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SDSoC 環境
SDSoC™(Software-Defined Development Environment for System-on-Chip) 環境は、Zynq®-7000 All
Programmable SoC および Zynq UltraScale+™ MPSoC プラットフォームを使用してヘテロジニアス エン
ベデッド システムをインプリメントするための Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE) です。SDSoC 環境
には、C/C++ プログラムを選択した関数がプログラマブル ロジックにコンパイルされた完全なハードウェ
ア/ソフトウェア システムに変換するシステム コンパイラも含まれます。

SDSoC のシステム コンパイラではプログラムが解析され、ソフトウェア関数とハードウェア関数間のデー
タ フローが決定され、アプリケーション特定のシステム オン チップが生成されてプログラムが実現され
ます。高パフォーマンスを達成するには、各ハードウェア関数が独立したスレッドとして実行される必要
があります。SDSoC システム コンパイラでは、プログラム セマンティクスを保持してハードウェアとソフトウ
ェア スレッド間が同期されるようにするハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントが生成され、パイ
プライン計算および通信もイネーブルにできます。アプリケーション コードには、多数のハードウェア関
数、特定のハードウェア関数の複数のインスタンス、およびプログラムの異なる部分からのハードウェア
関数の呼び出しなどを含めることができます。

SDSoC IDE では、プロファイル、コンパイル、リンク、システム パフォーマンス解析およびデバッグを含
む ソフトウェア開発ワークフローがサポートされています。また、SDSoC 環境では、完全なハードウェア
コンパイルを実行する前に、ハードウェア/ソフトウェア インターフェイスで what-if シナリオを試すことが
可能なパフォーマンス見積もり機能が提供されています。

SDSoC システム コンパイラは、ベース プラットフォームをターゲットにし、Vivado®高位合成 (HLS) ツー
ルを起動して合成可能な C/C++ 関数をプログラマブル ロジックにコンパイルします。その後 Vivado
Design Suite ツールを起動して、DMA、インターコネクト、ハードウェア バッファー、その他の IP、および
FPGA ビットストリームを含むハードウェア システムを生成します。すべてのハードウェア関数呼び出し
で元の動作が保持されるようにするため、SDSoC システム コンパイラはシステム特定のソフトウェア スタ
ブおよびコンフィギュレーション データを生成します。このプログラムには、生成された IP ブロックを使
用するのに必要なドライバーへの関数呼び出しが含まれています。アプリケーションおよび生成されたソ
フトウェアは、標準の GNU ツールチェーンを使用してコンパイルおよびリンクされます。

システム コンパイラでは、1 つのソースから完全なアプリケーションを生成することにより、プログラム レ
ベルでデザインやアーキテクチャを繰り返し変更できるので、ターゲット プラットフォームで実行可能な
プログラムを得るまでに要する時間を大幅に短縮できます。
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はじめに

SDSoC™環境のダウンロードおよびインストール方法については、『SDx 環境リリース ノート、インストー
ルおよびライセンス ガイド』 (UG1238)を参照してください。このガイドには、プロジェクト作成、プログラマ
ブル ロジックで実行する関数の指定、システム コンパイル、デバッグ、およびパフォーマンス見積もりに
おける主要なワークフローが詳細な説明と体験型チュートリアルの形式で提供されています。これらの
チュートリアルを体験するのが SDSoC 環境の概要を理解するのに最適な方法なので、アプリケーション
開発前に実行しておくことをお勧めします。

次の点に注意してください。

• コマンド ラインまたは makefile フローを使用して SDSoC システム コンパイラを実行する場合、シェ
ル環境を設定しておかないと、ツールが正しく機能しません。

• SDSoC 環境には、ビットストリーム、オブジェクト コード、実行ファイルを生成するためのツールすべ
てが含まれます。ザイリンクス Vivado®Design Suite およびソフトウェア開発キット (SDK) ツールを
個別にインストールした場合、これらのインストールを SDSoC 環境とまとめないようにしてください。

機能の概要

SDSoC™環境は、Zynq® デバイス内の ARM CPU の GNU ツールチェーンおよび標準ライブラリ (例 :
glibc、OpenCV)、および Target Communication Framework (TCF) と GDB インタラクティブ デバッガ
ー、Eclipse/CDT ベースの GUI 内のパフォーマンス解析パースペクティブ、コマンド ライン ツールな
ど、ザイリンクス ソフトウェア開発キット (SDK) の多数のツールを継承しています。

SDSoC 環境には、Zynq デバイスをターゲットとする完全なハードウェア/ソフトウェア システムを生成す
るシステム コンパイラ (sdscc/sds++)、プロジェクトとワークフローを作成して管理する Eclipse ベース

のユーザー インターフェイス、ハードウェア/ソフトウェア インターフェイスのさまざまな what-if シナリオ
を試すためのシステム パフォーマンス見積もり機能などが含まれます。

SDSoC システム コンパイラでは、Vivado HLS、IP インテグレーター (IPI)、データ移動およびインターコ
ネクト用の IP ライブラリ、および RTL 合成、配置、配線、ビットストリーム生成ツールを含む Vivado
Design Suite (System Edition) からのツールが使用されます。

