします。

ＳＨＣの場合は¥Vmonkit¥7144f¥sample¥check¥hitachi¥check¥src¥check.abs です。

一番最初にダウンロードをする場合には、以下のダイアログが表示されるので、ＴＲＡＰ優先を選択し、「ＯＫ」を押し

てください。

ダウンロードが開始されると、以下のダイアログが表示されます。ファイル解析とダウンロードのプログレスバーが共に

100%になれば完了です。
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⑥　サンプルプログラムのステップ実行

ダウンロードすると、プログラムカウンタの値が、ユーザプログラムの先頭になると同時にソースプログラムが表示され、

プログラムの先頭に黄色いバーが表示されます。

続けてステップ実行ボタンを押すと、黄色いバーが移動していきます。これは次に実行するプログラム位置を示しています。

また、レジスタウィンドウを確認すると各レジスタ値が変化するのが判ります。

⑦　連続実行

ステップ実行でプログラムが動作していることが確認できれば、次にプログラムを連続実行してみます。

上図の実行ボタンをクリックすると、状態表示が実行中になり、停止ボタンがアクティブになります。

この状態でプログラムは実行されています。実行中は VisualMonitor の制御は関わらないため、速度の低下等はありません。

停止ボタンを押すとプログラムは停止状態となり、停止位置が表示されます。

ステップ実行ボタン

実行位置

状態表示

実行ボタン
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⑧　ブレーク設定

次にブレークポイントを設定して任意の位置でプログラムを停止させてみます。

まず、ソース上の停止させたい行でマウスを右クリックします。

すると、ブレークメニューが表示されるので「ブレーク設定」表示部分にマウスを移動し、選択状態にします。

その状態で左クリックすると、選択した行に赤いアンダーバーが表示されます。

これでブレーク位置が設定されたので、実行ボタンを押すと設定した位置でプログラムが停止します。

ブレーク設定の解除も、右クリックで行います。詳細は「リモートデバッガ編」をご覧ください。

ブレークポイント設定
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⑨　変数表示

次に変数の値を表示してみます。

ソース上の値を表示させたい変数名にマウスカーソルを位置付けて左ダブルクリックします。すると、変数の内容が１０進

数と１６進数で表示されます。

さらにグローバル変数の場合は、Watch 登録ボタンが表示されるのでボタンを左クリックするとウォッチウィンドウに変数

が自動登録されます。変数表示はグローバル変数とローカル変数に対応しています。配列変数はアドレス表示しかされませ

んので、メモリウィンドウと組み合わせてご使用ください。変数表示ウィンドウは、別の操作をすると自動的に消えます。

６．４．３　その他の機能

VisualMonitor には、その他の機能としてウォッチ、メモリダンプ、メモリ編集、ユーザログ出力等、様々な機能があります。

それらの機能については別冊の「リモートデバッガ編」をご覧ください。
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６．４．４　ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ正規版との違い

本キットに付属するＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒは「ＳＦ－７０４４Ｆ」「ＳＦ－７１４４Ｆ」ボードでのみ動作し、

正規版と以下の点が異なっています。

１．アドレスマップが固定

     正規版では、ユーザターゲットに合わせ、カスタマイズが可能となっています。

     また正規版ではフラッシュＲＯＭへのダウンロードもサポートしています。

２．ＳＨ７０４４Ｆ、ＳＨ７１４４Ｆのみ対応

     正規版では、ＳＨ１、ＳＨ２、ＳＨ３の各シリーズに対応しています。

３．通信レート

     正規版では、９６００ｂｐｓ～１１５．２ｋｂｐｓまで通信速度を選択できます。

また、限定版のターゲットモニタは正規版と互換性はありませんので、注意してください。



75

SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

第７章．サンプルプログラム（ＣＰＵ基本編）

本章では添付のサンプルプログラムのうち、ＣＰＵに接続されたＩ／Ｏ回路をＣＰＵ単体で動作させるものについて説明します。

トレーニングボードでは、ＣＰＵ単体での動作確認が可能です。

この場合には、ＦＰＧＡのプログラムを作成する必要はありません。ＣＰＵのプログラム作成だけで、Ｉ／Ｏ動作の確認が可能です。

サンプルプログラムを動作させるためには、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを使用します。

【サンプルプログラム】

サンプルプログラムは、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒと一緒にインストールされます。

ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒがインストールされたフォルダにあるｓａｍｐｌｅ￥ｃｐｕ＿ｉｏフォルダ以下にあります。

本サンプルプログラムでは、以下の確認が行なえます。

・ プッシュスイッチの入力確認

・ ＬＥＤの出力確認

・ ＬＣＤの出力確認

【ＰＣとトレーニングボードの接続】

ＳＨ+ＦＰＧＡボード上のＳＷ２がＣＰＵ側に設定します。

ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを動作させるため、シリアルケーブルでＰＣとトレーニングボードを繋ぎます。

パソコン上で、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを起動した後、ボードの電源を入れると「ターゲットがリセットされました。プロ

グラムをダウンロードしてください。」というダイアログが表示されれば接続完了です。

図７－１　ＣＰＵ単体デバック時の接続構成
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７．１　ファイル構成

７．１．１　フォルダ構成

サンプルプログラムは、以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ｓａｍｐｌｅ￥ｃｐｕ＿ｉｏ

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ用サンプルプログラム

ｃｐｕ＿ｉｏ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用サンプルプログラム、ソースファイル

７．１．２　ＳＨＣ

ＳＨＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｐｕ＿ｉｏフォルダ内＞

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｐｕ＿ｉｏ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｃｐｕ＿ｉｏ．ａｂｓ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｂｏｏｔ．ｃ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｅｃｔｉｏｎ．ｓｒｃ ･･･ セクション定義ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｐｕ＿ｉｏ￥ｄｅｂｕｇフォルダ内＞

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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７．１．３　ＧＣＣ

ＧＣＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｏｕｔ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｃｒｔ０．ｓ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｐ ･･･ ビルド用パラメータファイル

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

ｃｐｕ＿ｉｏ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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７．２　プッシュスイッチ

プログラムの動作

プッシュスイッチの処理は、ｍａｉｎ．ｃ内のｓｗｉｔｃｈ＿ｔｅｓｔ関数内で行います。

処理の内容は、以下のようになります。

①プッシュスイッチ＃１の状態を変数ｓｗｉｔｃｈ＿１＿ｆｌａｇへ書き込みます。（１：ＯＮ、０：ＯＦＦ）

②プッシュスイッチ＃２の状態を変数ｓｗｉｔｃｈ＿２＿ｆｌａｇへ書き込みます。（１：ＯＮ、０：ＯＦＦ）

③プッシュスイッチ＃３の状態を変数ｓｗｉｔｃｈ＿３＿ｆｌａｇへ書き込みます。（１：ＯＮ、０：ＯＦＦ）

④プッシュスイッチ＃４の状態を変数ｓｗｉｔｃｈ＿４＿ｆｌａｇへ書き込みます。（１：ＯＮ、０：ＯＦＦ）

動作確認の手順

①ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを起動し、ボードのリセットを行ないます。

②サンプルプログラムをダウンロードします。

③ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒで、変数ｓｗｉｔｃｈ＿１＿ｆｌａｇをウォッチに登録します。

④実行（F5）します。

⑤プッシュスイッチ＃１を押しならが、強制停止（ESC）をします。

⑥停止後、ウォッチウィンドウの変数ｓｗｉｔｃｈ＿１＿ｆｌａｇが１になっていることを確認します。

⑦再度、実行し、今度はプッシュスイッチ＃１を押さずに強制停止をします。

  このときに、変数ｓｗｉｔｃｈ＿１＿ｆｌａｇの値が、０になっていることを確認します。

⑧これで、プッシュスイッチ＃１の状態によって、変数ｓｗｉｔｃｈ＿１＿ｆｌａｇの値が変化していることが確認できました。

同じように以下の組み合わせで、スイッチの状態によって変数の値が変化することを確認してください。

・プッシュスイッチ＃２の入力と変数ｓｗｉｔｃｈ＿２＿ｆｌａｇ

・プッシュスイッチ＃３の入力と変数ｓｗｉｔｃｈ＿３＿ｆｌａｇ

・プッシュスイッチ＃４の入力と変数ｓｗｉｔｃｈ＿４＿ｆｌａｇ
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７．３　ＬＥＤ

