Magillem Checker Suite (MCS)
IP-XACT/IEEE 1685 準拠

概要
SOC や FPGA ベースのソリューションのような複雑な
システム設計を迅速に行う為に、IP-XACT 標準は、複
数ベンダーツールのフロー内での設計統合及びコンフ
ィグレーションの自動化を可能にする為に必要な、複
数ソースの IP の記述とその扱いのメカニズムを提供し
ます。





各チェックに対してのコンフィグ困難度
Magillem IP-XACT エディターをデバッグ機能として使った
際の Error/Warning 箇所へのリンク
ユーザ指定言語(Java, TCL)に対して付加的なカスタム・チ
ェックを追加でき、それをチェック機能群内に登録できま
す

機能

IP-XACT 標準は、複数の IP 提供者と統合者間の IP のや
り取り及び統合作業を簡単化する為の共通仕様を提供
します。特にそれは、バス、IP 及びプラットフォーム
記述が、それらの提供者によって定義された標準準拠
ツールで扱えることを保証する為のシンタックス、セ
マンティクスの完全なルール群を定義します。
MCS は、完璧な準拠チェック機能群です。IP 提供者、
統合者、及びフローエンジニアが、効率的に IP-XACT
準拠の評価をし、且つ設計フローの前段階で、準拠し
ていない情報の検出も可能となります。標準シンタッ
クス、セマンティクス・ルールに加え、このチェック
機能群は、プラットフォームもしくは IP を検証する為
に、DRC 及び統合状況をチェックする機能も提供しま
す。MCS の利点は：
 受け入れ易い、拡張性、作業自動化
 GUI とコマンドライン実行可能
 SPIRIT Consortium 規定の全シンタックス、セ
マンティクスをチェック
 追加 DRC 及び IP パッケージチェックの実行
 全 IP-XACT フォーマットをサポート
 チェッカーレポート生成 (text, html, rtf, pdf):

標準として定義されたすべてのシンタックス、セマン
ティクスをチェックする
IP-XACT 1.4, 1.5 及び IEEE P1685 をサポートする
カスタムチェックをサポートする
コンフィグ困難度をチェック
各種フォーマットでのチェックレポート

利点
IP 提供者:
統合者に提供する前に、IP 記述の準拠度を査定す
る
IP 統合者:
統合前の IP 検証及び非標準情報の検出
構築作業及び他のチームとの IP のやり取り作業
を通してのプラットフォーム構築チェック
フロー構築者:
データの整合性を検証する為にチェック機能群を
フローに統合
プロジェクト管理者:
共同作業、検証、トラッキング、レポート作業の
同期
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MCS 機能仕様
MCS FEATURES

IP-XACT v1.4, v1.5 support

X

IP-XACT IEEE P1685 support

X

Checker execution
GUI execution

X

Command-line execution

X

Checker type
Syntax checks

X

Semantic checks

X

Additional DRC and IP packaging checks

X

Checker configuration
Configurable checker severity

X

Definition of checker severity in a global policy file

X

Custom checker
User specific custom-check implementation (in Java and TCL)

X

Configurable custom-check severity

X

Custom check link to error/warning/info location in IP-XACT editors

X

Checker report
Checker report generation (in text, html, pdf, rtf format)

X

TCL API to browse report

X
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