SDSoC 環境で使用されるワークフローは、確立されたプラットフォーム ベースの設計手法を使用した、
デザイン再利用の原則が基礎となっています。SDSoC システム コンパイラは、ターゲット プラットフォー
ムをカスタマイズすることにより、アプリケーション特定のシステム オン チップを生成します。SDSoC 環
境には、アプリケーション開発用の多数のプラットフォームおよびザイリンクス パートナーから提供される
プラットフォームが含まれています。『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146) には、Vivado
Design Suite を使用した既存のデザイン ビルドおよび対応するソフトウェア ランタイム環境が SDSoC プ
ラットフォームのビルドに使用されて SDSoC 環境で使用されるようにするために、プラットフォーム メタ
データをキャプチャする方法が説明されています。
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SDSoC プラットフォームは、ベース ハードウェアおよびソフトウェア アーキテクチャと、プロセッシング シ
ステム、外部メモリ インターフェイス、カスタム入力/出力、およびオペレーティング システム (ベアメタル
の場合もあり)、ブートローダー、プラットフォーム ペリフェラルやルート ファイル システムなどのドライバ
ーシステム ランタイムを含むアプリケーション コンテキストを定義します。SDSoC 環境で作成するプロジ
ェクトはすべて特定のプラットフォームをターゲットとし、SDSoC IDE に含まれるツールを使用して、その
プラットフォームをアプリケーション特定のハードウェア アクセラレータおよびアクセラレータをプラットフ
ォームに接続するデータ モーション ネットワークでカスタマイズします。この方法を使用すると、さまざま
なベース プラットフォーム向けに高度にカスタマイズされたアプリケーション特定のシステム オン チップ
を簡単に作成でき、ベース プラットフォームをさまざまなアプリケーション特定のシステム オン チップに
再利用できます。
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ユーザー デザイン フロー
SDSoC 環境は、ベース ハードウェアおよびブート オプションを含むターゲット ソフトウェア アーキテク
チャを提供するプラットフォーム SoC から開始して、アプリケーション特定の効率的なシステム オン チッ
プをビルドするためのツール スイートです。

次の図は、このツール スイートの主なコンポーネントを使用したデザイン フローです。説明のため、ここ
ではデザイン フローは 1 つの手順から次の手順に順に進められますが、実際には異なるエントリ ポイ
ントおよびエグジット ポイントを使用したほかのワークフローを選択することもできます。まず、ARM CPU
用にクロスコンパイルされたアプリケーションのソフトウェアのみのバージョンから開始します。主な目標
は、プログラマブル ロジックに移行するプログラム部分を特定し、ベース プラットフォームにビルドされた
ハードウェアおよびソフトウェアにアプリケーションをインプリメントすることです。

図 1: ユーザー デザイン フロー

SDSoC ガイドラインを使用してデータ
転送およびパイプライン処理を最適化

アクセラレータ コードを最適化

パフォーマンスを解析

パフォーマンスを予測

ソフトウェアおよびハードウェアを
生成するアプリケーションをビルド

ボード上で実行

SD カード イメージ

ARM で実行する C/C++ 
アプリケーション

ハードウェア アクセラレーション用に
関数をマーク

アプリケーションのプロファイリング

X14740-070215
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最初の手順では、開発プラットフォームを選択し、アプリケーションをクロスコンパイルして、プラットフォ
ームで正しく実行されるかどうか確認します。次に、システム パフォーマンスを改善するため、プログラマ
ブル ロジックに移行する計算負荷の高いホット スポットを特定し、ハードウェアにコンパイル可能な関数
に分離します。この後、SDSoC システム コンパイラを起動して、アプリケーション用のシステム オン チッ
プと SD カードを生成します。コードには必要であればパフォーマンスを解析するコードを含めて、
SDSoC 環境内で指示子とツールのセットを使用して、システムおよびハードウェア関数を最適化できま
す。

システム生成プロセスは、SDSoC IDE を使用するか、SDSoC ターミナル シェルでコマンド ラインと
makefile を使用して、sdscc/sds++ システム コンパイラで実行します。SDSoC IDE または sdscc コマ

ンド ライン オプションを使用して、ハードウェアで実行する関数を選択、アクセラレータおよびシステム
クロックを指定、およびデータ転送のプロパティ (DMA 転送の割り込みまたはポーリングなど) を設定し
ます。プラグマをアプリケーション ソース コードに挿入してアクセラレータおよびデータ モーション ネッ
トワークをインプリメントするための指示子をシステム コンパイラに供給することにより、システム マップお
よび生成フローを制御できます。

完全なシステムのコンパイルには、CPU 用にオブジェクト コードをコンパイルするよりも時間がかかるた
め、SDSoC 環境にはパフォーマンスをより速く見積もる機能があります。この見積もりを使用すると、選択
したハードウェア関数に対してソフトウェアのみのインプリメンテーションと比較してどれくらいスピードア
ップするかが大まかに予測でき、システム エミュレーションを使用して機能的に検証および解析できま
す。システム エミュレーション機能では、ソフトウェアを実行する QEMU モデルとハードウェア関数の
RTL モデルを使用して、高速で正確なシステム解析が実行されます。

前の図に示すように、デザイン プロセスは生成されたシステムがパフォーマンスおよびコストの目標を達
成するまで繰り返し実行されます。

ここでは、ユーザーが入門チュートリアル (『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028)) を実行済み
で、プロジェクトの作成、ハードウェア関数の選択、コンパイル、プラットフォームでのアプリケーションの
実行について理解していることを想定しています。そうでない場合は、続行する前にチュートリアルを実
行することをお勧めします。

ターゲット プラットフォームのプロジェクト作成

SDSoC IDE で [File] → [New] → [Xilinx SDx Project] をクリックして New Project ウィザードを開きま
す。プロジェクト名を入力して、[Choose Hardware Platform] ウィンドウから開発用のプラットフォームを
選択します。プラットフォームには、基本ハードウェア システム、OS を含むソフトウェア ランタイム、ブー
トローダー、およびルート ファイル システムが含まれています。SDSoC 環境プロジェクトでは、プラットフ
ォームが Zynq-7000 または Zynq UltraScale+ ファミリからのハードウェア プラットフォームの 1 つである
必要があります。

注記: ハードウェア プラットフォームが決まったら、コマンド ライン オプションが自動的にすべての makefile に含ま
れます。プロジェクトのターゲットを新しいプラットフォームに変更するには、新しいプラットフォームを使用して新し
いプロジェクトを作成し、作業中のプロジェクトから新しいプロジェクトにソース ファイルをコピーする必要がありま
す。