プログラムの動作

ＣＰＵ　ＬＥＤの処理は、ｍａｉｎ．ｃ内のｌｅｄ＿ｔｅｓｔ関数内で行ないます。

処理の内容は、以下のようになります。

①変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇの値によってＣＰＵ　ＬＥＤ＃１の点灯、消灯を制御します。（１：点灯、０：消灯）

②変数ｌｅｄ＿２＿ｆｌａｇの値によってＣＰＵ　ＬＥＤ＃２の点灯、消灯を制御します。（１：点灯、０：消灯）

③変数ｌｅｄ＿３＿ｆｌａｇの値によってＣＰＵ　ＬＥＤ＃３の点灯、消灯を制御します。（１：点灯、０：消灯）

④変数ｌｅｄ＿４＿ｆｌａｇの値によってＣＰＵ　ＬＥＤ＃４の点灯、消灯を制御します。（１：点灯、０：消灯）

動作確認の手順

①ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを起動し、ボードのリセットを行ないます。

②サンプルプログラムをダウンロードします。

③実行（F5）します。

  この時、ＣＰＵ　ＬＥＤ＃１が消灯していることを確認します。

④強制停止（ESC）をします。

⑤変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇをウォッチに登録します。

  このときの変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇの値は、０になっていることを確認してください。

⑥ウォッチウィンドウで変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇの値を１に変更します。

⑦実行します。

⑧ＣＰＵ　ＬＥＤ＃１が点灯していることを確認します。

⑨強制停止をし、変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇの値を０に戻します。

⑩再度、実行を行い、ＣＰＵ　ＬＥＤ＃１が消灯することを確認します。

⑪これで、変数ｌｅｄ＿１＿ｆｌａｇの値によって、ＣＰＵ　ＬＥＤ＃１の点灯、消灯が変化することが確認できました。

同じように、以下の組み合わせで、ＣＰＵ　ＬＥＤの点灯、消灯が制御できることを確認してください。

・変数ｌｅｄ＿２＿ｆｌａｇとＣＰＵ　ＬＥＤ＃２

・変数ｌｅｄ＿３＿ｆｌａｇとＣＰＵ　ＬＥＤ＃３

・変数ｌｅｄ＿４＿ｆｌａｇとＣＰＵ　ＬＥＤ＃４
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７．４　ＬＣＤ

プログラムの動作

ＬＣＤの処理は、ｍａｉｎ．ｃ内のｌｃｄ＿ｔｅｓｔ関数内で行ないます。

処理の内容は、以下のようになります。

①変数ｌｃｄ＿ｙ＋１行目の変数ｌｃｄ＿ｘ＋１文字目に文字コードが変数ｌｃｄ＿ｄａｔａの文字を表示します。

②ｌｃｄ＿ｃｌｅａｒ＿ｆｌａｇの値を１にするとＬＣＤの表示をクリアします。

動作確認の手順

①ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを起動し、ボードのリセットを行ないます。

②サンプルプログラムをダウンロードします。

③実行（F5）します。

  この時、ＬＣＤがクリアされていることを確認します。

④強制停止（ESC）をします。

⑤変数ｌｃｄ＿ｘ、ｌｃｄ＿ｙ、ｌｃｄ＿ｄａｔａをウォッチに登録します。

⑥ウォッチウィンドウで変数ｌｃｄ＿ｘの値を０に、ｌｃｄ＿ｙの値を０に、ｌｃｄ＿ｄａｔａの値を０ｘ３０変更します。

⑦実行します。

⑧ＬＣＤの１行目の１文字目に０が表示されることを確認してください。

⑨強制停止をし、変数ｌｃｄ＿ｘの値を５に変更し、実行します。

このとき、ＬＣＤの１行目、６文字目に０が表示されることを確認してください。

⑩再度、強制停止をします。

今度は、変数ｌｃｄ＿ｙの値を１に、変数ｌｃｄ＿ｄａｔａの値を０ｘ４０に変更し、実行を行います。

このとき、ＬＣＤの２行目、６文字目にＡが表示されることを確認してください。

⑪もう一度、強制停止をし、変数ｌｃｄ＿ｃｌｅａｒ＿ｆｌａｇの値を１に変更し、実行を行ないます。

  このときＬＣＤの表示が全てクリアされることを確認してください。

⑫これで、ＬＣＤの表示処理、表示クリアの確認できました。

  同じように、変数ｌｃｄ＿ｘ、ｌｃｄ＿ｙ、ｌｃｄ＿ｄａｔａを使用して表示の確認、変数ｌｃｄ＿ｃｌｅａｒ＿ｆｌａｇを

使用してクリアの確認を行なってください。
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第８章．サンプルプログラム（ＦＰＧＡ基本編）

本章では添付のサンプルプログラムのうち、ＦＰＧＡに接続されたＩ／Ｏ回路をＦＰＧＡ単体で動作させるものについて説明します。

トレーニングボードでは、ＦＰＧＡ単体での動作確認が可能です。この場合には、ＣＰＵのプログラムを作成する必要はありません。

ＦＰＧＡ単体での動作については「４．５．トレーニングボードのコンフィギュレーション」をご覧下さい。

ＦＰＧＡのプログラム作成だけで、Ｉ／Ｏ動作の確認が可能です。

サンプルプログラムのコンパイルと動作確認にはＡＬＴＥＲＡ提供のＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ Ｅｄｉｔｉｏｎを使用します。

【サンプルプログラムの準備】

ＦＰＧＡ用サンプルプログラムは「２．８　ＦＰＧＡサンプルプログラムのインストール」にてインストールされています。

ＱｕａｒｔｕｓⅡのサンプルデータがインストールされたフォルダにある

ｓｆｔ－７０４４ｆ￥ｓａｍｐｌｅ　－　ＳＨ＋ＦＰＧＡボードがＳＦ－７０４４Ｆの場合

ｓｆｔ－７１４４ｆ￥ｓａｍｐｌｅ　－　ＳＨ＋ＦＰＧＡボードがＳＦ－７１４４Ｆの場合

これらフォルダ以下にあります。

サンプルプログラムは、全てＶｅｒｉｌｏｇで記述されています。

また、各サンプルプログラムは一度コンパイルされた状態で収録されています。フォルダ内の主なファイルの拡張子は以下

のとおりです。

＊．ｖ ：Ｖｅｒｉｌｏｇソースファイル

＊．ｑｕａｒｔｕｓ ：ＱｕａｒｔｕｓⅡのプロジェクトファイル

＊．ｃｓｆ ：入出力ピン定義＆コンパイラ条件設定ファイル

【サンプルプログラムのコンパイル方法】

①ＱｕａｒｔｕｓⅡを起動して「File」メニュー内の「Open Project...」を選択します。

②各サンプルプログラムフォルダ内の「＊．ｑｕａｒｔｕｓ」を選択して開きます。（*はプロジェクト名）

③ツールバーのコンパイルボタンを押してコンパイルを実行します。

予め「＊．ｃｓｆ」ファイルに入出力ピンが定義がされていますのでチュートリアルで説明した編集作業は必要ありません。
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【ＰＣとトレーニングボードの接続】