ベース プラットフォーム以外のサンプル プラットフォームは <sds_root>/samples/platforms ディレ

クトリに含まれています。SDSoC IDE でこれらのプラットフォームのいずれかを使用してプロジェクトを作
成する場合は、[Choose Hardware Platform] ウィンドウで [Add Custom Platform] をクリックし、サンプル
プラットフォームを指定します。
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[Choose Software Platform and Target CPU] ウィンドウで [System Configuration] を選択し、CPU およ
びオペレーティング システム (OS) を含むハードウェア プラットフォームで実行されるソフトウェア環境を
定義します。

次に、[Templates] ウィンドウで [Empty Application] をクリックして、空白のプロジェクトを作成して、ファ
イルを追加したり、[Available Templates] の 1 つを選択したりできます。最後に、アプリケーション記述を
確認して、プロジェクトの開始点として問題ないかどうかを判断したら、[Finish] をクリックしてプロジェクト
を開きます。

SDSoC IDE だけでなく、コマンド ライン インターフェイスもあります。

• C ベースのプロジェクトの場合、sdscc コマンドを使用して起動します。

• C++ ベースのプロジェクトの場合、sds++ コマンドを使用して起動します。

• コマンド ライン実行ファイルは <sdx_root>/bin に含まれます。

コマンド ライン インターフェイスを使用して makefile を SDSoC IDE 外で記述する場合は、sdscc の呼

び出しごとに -sds-pf コマンド ライン オプションを使用してプラットフォームを含める必要があります。-
sds-sys-config <system_configuration> コマンド ライン オプションを使用すると、ターゲット

CPU で実行されるオペレーティング システムを含むソフトウェア プラットフォームも指定できます。

sdscc -sds-pf <platform path name>

プラットフォームには、ファイル パスまたは <sdsoc_root>/platforms ディレクトリに含まれるプラット

フォーム名を指定します。使用可能なベース プラットフォームをコマンド ラインで表示するには、次のコ
マンドを入力します。

sdscc -sds-pf-list

SDSoC 環境では、通信と計算のバランスが取られるようにハードウェア関数およびハードウェア関数へ
の呼び出しを構成し、sdscc システム コンパイラに指示を与えるプラグマをソース コードに挿入すること

により、システム生成プロセスを制御します。

プラットフォームおよびハードウェアにインプリメントするプログラムの関数セットを選択すると、アプリケー
ション ソース コードによりハードウェア/ソフトウェア インターフェイスが暗示的に定義されます。sdscc/
sds++ システム コンパイラは、ハードウェア関数に関連するプログラム データ フローを解析し、各関数

呼び出しをスケジュールして、プログラマブル ロジックにハードウェア関数を実現するハードウェア アク
セラレータとデータ モーション ネットワークを生成します。これは、標準 ARM アプリケーション バイナリ
インターフェイスを介してスタックに各関数呼び出しをインプリメントするのではなく、ハードウェア関数呼
び出しを元のハードウェア関数と同じインターフェイスを持つ関数スタブに対する呼び出しとして再定義
することにより実行されます。これらのスタブは、send/receive ミドルウェア層への下位関数呼び出しと

してインプリメントされます。このミドルウェア層は、プラットフォーム メモリ、CPU、およびハードウェア ア
クセラレータの間でデータを効率的に転送し、必要に応じて基になるカーネル ドライバーへのインター
フェイスとなります。

send/receive 呼び出しは、配列引数のメモリ割り当て、ペイロード サイズ、関数引数の対応するハー

ドウェア インターフェイスなどのプログラム特性と、メモリ アクセス パターンやハードウェア関数のレイテ
ンシなどの関数特性に基づいて、データ ムーバー IP コアと共にハードウェアにインプリメントされます。
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データ モーション ネットワーク クロック

各プラットフォームでは 1 つまたは複数のクロック ソースがサポートされており、明示的に選択しない場
合はデフォルトでその 1 つが使用されます。デフォルトのクロックはプラットフォームのプロバイダーによ
り定義されており、sdscc で生成されるデータ モーション ネットワークで使用されます。プラットフォーム

のクロックを表示するには、[SDx Project Settings] の [General] パネルで [Platform] をクリックします。
別のクロック周波数を選択するには、[SDx Project Settings] の [Options] パネルで [Data Motion
Network Clock Frequency] プルダウン メニューから選択するか、またはコマンド ラインで -dmclkid を

使用して指定します。

sdscc -sds-pf zc702 -dmclkid 1

コマンド ラインでプラットフォームで使用可能なクロックを表示するには、次を実行します。

$ sdscc -sds-pf-info zc702
Platform Description
====================
Basic platform targeting the ZC702 board, which includes 1GB of DDR3,

16MB Quad-
SPI Flash and an SDIO card interface. More information at

http://www.xilinx.com/
products/boards-and-kits/EK-Z7-ZC702-G.htm
Platform Information
====================
Name: zc702
Device
------
Architecture: zynq
Device: xc7z020
Package: clg484
Speed grade: -1

System Clocks
-------------
Clock ID Frequency
----------|------------
666.666687
0 166.666672
1 142.857132
2 100.000000
3 200.000000

ARM プロセッサでのアプリケーションのコンパイルと
実行

アプリケーション開発の最初の段階では、アプリケーション コードをクロスコンパイルして、ターゲット プ
ラットフォームで実行します。SDSoC 環境に含まれる各プラットフォームにはビルド済みの SD カード イ
メージが含まれ、この SD カード イメージから、クロス コンパイルされたアプリケーションをブートおよび
実行できます。プロジェクトでハードウェアに関数を選択しない場合は、このビルド済みイメージが使用さ
れます。
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コードを変更した場合は (ハードウェア関数への変更を含む)、ソフトウェアのみのコンパイルを実行し直
して、変更によってプログラムに悪影響が出ないかどうかを確認すると有益です。ソフトウェアのみのコン
パイルは、フル システム コンパイルよりもかなり高速で、ソフトウェアのみのデバッグを使用すると、ハー
ドウェア/ソフトウェア デバッグよりも論理プログラム エラーをすばやく見つけることができます。