ＦＰＧＡのコンフィギュレーションデータは、ＱｕａｒｔｕｓⅡを使ってＪＴＡＧモードでダウンロードさせるため、添付の

Ｄ－ＳＵＢ２５ピンケーブルでＰＣとトレーニングボードを接続します。

また、ＳＨ＋ＦＰＧＡボード上のＳＷ２をＪＴＡＧ側に設定します。

【ダウンロード方法】

①ＱｕａｒｔｕｓⅡのツールバーのプログラマボタンを押してプログラマを起動します。

②プログラマの Mode プルダウンメニューを JTAG

　に選択します。

③「Add File...」ボタンを押して、作業フォルダ内の

　「.sof」ファイルを開きます。

④Program/Configure チェックボックスをチェックし

　ます。

⑤「Start」ボタンを押すことで、コンフィギュレーションデータがＦＰＧＡにＪＴＡＧモードでダウンロードされます。

図７－１　ＦＰＧＡ単体デバック時の接続構成
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８．１　トグルスイッチとＬＥＤ

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥８．１

QuartusⅡ Project name ：ｔｇｌ＿ｌｅｄ

ソースファイル構成

tgl_led.v ･･･　トグルスイッチとＬＥＤ接続 Verilog ファイル

【動作】

トグルスイッチの＃１～＃４をＯＮにすると対応するＦＰＧＡ　ＬＥＤの＃１～＃４が点灯する。

【コンパイルの手順と実行】

①QuartusⅡにてｔｇｌ＿ｌｅｄ．ｑｕａｒｔｕｓファイルを開いて、コンパイル

②QuartusⅡのプログラマにてトレーニングボードにコンフィギュレーション

【動作確認】

トグルスイッチ＃１をＯＮにするとＦＰＧＡ　ＬＥＤ＃１が点灯することを確認。

他のスイッチも同様にＬＥＤが点灯する。
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８．２　７セグメントＬＥＤ

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥８．２

QuartusⅡ Project name ：ｓｅｇ＿ｃｎｔｌ

ソースファイル構成

seg_cntl.v ･･･　seg_disp.v コントロール

seg_disp.v ･･･　７セグメント表示 Verilog ファイル

【動作】

固定値を７セグメントＬＥＤに表示する。

【コンパイルの手順と実行】

①QuartusⅡにてｔｇｌ＿ｌｅｄ．ｑｕａｒｔｕｓファイルを開いてコンパイル

②QuartusⅡのプログラマにてトレーニングボードにコンフィギュレーション

【動作確認】

７セグメントＬＥＤに

　　＃６　＃５　＃４　＃３　＃２　＃１

　　 １　　２　　３　　４　　５　　６．

と表示されることを確認。

ｓｅｇ＿ｃｎｔｌ．ｖ中で、ｓｅｇ＿ｄｉｓｐ．ｖを呼び出す個所の表示値を変更して再コンパイルすることで表示される数値

が変更されます。

【例】６５４３２１と表示させる場合

表示値は２４ビットバイナリで指定します「２４’ｈ６５４３２１」を設定します。

０～９表示の７セグメントＬＥＤですが、Ａ～Ｆも簡易表示されるようにデコーダを設定してあります。様々な数値を設定

して動作を確認してみてください。

ｓｅｇ＿ｃｎｔｌ．ｖ中で、ｓｅｇ＿ｄｉｓｐ．ｖを呼び出す個所の表示値を変更して再コンパイルすることで表示される数値

が変更されます。

【例】＃２位置の小数点を表示させる場合

表示値は６ビットバイナリで指定します「６’ｂ００００１０」を設定します。
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８．３　ロータリエンコーダ

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥８．３

QuartusⅡ Project name ：ｒｅｎｃ＿ｄｉｓｐ

ソースファイル構成

renc_disp.v ･･･　カウント値→７セグ出力 Verilog ファイル

renc_cnt.v ･･･　ロータリエンコーダカウント Verilog ファイル

seg_disp.v ･･･　７セグメント表示 Verilog ファイル

【動作】

１逓倍、２逓倍、４逓倍のロータリエンコーダカウンタを構成して結果を７セグメントＬＥＤに表示する。

Ａ相、Ｂ相をＦＰＧＡ　ＬＥＤに表示する。

【コンパイルの手順と実行】

①QuartusⅡにてｔｇｌ＿ｌｅｄ．ｑｕａｒｔｕｓファイルを開いてコンパイル

②QuartusⅡのプログラマにてトレーニングボードにコンフィギュレーション

【動作確認】

ロータリエンコーダのシャフトを右（ＣＷ）に１クリックさせると７セグメントＬＥＤに

　　＃６　＃５　＃４　＃３　＃２　＃１

　　 ０．　１　　０　　２　　０　　４

と表示されます。

＃６＆＃５は１逓倍のカウンタ結果、＃４＆＃３は２逓倍のカウンタ結果、＃２＆＃１ｈは４逓倍のカウンタ結果をバイナリで

表示します。

１回転２５パルスのロータリエンコーダなので、シャフトを１回転させると１逓倍は１９ｈ、２逓倍は３２ｈ、４逓倍は６４ｈ

と表示されます。

１クリック間をゆっくりと回転させることでＦＰＧＡ　ＬＥＤ＃１にＡ相、＃２にＢ相の状態が表示されます。回転方向とＡ相、

Ｂ相の関係は「４．３．７　ロータリエンコーダ」を参照してください。

右回転（正回転：ＣＷ）で７セグメントＬＥＤの小数点表示が右シフト、左回転（逆回転：ＣＣＷ）で左シフトします。
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８．４　マトリクスキースイッチ