SDSoC 環境には Zynq®-7000 SoC の ARM® Cortex™-A9 CPU 用に 2 つの異なるツールチェーンが
含まれます。

1. arm-linux-gnueabihf: Linux アプリケーション開発用

2. arm-none-eabi: スタンドアロン (ベアメタル) および FreeRTOS アプリケーション開発用

SDSoC 環境には Zynq UltraScale+™ MPSoC の ARM Cortex-A53 CPU 用に 2 つのツールチェーンが
含まれます。

• aarch64-linux-gnu: Linux アプリケーション開発用

• aarch64-none-elf: スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション開発用

SDSoC 環境にはZynq UltraScale+ MPSoC の ARM Cortex-R5 CPU 用に次のツールチェーンが含ま
れます。

• arm-xilinx-eabi: スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション開発用

GNU ツールチェーンは、プロジェクト作成中にオペレーティング システムを選択すると定義されます。
SDSoC システム コンパイラ (sdscc/sds++) は、ハードウェア関数に関係しないすべてのソース ファイ

ルを含む CPU のコードをコンパイルする際に対応するツールチェーンが自動的に起動します。

ARM CPU のオブジェクト コードはすべて GNU ツールチェーンを使用して生成されますが、sdscc (お

よび sds++) コンパイラは Clang/LLVM フレームワークに基づいてビルドされているので、通常 GNU コ

ンパイラよりも C/C++ 言語違反に対する寛容性が低くなっています。この結果、sdscc を使用すると、

アプリケーションに必要なライブラリの一部によりフロントエンド コンパイラ エラーが発生することがありま
す。この場合、ソース ファイルをコンパイルするのに sdscc ではなく GNU ツールチェーンを直接使用

してください。これには、makefile に入力するか、[Project Explorer] タブでファイル (またはフォルダー)
を右クリックして、[C/C++ Build → Settings] → [SDSCC/SDS++ Compiler] をクリックし、コンパイラーを
arm-linux-gnueabihf-g++ に設定します。

SDSoC システム コンパイラでは、デフォルトで sd_card というプロジェクト サブディレクトリに SD カード

イメージが生成されます。Linux アプリケーションの場合、このディレクトリには次のファイルが含まれま
す。

• README.TXT: アプリケーションの実行方法の簡単な説明

• BOOT.BIN: FSBL (First Stage Boot Loader)、ブート プログラム (U-Boot) および FPGA ビットストリ

ームを含むブート イメージ

• image.ub: Linux ブート イメージ (プラットフォームは uImage、devicetree.dtb、

uramdisk.image.gz ファイルを含めて作成可能)

• <app>.elf: アプリケーション バイナリ実行ファイル

アプリケーションを実行するには、sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーし、ターゲット ボー

ドに挿入します。ターゲットに対するシリアル ターミナル接続を開いて、ボードに電源を投入します (詳
細は『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028)を参照)。Linux が起動され、ルートとして自動的にロ
グインされ、Bash シェルが表示されます。SD カードは /mnt に割り当てられます。このディレクトリから、

<app>.elf を実行できます。

スタンドアロン アプリケーションの場合、ELF、ビットストリーム、ボード サポート パッケージ (BSP) が
BOOT.BIN に含まれ、システム ブート後にアプリケーションが自動的に実行されます。
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パフォーマンスを計測するためのコードのプロファイリ
ングおよび計測用関数呼び出しの追加

ソフトウェア定義の SoC を作成する際の最初の主なタスクは、ハードウェアで実行した場合に全体的な
パフォーマンスが大幅に向上する、ハードウェアにインプリメントするのに適したアプリケーション コード
の部分を特定することです。計算集約的なプログラム ホット スポットはハードウェア アクセラレーション
に適しており、ハードウェアと CPU およびメモリ間でデータをストリーミングして計算と通信をオーバーラ
ップさせることができる場合は特に良い候補であると言えます。ソフトウェア プロファイリングは、プログラ
ムの CPU 集約型の部分を特定する標準的な方法です。

SDSoC 環境には、gprof、非介入 Target Communication Framework (TCF) プロファイラー、Eclipse

のパフォーマンス解析パースペクティブなどのザイリンクス SDK に含まれるパフォーマンスおよびプロフ
ァイリング機能がすべて含まれています。

スタンドアロン アプリケーションに対して TCF プロファイラーを実行するには、次の手順に従います。

1. [Project Explorer] ビューでプロジェクトを右クリックし、[Build Configurations] → [Set Active] →
[Debug] をクリックして、アクティブなビルド コンフィギュレーションを [Debug] に設定します。

2. [SDx Project Settings] で [Debug Application] をクリックします。

注記: ボードをコンピューターに接続して電源をオンにしておく必要があります。アプリケーションが main() に

入る地点でブレークします。

3. [Window] → [Show View] → [Other] → [Debug] → [TCF Profiler] をクリックして TCF プロファイラ
ーを起動します。

4. [TCF Profiler] タブの上部にある緑色の [Start] ボタンをクリックして TCF プロファイラーを開始しま
す。[Profiler Configuration] ダイアログ ボックスで [Aggregate per function] をイネーブルにします。

5. [Resume] ボタンをクリックしてプロファイリングを開始します。プログラムが実行を完了し、exit() 関

数でブレークします。

6. [TCF Profiler] タブで結果を確認します。

プロファイリングは、CPU プログラム カウンターのサンプリングおよび実行中のプログラムへの相関に基
づいてホット スポットを検索するための統計的な手法です。プログラムのパフォーマンスを計測するもう
1 つの方法として、実行中のプログラムの異なる部分に実際にかかる時間を判断するため、アプリケー
ションに計測用の関数呼び出しを追加する方法があります。

SDSoC 環境の sds_lib ライブラリには、アプリケーション パフォーマンスの測定に使用可能な単純な

ソース コード アノテーション ベースのタイム スタンプ API が含まれます。

/*
* @return value of free-running 64-bit Zynq(TM) global counter
*/

unsigned long long sds_clock_counter(void);
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この API を使用してタイムスタンプを収集してそれらの差を調べることにより、プログラムの主要な部分
の時間を判断できます。たとえば、次のコード例に示すように、データ転送やハードウェア関数の全体的
な実行時間を計測できます。

class perf_counter
{
public:

uint64_t tot, cnt, calls;
perf_counter() : tot(0), cnt(0), calls(0) {};
inline void reset() { tot = cnt = calls = 0; }
inline void start() { cnt = sds_clock_counter(); calls++; };
inline void stop() { tot += (sds_clock_counter() - cnt); };
inline uint64_t avg_cpu_cycles() { return (tot / calls); };

};

extern void f();
void measure_f_runtime()
{

perf_counter f_ctr;
f_ctr.start();
f()
f_ctr.stop();
std::cout << "Cpu cycles f(): " << f_ctr.avg_cpu_cycles()

<< std::endl;
}

SDSoC 環境内のパフォーマンス見積もり機能はこの API を使用し、ハードウェア インプリメンテーション
に選択された関数に計測用の関数呼び出しを自動的に追加し、ターゲット上でアプリケーションを実行
して実際の実行時間を計測して、ハードウェア関数の見積もりの実行時間と比較します。

注記: CPU 集約型の関数をプログラマブル ロジックに移行することはアプリケーションの分割に最も信頼性の高い
経験則ですが、システム パフォーマンスを向上するにはアルゴリズムを変更してメモリ アクセスを最適化することが
必要な場合があります。CPU の外部メモリへのランダム アクセス速度は、マルチレベル キャッシュおよび高速クロ
ック (通常プログラマブル ロジックよりも 2 ～ 8 倍高速) により、プログラマブル ロジックで達成できる速度よりもか
なり速くなります。大型のインデックス セットのインデックスを並べ替えるソート ルーチンなどの広いアドレス範囲に
対するポインター変数の処理は CPU には適していますが、関数をプログラマブル ロジックに移動するとマイナス
になることがあります。これはそのような計算関数がハードウェアに移動する良い候補ではないということではなく、
コードまたはアルゴリズムを再構成することが必要な場合があるということです。これは、DSP および GPU コプロセ
ッサでの既知の問題です。

関数のプログラマブル ロジックへの移動

新しいプロジェクトを作成したら [Project Explorer] に含まれている project.sdsoc をダブルクリックし

て [SDx Project Settings] を開くことができます。
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[HW functions] パネルの をクリックしてプログラムに含まれている関数のリストを表示します。ハードウ
ェア関数のリストには、上記の [General] パネルで定義されるように、Root Function からのコールグラ

フに含まれている関数が表示されます。デフォルトでは main が選択されていますが、[...] をクリックす

ると別の関数ルートを選択できます。

ダイアログ ボックスでハードウェア アクセラレーション用の関数を選択して [OK] をクリックします。選択
した関数がリスト ボックスに表示されます。Eclipse CDT のインデックス メカニズムは機能しない場合が
あるため、選択可能な関数を表示するのに選択ダイアログ ボックスを一度閉じて開き直す必要がある場
合があります。関数がリストに表示されない場合は、[Project Explorer] でその関数が含まれているファイ
ルに移動して展開表示し、関数のプロトタイプを右クリックして [Toggle HW/SW] をクリックします。

コマンド ラインでは、次の sdscc コマンド ライン オプションを使用して、ハードウェア用に foo_src.c
ファイルに含まれる関数 foo を選択します。

-sds-hw foo foo_src.c -sds-end

foo で foo_sub0.c および foo_sub1.c ファイルに含まれるサブ関数が呼び出される場合は、-
files オプションを使用します。

-sds-hw foo foo_src.c -files foo_sub0.c,foo_sub1.c -sds-end

データ モーション ネットワークは 1 つのクロックで動作しますが、より高いパフォーマンスを達成するた
めに、ハードウェア関数を異なるクロック レートで実行できます。[HW functions] パネルでリストから関数
を選択し、[Clock Frequency] プルダウン メニューからクロック周波数を選択します。クロックの一部はハ
ードウェア システムでインプリメントできない可能性があるので注意してください。

コマンド ラインでクロックを設定するには、sdscc -sds-pf-info <platform> を使用して対応するク

ロック ID を確認し、-clkid オプションを使用します。

-sds-hw foo foo_src.c -clkid 1 -sds-end

CPU で実行するために最適化されている関数をプログラマブル ロジックに移動するときは、高いパフォ
ーマンスを達成するために通常コードを変更する必要があります。プログラミング ガイドラインについて
は、ハードウェア関数の並列機能の改善およびコーディング ガイドラインを参照してください。
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システム エミュレーション

ハードウェア関数が認識されたら、ロジックをハードウェアにコンパイルして、システム全体 (PS および
PL) をエミュレーションを使用して検証します。こうすることで、システムをビットストリームにコンパイルし
てボード上に FPGA をプログラムしなくても、最終的なインプリメンテーションと同レベルの精度で検証
できます。

注記: システム エミュレーションは Linux OS でしかサポートされません。

[SDx Project Settings] で [Generate Emulation Model] をオンにすると、システム エミュレーションが有
効になります。エミュレーションではシステム全体をコンパイルする必要はないので、[Generate
Bitstream] をオフにするかどうかを尋ねるメッセージが表示されることがあります。この場合、オフにする
ことで、ランタイムが向上します。ビットストリームの生成には、その他の開発フローの段階よりも時間がか
かります。システム エミュレーションを使用すると、全ビットストリーム コンパイルと同レベルの精度でシス
テムを検証およびデバッグできます。