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥８．４

QuartusⅡ Project name ：ｔｅｎｋｅｙ＿ｄｉｓｐ

ソースファイル構成

tenkey_disp.v ･･･　トグルスイッチ・テンキー接続、結果表示 Verilog ファイル

･･･　トグルスイッチ・テンキー接続、結果表示 Verilog ファイル

【動作】

トグルスイッチの＃１～＃４をＯＮにすると対応するＴＥＮＫＥＹ＿ＲＯＷ＃１～＃４が有効になり、その状態のＬＯＷ

の状態をＦＰＧＡ　ＬＥＤの＃５～＃８に表示させる。

【コンパイルの手順と実行】

①QuartusⅡにてｔｇｌ＿ｌｅｄ．ｑｕａｒｔｕｓファイルを開いてコンパイル

②QuartusⅡのプログラマにてトレーニングボードにコンフィギュレーション

【動作確認】

トグルスイッチ＃１をＯＮにしてＦＰＧＡ　ＬＥＤが

　＃８　＃７　＃６　＃５　＃４　＃３　＃２　＃１

　 ○　　○　　○　　○　　○　　○　　○　　●　　　　●：点灯　○消灯

と表示されることを確認、次にマトリクスキーの１番を押して

　＃８　＃７　＃６　＃５　＃４　＃３　＃２　＃１

　 ○　　○　　○　　●　　○　　○　　○　　●　　　　●：点灯　○消灯

と表示されることを確認する。

ＣＯＬで選択されている他のキーを押すと対応するＲＯＷの位置のＬＥＤが点灯します。

マトリクスキーの番号と位置の対応は「４．３．８　マトリクスキー」を参照ください。

．ｖファイルを変更して、「４．３．８　マトリクスキー」にて紹介されている「押された」を検出する回路の動作を確認可能で

す。
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８．５　スピーカ

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥８．５

QuartusⅡ Project name ：ｓｐｅａｋｅｒ＿ｏｕｔ

ソースファイル構成

speaker_out.v ･･･　トグルＳＷ入力→周波数指定 Verilog ファイル

s_scale.v ･･･　指定周波数生成 Verilog ファイル

【動作】

トグルスイッチの＃１～＃３で音階、＃４でＯＮ／ＯＦＦの指示をすることでスピーカから音を発生させる。

【コンパイルの手順と実行】

①QuartusⅡにてｔｇｌ＿ｌｅｄ．ｑｕａｒｔｕｓファイルを開いてコンパイル

②QuartusⅡのプログラマにてトレーニングボードにコンフィギュレーション

【動作確認】

トグルスイッチを

　＃４　　＃３　　＃２　　＃１

　ＯＮ　　ＯＦＦ　ＯＦＦ　ＯＦＦ

にすることで音が発生することを確認する。＃４をＯＦＦにすることで音は消える。

スイッチ位置での出力周波数は下記のとおりです。

　＃３　　＃２　　＃１　　　　　出力周波数

　ＯＦＦ　ＯＦＦ　ＯＦＦ　ド　　約２６１Ｈｚ

　ＯＦＦ　ＯＦＦ　ＯＮ　　レ　　約２９３Ｈｚ

　ＯＦＦ　ＯＮ　　ＯＦＦ　ミ　　約３２９Ｈｚ

　ＯＦＦ　ＯＮ　　ＯＮ　　ファ　約３４９Ｈｚ

　ＯＮ　　ＯＦＦ　ＯＦＦ　ソ　　約３９２Ｈｚ

　ＯＮ　　ＯＦＦ　ＯＮ　　ラ　　約４４０Ｈｚ

　ＯＮ　　ＯＮ　　ＯＦＦ　シ　　約４９３Ｈｚ

　ＯＮ　　ＯＮ　　ＯＮ　　ド　　約５２３Ｈｚ
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第９章．サンプルプログラム（応用編）

本章では添付のサンプルプログラムのうち、ＣＰＵとＦＰＧＡを連携させて双方に接続されたＩ／Ｏ回路を動作させるものについて

説明します。

トレーニングボードは、ＣＰＵ単体／ＦＰＧＡ単体の動作のほか、ＣＰＵとＦＰＧＡを連携させた動作確認が可能です。

ＣＰＵとＦＰＧＡのプログラムを作成することにより、双方に接続されたＩ／Ｏ回路を使用して様々な動作を行うことが可能です。

サンプルプログラムを動作させるためには、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを使用します。

【サンプルプログラム概要】

・ 電卓 ―　マトリクスキーを使用した簡単な電卓

・ シリアル通信 ―　シリアルＩＰを使用したエコーバック通信

・ ボードチェッカ ―　トレーニングボードのチェックプログラム

これら３種類のサンプルプログラムが添付されています。

【ＰＣとトレーニングボードの接続】

ＳＨ+ＦＰＧＡボード上のＳＷ２をＣＰＵ側に設定します。

ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを動作させるため、シリアルケーブルでＰＣとトレーニングボードを繋ぎます。

パソコン上で、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒを起動した後、ボードの電源を入れると「ターゲットがリセットされました。プロ

グラムをダウンロードしてください。」というダイアログが表示されれば接続完了です。

図９－１　トレーニングボードとＰＣの接続
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９．１　電卓

・動作概要

５桁整数演算電卓で、マトリクスキースイッチからの数値／演算指示を実行し、結果を７セグメントＬＥＤに表示します。

マトリクスキーのスイッチ割付は以下のとおりです。

図９－２　電卓時のマトリクスキー割付

図９－３　電卓時の７セグメントＬＥＤ

５桁数値表示

－表示桁
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・ＦＰＧＡのメモリマップ

アドレス：ＣＳ３ Ｒ／Ｗ レジスタ名 説明

０００００ｈ Ｒ ＣＯＬＲＥＧ マトリクスキーＣＯＬデータ入力レジスタ

００００１ｈ Ｗ ＲＯＷＲＥＧ マトリクスキーＲＯＷデータ出力レジスタ

００００８ｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃１ ７セグＬＥＤ＃１レジスタ

００００９ｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃２ ７セグＬＥＤ＃２レジスタ

００００Ａｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃３ ７セグＬＥＤ＃３レジスタ

００００Ｂｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃４ ７セグＬＥＤ＃４レジスタ

００００Ｃｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃５ ７セグＬＥＤ＃５レジスタ

００００Ｄｈ Ｒ／Ｗ ＳＥＧ＃６ ７セグＬＥＤ＃６レジスタ

ＣＯＬＲＥＧ

ビット ビット名 初期値 Ｒ／Ｗ 説明

７

６

５

４

－ － － －

３

２

１

０

ＣＯＬ＃４

ＣＯＬ＃３

ＣＯＬ＃２

ＣＯＬ＃１

ー

ー

ー

ー

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ＣＯＬ＃４の状態　１：ＣＯＬ＃４のスイッチが押された

ＣＯＬ＃３の状態　１：ＣＯＬ＃３のスイッチが押された

ＣＯＬ＃２の状態　１：ＣＯＬ＃２のスイッチが押された

ＣＯＬ＃１の状態　１：ＣＯＬ＃１のスイッチが押された

ＲＯＷＲＥＧ

ビット ビット名 初期値 Ｒ／Ｗ 説明

７

６

５

４

－ － － －

３

２

１

０

ＲＯＷ＃４

ＲＯＷ＃３

ＲＯＷ＃２

ＲＯＷ＃１

０

０

０

０

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

ＲＯＷ＃４出力　１：ＲＯＷ＃４を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃３出力　１：ＲＯＷ＃３を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃２出力　１：ＲＯＷ＃２を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃１出力　１：ＲＯＷ＃１を０Ｖにドライブ

ＳＥＧ＃１～６

ビット ビット名 初期値 Ｒ／Ｗ 説明

７ ＤＩＳＰＥＮ ０ Ｒ／Ｗ セグメント表示指示　１：表示　０：消灯

６ ＤＰ ０ Ｒ／Ｗ 小数点表示指示　１：ＤＰ表示　０：ＤＰ非表示

５ ー ー ー －

４ ＭＩＮＵＳ ０ Ｒ／Ｗ マイナス表示モード　１：－を表示　０：数値を表示

３

２

１

０

ＲＯＷ＃４

ＲＯＷ＃３

ＲＯＷ＃２

ＲＯＷ＃１

０

０

０

０

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

ＲＯＷ＃４出力　１：ＲＯＷ＃４を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃３出力　１：ＲＯＷ＃３を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃２出力　１：ＲＯＷ＃２を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃１出力　１：ＲＯＷ＃１を０Ｖにドライブ
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・ＣＰＵプログラム

サンプルプログラムは、以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ｓａｍｐｌｅ￥ｆｐｇａ＿ｃａｌ

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ用サンプルプログラム

ｆｐｇａ＿ｃａｌ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用サンプルプログラム、ソースファイル

①　ＳＨＣ用サンプルプログラム構成

ＳＨＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｃａｌフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｃａｌ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ａｂｓ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｂｏｏｔ．ｃ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ｃａｌ．ｃ ･･･ 演算処理ソースファイル

ｃａｌ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ 電卓用キー処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キーの読み込み処理ソースファイル

７ｓｅｇ．ｃ ･･･ 7 セグメント LED 処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｅｃｔｉｏｎ．ｓｒｃ ･･･ セクション定義ソースファイル

ｃａｌ．ｈ ･･･ 演算処理ヘッダファイル

ｃａｌ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ 電卓用キー処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キーの読み込み処理ヘッダファイル

７ｓｅｇ．ｈ ･･･ 7 セグメント LED 処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｃａｌ￥ｄｅｂｕｇフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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②　ＧＣＣ用サンプルプログラム

ＧＣＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｏｕｔ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｃｒｔ０．ｓ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ｃａｌ．ｃ ･･･ 演算処理ソースファイル

ｃａｌ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ 電卓用キー処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キーの読み込み処理ソースファイル

７ｓｅｇ．ｃ ･･･ 7 セグメント LED 処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｃａｌ．ｈ ･･･ 演算処理ヘッダファイル

ｃａｌ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ 電卓用キー処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キーの読み込み処理ヘッダファイル

７ｓｅｇ．ｈ ･･･ 7 セグメント LED 処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｐ ･･･ ビルド用パラメータファイル

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

ｆｐｇａ＿ｃａｌ．ｍａｐ ･･･ マップファイル

・ＦＰＧＡプログラム

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥９．１

QuartusⅡ Project name ：ｃａｌｃ

ソースファイル構成

calc.v ･･･　キー値→ＣＰＵ、表示値→７セグ Verilog ファイル

tenkey.v ･･･　マトリクスキー処理 Verilog ファイル

calc_disp.v ･･･　７セグメント表示 Verilog ファイル
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９．２　シリアル通信

・動作概要

ＦＰＧＡに８２５１相当のシリアル通信回路を作成し、トレーニングボードのＲＳ２３２Ｃインタフェースを使用してＰＣ

とシリアル通信をします。

ＰＣから送信されたデータをＦＰＧＡのシリアル回路で受信して、ＣＰＵが同じデータをＦＰＧＡのシリアル回路から送信

します。

ＦＰＧＡのシリアル通信回路は弊社作成のＩＰで、ｅｄｆファイルとシンボルファイルで構成されています。

トレーニングボードのＲＳ２３２Ｃコネクタ（ＣＮ１０）とシリアル通信用コンピュータを接続します。

ホストコンピュータに複数のＣＯＭポートが装備されている場合には、シリアル通信用コンピュータは不要です。

シリアル通信用コンピュータにて通信ソフトを実行して、通信条件を

・通信速度：９６００ｂｐｓ

・パリティ：なし

・ストップビット：１ビット

に設定します。データを送信すると、同じデータが受信されます。

図９－４　シリアル通信時の接続例
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・ＦＰＧＡのメモリマップ

アドレス：ＣＳ３ Ｒ／Ｗ レジスタ名 説明

０００２０ｈ Ｒ ＴＸ＿ＲＥＧ 送信データレジスタ

０００２０ｈ Ｗ ＲＸ＿ＲＥＧ 受信データレジスタ

０００２１ｈ Ｒ ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧ ステータスレジスタ

０００２１ｈ Ｗ ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧ コマンドレジスタ

０００２３ｈ Ｗ ＢＡＵＤＲＡＴＥ＿ＲＥＧ ボーレートレジスタ

レジスタ内のビット構成については￥使用部品ＤＳフォルダ内のＡＳＣＩ．ＰＤＦをご覧ください。
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・ＣＰＵプログラム

サンプルプログラムは、以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ｓａｍｐｌｅ￥ｆｐｇａ＿ｓｉｏ

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ用サンプルプログラム

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用サンプルプログラム、ソースファイル

①　ＳＨＣ用サンプルプログラム

ＳＨＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｓｉｏフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｓｉｏ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ａｂｓ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｂｏｏｔ．ｃ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｅｃｔｉｏｎ．ｓｒｃ ･･･ セクション定義ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｆｐｇａ＿ｓｉｏ￥ｄｅｂｕｇフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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②　ＧＣＣ用サンプルプログラム

ＧＣＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｏｕｔ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｃｒｔ０．ｓ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｐ ･･･ ビルド用パラメータファイル

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

ｆｐｇａ＿ｓｉｏ．ｍａｐ ･･･ マップファイル

・ＦＰＧＡプログラム

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥９．２

QuartusⅡ Project name ：ｓｅｒｉａｌ

ソースファイル構成

serial.v ･･･　アドレス、データ等インタフェース変換 Verilog ファイル

asci.edf ･･･　非同期通信ＩＰ
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９．３　ボードチェッカ

・動作概要

トレーニングボード上の全Ｉ／Ｏ回路を動作させ、ボードチェックを行います。

①　ＬＣＤとマトリクスキースイッチ

ＬＣＤの上段を「ＳＦＴ－７ｘ４４Ｆ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔ」の文字が左にスクロールします。

マトリクスキーを押すと、キー番号がＬＣＤの下段右に表示されます。

マトリクスキーのキー番号は以下のとおりです。

②　ＣＰＵ用ＬＥＤとプッシュスイッチ

プッシュスイッチ＃１～＃４を押すと、同じ番号のＣＰＵ用ＬＥＤが点灯します。

③　ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃１～＃４とトグルスイッチ

トグルスイッチ＃１～＃４をＯＮにすると、同じ番号のＦＰＧＡ用ＬＥＤが点灯します。

④　トグルスイッチとスピーカ

トグルスイッチ＃１～＃４を下表の状態にすると、スピーカから音が発生します。

＃４ ＃３ ＃２ ＃１ 周波数（Ｈｚ） 音階

ＯＦＦ Ｘ Ｘ Ｘ ０Ｈｚ 無音

ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦ 約２６１ ド

ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＮ 約２９３ レ

ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ ＯＦＦ 約３２９ ミ

ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ ＯＮ 約３４９ ファ

ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ 約３９２ ソ

ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ 約４４０ ラ

ＯＮ ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ 約４９３ シ

ＯＮ ＯＮ ＯＮ ＯＮ 約５２３ ド

図９－５　マトリクスキー番号
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⑤　ロータリエンコーダと７セグＬＥＤ、ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃５、＃６

ロータリエンコーダを回転させると７セグメントＬＥＤが以下のように変化します。

ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃５がロータリエンコーダのＡ相の出力”１”で点灯します。

ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃６がロータリエンコーダのＢ相の出力”１”で点灯します。

⑥　ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃７、＃８

ＦＰＧＡ用ＬＥＤ＃７と＃８が交互に点灯します。

⑦　ＲＳ２３２ＣドライバとＬＣＤ

ＰＣとシリアル通信ケーブルで接続されていない時にＬＣＤに「ＣＴＲ　ＯＦＦ」と表示されます。

トレーニングボードに送信したデータがエコーバックされ受信されます。

接続は以下のとおりです。通信条件は「９６００ｂｐｓ、８ビット、パリティなし、ストップビット１」です。

１逓倍でカウント ２逓倍でカウント ４逓倍でカウント 正転（ＣＷ）でＤＰが左へ

逆転（ＣＣＷ）でＤＰが右へ

図９－６　ボードチェッカ時の７セグメントＬＥＤ

図９－７　ボードチェッカ時の接続例
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・ＦＰＧＡのメモリマップ

アドレス：ＣＳ３ Ｒ／Ｗ レジスタ名 説明

０００００ｈ Ｒ ＣＯＬＲＥＧ マトリクスキーＣＯＬデータ入力レジスタ

００００１ｈ Ｗ ＲＯＷＲＥＧ マトリクスキーＲＯＷデータ出力レジスタ

０００２０ｈ Ｒ ＴＸ＿ＲＥＧ 送信データレジスタ

０００２０ｈ Ｗ ＲＸ＿ＲＥＧ 受信データレジスタ

０００２１ｈ Ｒ ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＧ ステータスレジスタ

０００２１ｈ Ｗ ＣＯＭＭＡＮＤ＿ＲＥＧ コマンドレジスタ

０００２３ｈ Ｗ ＢＡＵＤＲＡＴＥ＿ＲＥＧ ボーレートレジスタ

ＣＯＬＲＥＧ

ビット ビット名 初期値 Ｒ／Ｗ 説明

７

６

５

４

－ － － －

３

２

１

０

ＣＯＬ＃４

ＣＯＬ＃３

ＣＯＬ＃２

ＣＯＬ＃１

ー

ー

ー

ー

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

ＣＯＬ＃４の状態　１：ＣＯＬ＃４のスイッチが押された

ＣＯＬ＃３の状態　１：ＣＯＬ＃３のスイッチが押された

ＣＯＬ＃２の状態　１：ＣＯＬ＃２のスイッチが押された

ＣＯＬ＃１の状態　１：ＣＯＬ＃１のスイッチが押された

ＲＯＷＲＥＧ

ビット ビット名 初期値 Ｒ／Ｗ 説明

７

６

５

４

－ － － －

３

２

１

０

ＲＯＷ＃４

ＲＯＷ＃３

ＲＯＷ＃２

ＲＯＷ＃１

０

０

０

０

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

Ｒ／Ｗ

ＲＯＷ＃４出力　１：ＲＯＷ＃４を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃３出力　１：ＲＯＷ＃３を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃２出力　１：ＲＯＷ＃２を０Ｖにドライブ