PL ハードウェア エミュレーションから波形データを取り込んで確認およびデバッグするには、[Debug]
プルダウン メニュー オプションを選択します。このハードウェア デバッグ情報を取り込まずに、より速く
エミュレーションするには、[Optimized] プルダウン メニュー オプションを選択します。[Debug] または
[Optimized] モードを選択したら、[Build] ツールバー ボタンをクリックして、エミュレーション用にシステ
ムをコンパイルします。システムがエミュレーション用にコンパイルされたら、[Xilinx Tools] → [Start/
Stop Emulator] をクリックすると、システム エミュレータが起動できるようになります。[Emulation] ウィンド
ウが開いたら、エミュレーションを波形ありで実行するか、波形なしで実行するか選択できます。

[Show Waveform] オプションをオフのままにしておくと、出力が直接コンソール ウィンドウにのみ表示さ
れた状態でエミュレーションが実行できます。コンソール ウィンドウには、ソース コードの print 文の結果
も含め、すべてのシステム メッセージが表示されます。これらの中には、必要な場合はハードウェア関数
に送受信される値が含まれることがあるほか、単にアプリケーションが問題なく実行されたことを示すメッ
セージが表示され、PL で実行されるソース コードと PS で実行されるコンパイル済みハードウェア関数
が論理的に問題なかったことが確認できるようになっています。

[Emulation] ウィンドウで [Show Waveform] オプションをオンにすると、コンソール ウィンドウと RTL 波形
ウィンドウでも同じ機能が使用できるようになります。RTL 波形ウィンドウには、時間の経過にしたがって
ハードウェア関数の信号の値が表示できます。このオプションを使用する場合、エミュレーションの開始
前に信号を手動で波形ウィンドウに追加しておく必要があります。[Scopes] ウィンドウを使用してデザイ
ン階層を確認したら、[Object] ウィンドウで監視する信号を選択し、右クリックでその信号を波形ウィンド
ウに追加します。[Run All] ツールバー ボタンをクリックして、波形ウィンドウへのアップデートを開始しま
す。

注記: RTL 波形を使用して実行すると、ランタイムは遅くなりますが、ハードウェア関数の動作を詳細に解析できま
す。
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システム エミュレーションを開始するには、Project Navigator でアクティブ プロジェクトを選択し、
[Emulator] メニューから [Run] → [Run As] → [Launch] をクリックするか、[Emulator] メニューから
[Debug] → [Debug As] → [Launch] をクリックします。コンソール ウィンドウにプログラム出力が表示さ
れます。[Show Waveform] オプションを選択した場合は、RTL 波形のハードウェア関数にも該当する反
応が表示されます。システム エミュレーションの実行中は、[Debug] モードのブレークポイントを一時停
止して、[Debug] パースペクティブで解析を実行できます。コードの実行中の一時停止でも、ボードで実
行される FPGA と同様、RTL 波形は続けて実行されてアップデートされます。エミュレーションは [Xilinx
Tools] → [Start/Stop Emulator] のあと [Stop] をクリックすると停止できます。エミュレーションに最適な
例を参照する場合は、Emulation Example テンプレートを使用してプロジェクトを作成してください。プロ
ジェクトの README.txt ファイルには、SDx GUI およびコマンド ラインの両方でエミュレーションを実行

する手順が含まれています。

次の図は、コマンド ラインから実行するシステム エミュレーション セッションを示しています。左側は
QEMU コンソールで、右側は PL 波形です。

SDSoC 環境でのトラブルシューティング

SDSoC™ 環境を使用する際に発生する主な問題には、次があります。

• ソフトウェア コンパイラで検出される典型的なソフトウェア構文エラー、またはデザインが大きすぎて
ターゲット プラットフォームにフィットしないなどの SDSoC 環境フロー特有のエラーにより、コンパイ
ル/リンク時エラーが発生する可能性があります。

• ヌル ポインター アクセスなどの一般的なソフトウェアの問題、またはアクセラレータとの誤データの
送受信などの SDSoC 環境特有の問題が原因で、ライタイム エラーが発生する可能性があります。

• アクセラレーションに使用したアルゴリズムの選択、アクセラレータとのデータの送受信にかかる時
間、およびアクセラレータとデータ モーション ネットワークの実動作速度などが原因で、パフォーマ
ンスの問題が発生する可能性があります。

• プログラムの動作の問題の原因は、アルゴリズムの目的をインプリメントできないコードの論理的な
エラーである可能性があります。
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コンパイルおよびリンク時エラーのトラブルシューティング

通常、コンパイル/リンク時エラーは、make を実行した場合にエラー メッセージで示されます。さらにプ

ローブするには、SDSoC™ 環境で作成されたビルド ディレクトリの _sds/reports ディレクトリからログ

ファイルと rpt ファイルを確認します。最後に生成されたログ ファイルには、該当する入力ファイルの構

文エラーや、アクセラレータ ハードウェアまたはデータ モーション ネットワークの合成中にツールチェー
ンで生成されたエラーなど、通常エラーの原因が示されます。

次に SDSoC 環境特有のエラーに対処する方法のヒントを示します。

• SDSoC 開発チェーンのツールでレポートされたツール エラー

◦ 該当するコードがコード ガイドラインに従っているかどうかを確認します。

◦ プラグマの構文を確認します。

◦ プラグマにスペルミスがないかどうか確認します。これが原因で正しい関数に適用されていな
い可能性があります。

• Vivado Design Suite 高位合成 (HLS) でタイミング要件を満たすことができない

◦ SDSoC IDE (または sdscc/sds++ コマンド ライン パラメーター) でアクセラレータに対して低

速のクロック周波数を選択します。

◦ HLS で高速のインプリメンテーションを生成できるようにコード構造を変更します。詳細は、ハ
ードウェア関数の並列機能の改善を参照してください。

• Vivado ツールでタイミングを満たすことができない

◦ SDSoC IDE でデータ モーション ネットワークまたはアクセラレータ (あるいはその両方) に対
してより低速のクロック周波数を選択します (コマンド ラインからの場合は sdscc/sds++ コマ