ＲＯＷ＃１出力　１：ＲＯＷ＃１を０Ｖにドライブ
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・ＣＰＵプログラム

サンプルプログラムは、以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ｓａｍｐｌｅ￥ｃｈｅｃｋ

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ用サンプルプログラム

ｃｈｅｃｋ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用サンプルプログラム、ソースファイル

①　ＳＨＣ用サンプルプログラム

ＳＨＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ａｂｓ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｂｏｏｔ．ｃ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キー入力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ｓｅｃｔｉｏｎ．ｓｒｃ ･･･ セクション定義ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キー入力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｄｅｂｕｇフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｍａｐ ･･･ マップファイル
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②　ＧＣＣ用サンプルプログラム

ＧＣＣ用サンプルプログラムは以下のファイルで構成されています。

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｏｕｔ ･･･ デバッグ情報ファイル（ダウンロードするファイル）

ｃｒｔ０．ｓ ･･･ 起動処理ソースファイル

ｍａｉｎ．ｃ ･･･ メイン処理ソースファイル

ａｓｉｏ．ｃ ･･･ シリアル通信処理ソースファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｃ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ソースファイル

ｌｅｄ．ｃ ･･･ ＬＥＤ出力処理ソースファイル

ｌｃｄ．ｃ ･･･ ＬＣＤ出力処理ソースファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｃ ･･･ キー入力処理ソースファイル

ｔｉｍｅｒ．ｃ ･･･ タイマ処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ソースファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｃ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータソースファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｃ ･･･ VisualMonitor 用関数ソースファイル

ａｓｉｏ．ｈ ･･･ シリアル通信処理ヘッダファイル

ｓｗｉｔｃｈ．ｈ ･･･ プッシュスイッチ入力処理ヘッダファイル

ｌｅｄ．ｈ ･･･ ＬＥＤ出力処理ヘッダファイル

ｌｃｄ．ｈ ･･･ ＬＣＤ出力処理ヘッダファイル

ｒｅａｄ＿ｋｅｙ．ｈ ･･･ キー入力処理ヘッダファイル

ｔｉｍｅｒ．ｈ ･･･ タイマ処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｓｅｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡコンフィギュレーション処理ヘッダファイル

ｆｐｇａ＿ｄａｔ．ｈ ･･･ ＦＰＧＡ書き込みデータヘッダファイル

ｇｍａｃｈｉｎｅ．ｈ ･･･ VisualMonitor 用関数ヘッダファイル

ｄｅｆ．ｈ ･･･ グローバル定義ヘッダファイル

７１４４ｓ．ｈ ･･･ ＳＨ７１４４シリーズ内部レジスタ定義ヘッダファイル

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｃｈｅｃｋ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｃｈｅｃｋ．ｐ ･･･ ビルド用パラメータファイル

ｃｈｅｃｋ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｃｈｅｃｋ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

ｃｈｅｃｋ．ｍａｐ ･･･ マップファイル

・ＦＰＧＡサンプルプログラム

収録フォルダ ：ｓａｍｐｌｅ￥９．３

QuartusⅡ Project name ：ｓ＿ｃｈｅｃｋ

ソースファイル構成

s_check.v ･･･　ＴＯＰ階層回路図ファイル

renc_cnt.v ･･･　ロータリエンコーダカウント Verilog ファイル

s_scale.v ･･･　指定周波数生成 Verilog ファイル

seg_disp.v ･･･　７セグメント表示 Verilog ファイル

tenkey.v ･･･　マトリクスキー処理 Verilog ファイル

asci.edf ･･･　非同期通信ＩＰ
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第１０章．ＲＯＭ化

１０．１  ユーザプログラムのＲＯＭ化

デバッグ後のプログラムをＲＯＭ化する方法について説明します。

また、以下に説明するＲＯＭ化プログラムは、ＲＯＭ化の手法一例であり、ユーザがブートプログラムや割り込みベクタ等を別

プログラムで記述することによってもＲＯＭ化は可能です。

１０．１．１  ＲＯＭ化用ファイル

本製品には、デバッグ後のユーザプログラムをＲＯＭ化するためのファイル群を添付しています。

ファイルは、インストールフォルダ内のＲＯＭ化フォルダにあります。

なお、添付のＲＯＭ化用ファイルは、サンプルプログラムのボードチェッカ用のものになります。

それ以外のサンプルプログラムやユーザプログラムのＲＯＭ化を行なう場合には、説明を参考にして各ファイルの編集をお

こなってください。

（１）　フォルダ構成

ＲＯＭ化フォルダは以下のフォルダ構成になっています。

＜VisualMontntor をインストールしたフォルダ＞￥ＲＯＭ化

ｈｉｔａｃｈｉ ＳＨＣ用のＲＯＭ化用フォルダ

ｃｈｅｃｋ

ｓｒｃ   ソースファイル

ｄｅｂｕｇ   ワークフォルダ

ｇｃｃ ＧＣＣ用のＲＯＭ化用フォルダ、ソースファイル

（２）　ＳＨＣ

ＳＨＣ用のＲＯＭ化用ファイルは以下のファイルで構成されています。

＜ｈｉｔａｃｈｉフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｓ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋフォルダ内＞

ｃｈｅｃｋ．ｈｗｐ ･･･ ＨＥＷ用プロジェクトファイル（Ｖｅｒ６以降用）

＜ｈｉｔａｃｈｉ￥ｃｈｅｃｋ￥ｓｒｃフォルダ内＞

ｒｏｍ．ｃ ･･･ ブートプログラムソースファイル

ｒｏｍ＿ｉｎｔ．ｃ ･･･ 割り込みベクタ構築処理ソースファイル

ｒｏｍ＿ａｓｍ．ｓｒｃ ･･･ 割り込み処理ソースファイル

ｃｐｕ．ｈ ･･･ ダミーヘッダファイル

ｓｅｔ．ｈ ･･･ 各所設定ヘッダファイル

ｍａｋｅａｌｌ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル（Ｖｅｒ５用）



103

SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

（３）　ＧＣＣ

ＧＣＣ用のＲＯＭ化用ファイルは以下のファイルで構成されています。

＜ｇｃｃフォルダ内＞

ｒｏｍ．ｃ ･･･ ブートプログラムソースファイル

ｒｏｍ＿ｉｎｔ．ｃ ･･･ 割り込みベクタ構築処理ソースファイル

ｒｏｍ＿ａｓｍ．ｓｒｃ ･･･ 割り込み処理ソースファイル

ｃｐｕ．ｈ ･･･ ダミーヘッダファイル

ｓｅｔ．ｈ ･･･ 各所設定ヘッダファイル

ｍａｋｅｆｉｌｅ ･･･ make 用定義ファイル

ｃｈｅｃｋ．ｂａｔ ･･･ ビルド用バッチファイル

ｃｈｅｃｋ．ｘ ･･･ リンカスクリプトファイル

ｃｈｅｃｋ．ｃmd ･･･ リンカコマンドファイル

これらのファイル群を利用すれば、デバッグしたユーザプログラムのソースファイルを変更することなくＲＯＭ化が可能です。

なお、ＲＯＭ化用ファイルは全てソースコードで提供しておりますので参考にしてください。

１０．１．２  ＲＯＭ化プログラムの構造

本製品に添付されているＲＯＭ化用プログラムは、基本的にデバッグしたユーザプログラムを変更することなくＲＯＭ化する

ことを前提としています。添付のサンプルプログラムを使用した場合を例に、構造を以下に示します。

ブートプログラム
　 rom.c、rom_asm.s（src）、rom_int.c

ユーザプログラム

　 crt0.s(gcc のみ)

　 main.c

 xxxx.c(その他のソースファイル）

割り込みベクタ

変数領域

スタック

デバッグ用プログラムとの違い

　　①　ブートプログラム　　モニタプログラムの代わりとなるブートプログラムを配置します。

　　　　　　　　　　　　　　サイズは１Ｋバイト以下になります。

　　②　ユーザプログラム　　ＲＯＭ領域に配置します。

　　③　スタック　　　　　　ユーザプログラム用のスタックのみとなります。

　　④　ユーザログ　　　　　ユーザログは出力されません。

ＲＡＭ領域

ＲＯＭ領域
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１０．１．３  ＲＯＭ化の手順

（１）　ＳＨＣＶｅｒ６以降でのＲＯＭ化

ＳＨＣＶｅｒ６以降を使用して作成したプログラムのＲＯＭ化についての説明をします。

なお、説明は、ＨＥＷを使用していることを前提としています。

その外の方法で作成された場合には、以下の説明を参考に必要な編集を行なってください。

① サンプルプログラム、もしくはユーザプログラムのプロジェクトをフォルダ毎コピーします。

② ROM 化¥hitach¥check¥src フォルダ内の rom.c、rom_int.c、rom_asm.src、cpu.h、set.h をコピーしたプロジェクト

のソースフォルダへコピーします。

③ ＨＥＷを実行し、コピーしたプロジェクトファイル（*.hws）を開きます。

④ rom.c、rom_int.c、rom_asm.src をプロジェクトに加えます。

⑤ リンカオプション設定画面を開きます。

⑥ sh2uld.lib をリンクライブラリから削除します。

⑦ セクションに P0 を加え、P0 の位置を PSTART の前に移動します。

⑧ P0、PSTART、P、C、D のアドレスを 0x00000000 に変更します。

⑨ B、R のアドレスを 0x00400400 に変更します。

⑩ 出力ファイルのタイプをモトローラ S フォーマット（Stype via absolute）に変更します。

⑪ リンカオプション設定画面を閉じます。

ＲＯＭ化作業を行なうフォルダ

ユーザプログラムのフォルダ

ＲＯＭ化用ファイルのフォルダ

①プロジェクトフォルダをコピー

②ＲＯＭ化ファイルをコピー

（rom.c、rom_int.c、rom_asm.src、cpu.h、set.h）

⑦セクション P0 を追加

⑧アドレスを 0x00000000 に変更

⑨アドレスを 0x00400400 に変更
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⑫ ビルドを行ないます。エラーが発生した場合にはエラーリストを出力して適宜修正してください。

⑬ ビルドが成功するとデバッグ情報ファイル（*.abs）の代わりにＲＯＭ化ファイル（*.mot）が出力されます。

    ＲＯＭ化ファイルをＦｌａｓｈＷｒｉｔｅｒで内蔵フラッシュに書き込んで動作の確認を行なってください。

ボードチェッカのプロジェクトをＲＯＭ化する場合には②のファイルのコピーを行なうときにＲＯＭ化フォルダの check.hws、

check.hwp をそれぞれ対応するフォルダへコピーしてください。

ＲＯＭ化フォルダの check.hws、check.hwp は、④～⑪の処理が終了した状態になっています。

したがって、ＨＥＷでプロジェクトを開き、そのままビルドするだけでＲＯＭ化ファイルを出力することができます。

その他のプログラムをＲＯＭ化するときの各設定変更の参考にしてください。

また、ＨＥＷの設定の変更方法や操作方法の詳細についきましては、ＨＥＷのマニュアルを参照してください。

（２）　ＳＨＣＶｅｒ５でのＲＯＭ化

ＳＨＣＶｅｒ５を使用して作成したプログラムのＲＯＭ化についての説明をします。

① サンプルプログラム、もしくはユーザプログラムをコピーします。

② ROM 化¥hitach¥check¥src フォルダ内の rom.c、rom_int.c、rom_asm.src、cpu.h、set.h をプログラムをコピーした

フォルダへコピーします。

① makeall.bat を編集します。

編集する内容につきましては、ＲＯＭ化フォルダにある makeall.bat とチュートリアルの makeall.bat の説明を参

照してください。

② makeall.bat を実行してビルドします。エラーが発生した場合にはエラーリストを出力して適宜修正してください。

③ ビルドが成功するとデバッグ情報ファイル（*.abs）の代わりにＲＯＭ化ファイル（*.mot）が出力されます。

    ＲＯＭ化ファイルをＦｌａｓｈＷｒｉｔｅｒで内蔵フラッシュに書き込んで動作の確認を行なってください。

ボードチェッカをＲＯＭ化する場合には②のファイルのコピーを行なうときにＲＯＭ化フォルダの makeall.bat もコピーして

ください。

ＲＯＭ化フォルダの makeall.bat は、③の編集が終了した状態になっています。

したがって、そのままバッチファイルを実行するだけでＲＯＭ化ファイルを出力することができます。

その他のプログラムをＲＯＭ化するときの編集内容の参考にしてください。

また、ＳＨＣの各オプションの詳細についきましては、ＳＨＣのマニュアルを参照してください。

ＲＯＭ化作業を行なうフォルダ

ユーザプログラムのフォルダ

ＲＯＭ化用ファイルのフォルダ

①プログラムをコピー

②ＲＯＭ化ファイルをコピー

（rom.c、rom_int.c、rom_asm.src、cpu.h、set.h）
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（３）　ＧＣＣでのＲＯＭ化

ＧＣＣを使用して作成したプログラムのＲＯＭ化についての説明をします。

④ サンプルプログラム、もしくはユーザプログラムをコピーします。

⑤ ROM 化¥hitach¥check¥src フォルダ内の rom.c、rom_int.c、rom_asm.s、cpu.h、set.h をプログラムをコピーしたフ

ォルダへコピーします。

③ makefile、もしくは check.bat のどちらか１つと check.x、check.cmd の編集します。

編集する内容につきましては、ＲＯＭ化フォルダにある各ファイルとチュートリアルの各ファイルの説明を参照し

てください。

④ make、もしくは check.bat を実行してビルドします。エラーが発生した場合にはエラーリストを出力して適宜修正

してください。

⑤ ビルドが成功するとデバッグ情報ファイル（*.out）の代わりにＲＯＭ化ファイル（*.mot）が出力されます。

    ＲＯＭ化ファイルをＦｌａｓｈＷｒｉｔｅｒで内蔵フラッシュに書き込んで動作の確認を行なってください。

ボードチェッカをＲＯＭ化する場合には②のファイルのコピーを行なうときにＲＯＭ化フォルダの makefile、check.bat、

check.x、check.cmd もコピーしてください。

ＲＯＭ化フォルダの各ファイルは、③、④の編集が終了した状態になっています。

したがって、そのままビルドをおこなうだけでＲＯＭ化ファイルを出力することができます。

その他のプログラムをＲＯＭ化するときの編集内容の参考にしてください。

また、ＧＣＣプションの詳細についきましては、本製品に付属マニュアルのコンパイラ編、およぼＧＣＣ解説書、ホームペー

ジ等を参照してください。

ＲＯＭ化作業を行なうフォルダ

ユーザプログラムのフォルダ

ＲＯＭ化用ファイルのフォルダ

①プログラムをコピー

②ＲＯＭ化ファイルをコピー

（rom.c、rom_int.c、rom_asm.src、cpu.h、set.h）
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第１１章．その他

１１．１ 付属品

 １１．１．１　ＲＳ２３２Ｃケーブル

添付のＲＳ２３２Ｃケーブルの結線を以下に示します。

　ケーブル結線（クロスケーブル）

信号名 DSUB

9PIN(ﾒｽ)

DSUB

9PIN(ﾒｽ)