ンド ライン パラメーターを使用)。

◦ HLS ブロックをより高速なクロック周波数に合成して合成/インプリメンテーション ツールに余
裕を持たせます。

◦ HLS に渡される C/C++ コードを変更するか、HLS 指示子をさらに追加して HLS ブロックが
速くなるようにします。

◦ リソース使用量が約 80% を超える場合は (_sds/ipi/*.log の Vivado ツール レポートおよ

びその下位ディレクトリに含まれるその他のログ ファイルを参照)、デザインのサイズを減らしま
す。デザイン サイズの削減方法については、次の項目を参照してください。

• デザインが大きすぎてフィットしない

◦ アクセラレーションする関数の数を減らします。

◦ アクセラレータ関数のコーディング スタイルを、よりコンパクトなアクセラレータが生成されるよう
に変更します。並列処理の量を減らすには、ハードウェア関数の並列機能の改善を参照して
ください。

◦ アクセラレータの複数のインスタンスが作成される原因となっているプラグマとコーディング ス
タイル (パイプライン処理) を変更します。

◦ プラグマを使用して AXIDMA_SG の代わりに AXIFIFO のようなより小型のデータ ムーバーを
選択します。

◦ 入力および出力パラメーター/引数の数が少なくなるようハードウェア関数を記述し直します
(特に、入力/出力がデータ ムーバー ハードウェアを共有できない連続ストリーム (シーケンシ
ャル アクセス配列引数) タイプの場合)。
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ランタイム エラーのトラブルシューティング

sdscc/sds++ を使用してコンパイルされたプログラムは、SDSoC™ 環境またはザイリンクス SDK で提供

される標準のデバッガーを使用してデバッグできます。不正な結果、プログラムの早期終了、およびプロ
グラムの応答停止などが典型的なランタイム エラーとして挙げられます。最初の 2 つのエラーは C/
C++ プログラマにはよく知られており、デバッガーでコードをステップ スルーすることによりデバッグでき
ます。

プログラムの応答停止は、#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL) を使用して作成

したストリーミング接続を介して転送するデータ量を間違って指定したり、Vivado HLS 内の合成可能な
関数でストリーミング インターフェイスを指定したり、ストリーミング ハードウェア インターフェイスを含む
ビルド済みライブラリの C 呼び出し可能なハードウェア関数のために発生するランタイム エラーです。
プログラムの応答停止は、ストリームのコンシューマーがプロデューサーから送信されるデータを待機し
ているときに、プロデューサーがデータの送信を停止した場合に発生します。

ハードウェア関数からのストリーミング入力および出力となる次のようなコードがあるとします。

#pragma SDS data access_pattern(in_a:SEQENTIAL, out_b:SEQUENTIAL)
void f1(int in_a[20], int out_b[20]);     // declaration

void f1(int in_a[20], int out_b[20]) {    // definition
int i;
for (i=0; i < 19; i++) {

out_b[i] = in_a[i];
}

}

このループでは in_a ストリームが 19 回読み出されるのに、in_a[] のサイズが 20 になっています。こ

のため、f1 にストリームされるすべてのデータが処理されるまで f1 の呼び出し元が待機すると、永久

的に待機することになり、応答停止となります。同様に、f1 で 20 個の int 値が送信されるのを呼び出し

元が待機すると、f1 では 19 個しか送信されないため、永久的に待機することになります。このようなプ

ログラムの応答停止の原因となるプログラム エラーは、システム エミュレーションを使用してデータ信号
がスタティックであるかどうかを確認 (関連するプロトコル信号 TLAST、ap_ready、ap_done、TREADY な

どを確認) するか、非シーケンシャル アクセスや関数内の不正なアクセス カウントなどのストリーミング
アクセス エラーがフラグされるようコードで設定すると検出できます。ストリーミング アクセスの問題は、
通常ログ ファイルに不正ストリーミング アクセス警告 (improper streaming access) として示され、

これらが実際にエラーであるかをユーザーが確認する必要があります。

次に、ランタイム エラーのその他の原因を示します。

• wait() 文を不正に配置した場合は、次のようになります。

◦ ハードウェア アクセラレータで正しい値が書き込まれる前にソフトウェアが無効なデータを読
み出す

◦ 関連するアクセラレータよりも前にブロッキング wait() が呼び出されて、システムが停止する

• メモリ一貫性を持たせる #pragma SDS data mem_attribute プラグマの使用に一貫性がない

と、不正な結果となることがある
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パフォーマンス問題のトラブルシューティング

SDSoC 環境では、sds_clock_counter() 関数により基本的なパフォーマンス監視機能が提供されて

います。この関数を使用すると、アクセラレーションされるコードとされないコードなど、コード セクション
間における実行時間の差異を調べることができます。

Vivado HLS レポート ファイル (_sds/vhls/…/*.rpt) でレイテンシ値を見ると、実際のハードウェア ア

クセラレーション時間を見積もることができます。SDSoC IDE プロジェクトの [Platform Details] で CPU
クロック周波数を、[SDx Project Settings] でハードウェア関数のクロック周波数を確認できます。X アク
セラレータのクロック サイクルのレイテンシは、X * (processor_clock_freq/
accelerator_clock_freq) プロセッサ クロック サイクルです。実際の関数呼び出しにかかる時間とこ