信号名

ＤＣＤ １ １ ＤＣＤ

ＲｘＤ ２ ２ ＲｘＤ

ＴｘＤ ３ ３ ＴｘＤ

ＤＴＲ ４ ４ ＤＴＲ

ＧＮＤ ５ ５ ＧＮＤ

ＤＳＲ ６ ６ ＤＳＲ

ＲＴＳ ７ ７ ＲＴＳ

ＣＴＳ ８ ８ ＣＴＳ

ＲＩ ９ ９ ＲＩ

SHELL SHELL

 １１．１．２　Ｄ－ＳＵＢ２５ピンケーブル

添付のＤ－ＳＵＢ２５ピンケーブルは全ピン結線のストレートケーブルです。

 １１．１．３　ＡＣアダプタ

添付のＡＣアダプタはＡＣ１００Ｖ専用です。
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第１２章．本製品のサポートについて

１２．１ 質問の受け付け

ＳＨ＋ＦＰＧＡボード､トレーニングボード、ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒ､ＦｌａｓｈＷｒｉｔｅｒの質問については弊社

ホームページのＱ＆Ａをご覧ください。

また、それ以外の質問についても随時受け付けておりますので、下記のＦＡＸもしくはＥ―ＭＡＩＬで受け付けております。

なお、正確な回答を行うために、電話による受け付けは基本的にお断りしておりますので、御了解

ください。

ＣＰＵの使用方法及びユーザアプリケーションに関する質問等、技術指導的な質問については御遠慮ください。

本キットに付属するＧＣＣコンパイラ（ＧＮＵＰｒｏ）は，弊社ではサポート及び保証はおこなっておりません。

これらのサポートを受ける場合にはレッドハット株式会社より直接ＧＮＵＰｒｏを購入していただく必要があります。

レッドハット社ＵＲＬ ： http://www.jp.redhat.com/

ＡＬＴＥＲＡ社配布のＦＰＧＡ開発ツールは、弊社ではサポート及び保証はおこなっておりません。

なお、弊社作成の各サンプルプログラムについては動作の確認をおこなっておりますが、製品保証範囲ではありませんので

御了承ください。

１２．２ バージョンアップ

ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒパッケージ限定版、ＦｌａｓｈＷｒｉｔｅｒについては、弊社で致命的な不具合があると判断

した場合のみ、バージョンアップデータの提供をいたします。

バージョンアップデータは弊社ホームページにて提供いたします。

ＧＣＣについてはバージョンアップサービスをご希望のお客様はレッドハット株式会社よりご購入ください。

ＱｕａｒｔｕｓⅡ Ｗｅｂ ＥｄｉｔｉｏｎについてはＡＬＴＥＲＡ社のホームページから最新版

をダウンロードしてください。

ＡＬＴＥＲＡ社ＵＲＬ ： http://www.altera.com/

株式会社 アルファプロジェクト
〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町 834

FAX (053)401-0035 技術部 担当者宛

E-MAIL query@apnet.co.jp

HOME-PAGE http://www.apnet.co.jp

お問い合わせ先
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第１３章．Ｑ＆Ａ

Ｑ＆Ａは、弊社ホームページで随時更新しておりますので、トラブルシューティングにお役立てください。

Ｑ１．リアルタイムＯＳなどでユーザプログラムがスタックを切り替えているが、問題なく動作しますか？

Ａ１．ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒとユーザプログラムの使用するスタックは別エリアとなっておりますので、特に問題な

      く動作します。 （弊社製ＲＥＡＬｉの場合）。ただし、ＯＳの種類によってはスタックポインタを直接操作するものや

　　　割り込みベクタを操作するものがありますので、それらについては正しくデバッグできない場合があります。

Ｑ２．ＧＣＣでサンプルプログラムをコンパイルしたが、コンパイルエラーが大量に出てしまった。

Ａ２．コンパイルで問題が発生するのは、ほとんどの場合コンパイラオプションの指定ミスによるものです。

        特に-m1,-m2,-m3 指定誤り及び-ansi 指定などは注意してください。

        また、コンパイラオプションは環境変数でも指定されるので、AUTOEXEC.BAT などで間違ったオプションを指定して

        いないかなどもチェックしてください。

Ｑ３．ＧＣＣでサンプルプログラムをコンパイルしたが、リンクエラーが出てしまう。

Ａ３．ほとんどがＰＡＴＨ指定ミスによるものです。

      ご使用の環境に合わせて正しく変更されているかご確認ください。

Ｑ４．ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒの通信レートは変更できないのでしょうか？

Ａ４　限定版は３８．４Ｋｂｐｓ固定となっていて変更できません。正規版では 9600bps～115.2Kbps まで対応しています。

Ｑ５．デバッグ中にＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒへ制御が戻らなくなってしまう。

Ａ５．原因としては、

        ・ユーザプログラムで割り込みマスクを１５に設定している

        ・ユーザプログラムでＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒが使用しているシリアルポートの設定を変更している。

        ・ユーザプログラムでＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒが使用するＲＡＭエリアを書き換えている。

      その他にも様々な原因が考えられます。

      ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒは、ターゲット上の実チップで動作するため、ユーザプログラムで不正な処理をしても

      検出が困難です。ステップ実行などを利用して原因を特定してください。

Ｑ６．プログラムで＃ＰＲＡＧＭＡを使用するとブレークポイントの設定がずれる。

Ａ６．＃ＰＲＡＧＭＡなどの擬似命令を使用した場合、ＧＣＣから正しいデバッグ情報が出力されない場合があるようです。

      回避方法としては、同一行にコメントを入れる等すれば、改善されるようです。

Ｑ７．内蔵ＦＲＯＭは何回ぐらい書き換え可能ですか？

Ａ７．メーカ標準値は１００回となっています。ただし、当社の実績からするとその数倍は問題ないようです。

Ｑ８．ＶｉｓｕａｌＭｏｎｉｔｏｒでＲＥＡＬｉのモニタウィンドウがアクティブになりません。

Ａ８．ＲＥＡＬｉのモニタウィンドウを有効にするためには、ＲＥＡＬｉのデバッグ情報付きライブラリをリンクする必要が

　　　あります。ＲＥＡＬｉにはソースコードが添付されておりますので、デバッグオプション付きで再生成してライブラリ

　　　を作成してください。わからない場合にはＥ－ｍａｉｌにて送付しますので、ご連絡ください。
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Ｑ９．モニタ書込みツールで内臓フラッシュの一部を消さないで書き込みが可能ですか？

Ａ９．できません。モニタ書込みツールはブート書き込みモードを利用しているため、チップの仕様により

　　　　すべての内蔵フラッシュのエリアが消去されてしまいます。

Ｑ１０．添付のｇｃｃは、他のＳＨマイコンでも使用可能でしょうか？

Ａ１０．使用可能です。使用方法は変わりませんのでＳＨ１／ＳＨ２／ＳＨ３／ＳＨ３Ｅのプログラムを作成することができます。

　　



111

SH+FPGA Training Kit ユーザーズマニュアル

  ご注意

（１）本書に記載されている、ＭＰＵ、FPGA などの製品名は各社の登録商標です。

（２）本書の内容を無断で転載することは一切禁止します。

（３）本書の内容および本資料に記載された製品に関しては、将来予告なしに変更されることがあります。

（４）本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点が

       ありましたら弊社までご連絡下さい。

（５）運用した結果については（４）項にかかわらず責任を負いませんのでご了承下さい。

 本製品（SFT-7x44F Training Kit）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準処しておりません。本製品は日本国外

で使用された場合、当社では一切責任を負いかねます。また当社は本製品に関し、海外での保守サービス及び技

術サポート等はおこなっておりません。

 

 Alpha Project Co.,LTD
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改版履歴

版数 改版日 章番号 内容

初版 2003.04.18

２版 2004.01.28 2.2.3 キット購入直後にはターゲットモニタをインストールする必要があることを明記
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