の時間を比較すると、データ転送のオーバーヘッドを確認できます。

パフォーマンスを最大限に改善するには、アクセラレーションされる関数の実行に必要な時間が元のソ
フトウェア関数の実行に必要な時間よりもかなり短くなることが必要です。そうならない場合は、sdscc/
sds++ コマンドラインで別の clkid を選択して、アクセラレータをより高速の周波数で実行してみてくだ

さい。この方法で改善が見られない場合は、データ転送のオーバーヘッドがアクセラレーションされる関
数の実行時間に影響していないかを確認し、このオーバーヘッドを減らす必要があります。デフォルトの
clkid はすべてのプラットフォームで 100MHz です。特定のプラットフォームの clkid 値の詳細は、

sdscc –sds-pf-info <platform name> を実行すると取得できます。

データ転送のオーバーヘッドが大きい場合は、次を変更すると改善される可能性があります。

• より多くのコードをアクセラレーションされる関数に移動して、この関数の計算にかかる時間を長く
し、データ転送にかかる時間との比率を向上させます。

• コードを変更するかプラグマを使用して必要なデータのみを転送するようにし、転送するデータ量
を減らします。

アプリケーションのデバッグ

SDSoC™環境を使用すると、SDSoC IDE を使用してプロジェクトを作成およびデバッグできます。プロジ
ェクトは、ユーザー定義の makefile を使用して SDSoC IDE 外で作成することも可能で､コマンド ライン
または SDSoC IDE のいずれでもでデバッグできます。

SDSoC IDE でインタラクティブなデバッガーを使用する方法については、『SDSoC 環境チュートリアル:
入門』 (UG1028) を参照してください。
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コード ガイドライン
このセクションでは、SDSoC システム コンパイラを使用したアプリケーション プログラミングでの一般的
なコーディング ガイドラインを示します。これらのガイドラインは、SDSoC 環境に含まれている GNU ツー
ルチェーンを使用して Zynq® デバイス内の ARM CPU 用にクロス コンパイルされているアプリケーショ
ン コードから開始していることを前提としています。

sdscc/sds++ の起動に関するガイドライン

SDSoC IDE では、C++ ファイルに対して sds++、C ファイルに対して sdscc を起動する makefile が生

成されますが、sdscc/sds++ でコンパイルする必要があるのは次のようなコードを含むソース ファイル

のみです。

• ハードウェア関数を定義するコード

• ハードウェア関数を呼び出すコード

• ハードウェア関数に送信されるバッファーを割り当てまたはメモリ マップするためなどに sds_lib
関数を使用するコード

• 上記の下流にある呼び出しグラフの推移閉包に関数を含むファイル

その他のソース ファイルは、ARM GNU ツールチェーンで問題なくコンパイルできます。

大型のソフトウェア プロジェクトには、sdscc で生成されたハードウェア アクセラレータおよびデータ モ

ーション ネットワークに関連しない多数のファイルおよびライブラリが含まれている可能性があります。
sdscc コンパイラで生成されたハードウェア システム (OpenCV ライブラリなど) に関連しないソース ファ

イルに対してエラーがレポートされた場合は、それらのファイル (またはフォルダー) を右クリックして
[Properties] → [C/C++ Build] → [Settings] をクリックし、[Command] を GCC に変更することにより、こ

れらのファイルを sdscc ではなく GCC でコンパイルしてください。

makefile ガイドライン

<sdsoc_root>/samples のデザインに含まれる makefile では、すべての sdscc ハードウェア関数オ

プションが 1 つのコマンド ラインにまとめられます。これは必須ではありませんが、ハードウェア関数を
含むファイルに対して makefile のアクションを変更せずに制御構造全体とその依存性を makefile 内で
保持できるという利点があります。

• たとえば、C++ ファイルの場合は CC = sds++ ${SDSFLAGS}、C ファイルの場合は sdscc を起

動すると、SDSoC 環境コマンド ライン全体をキャプチャする make 変数を定義できます。このように
すると、すべての SDSoC 環境オプションが ${CC} 変数にまとめられます。プラットフォームおよび

ターゲット OS をこの変数で定義します。
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• ハードウェア関数を含む各ファイルに対してコマンド ラインに -sds-hw/-sds-end 節が必要で

す。次に例を示します。

-sds-hw foo foo.cpp -clkid 1 -sds-end

SDSoC コンパイラおよびリンカー オプションのリストは、SDSCC/SDS++ コンパイラのコマンドおよび
オプションを参照するか、sdscc --help を使用してください。

一般的な C/C++ ガイドライン

• ハードウェア関数は、マスター スレッドで制御することにより同時に実行できます。複数のマスター
スレッドがサポートされています。

• 最上位ハードウェア関数は、クラス メソッドではなくグローバル関数にする必要があり、オーバーロ
ードさせることはできません。

• ハードウェア関数には、例外処理のサポートはありません。

• ハードウェア関数またはそのサブ関数内のグローバル変数がソフトウェアで実行中のほかの関数で
も参照されている場合、そのグローバル変数を参照することはできません。

• ハードウェア関数では、double、long long、packed structs などを含め、最大 1024 ビットのスカラー
型がサポートされています。

• ハードウェア関数には、少なくとも 1 つの引数が含まれている必要があります。

• ハードウェア関数への出力または入力スカラー引数は、複数回指定することができますが、関数が
終了する際には最後に記述された値のみが読み出されます。

• #ifdef および #ifndef プリプロセッサ文を含むコードを保護するため、定義済みマクロを使用し

ます。マクロ名の前後にはアンダースコアを 2 つずつ付けます。例はSDSCC/SDS++ コンパイラの
コマンドおよびオプションを参照してください。

◦ __SDSCC__ マクロは、sdscc または sds++ を使用してソース ファイルをコンパイルするたび

に定義されて -D オプションとしてサブツールに渡されます。また、コードが sdscc/sds++ で

コンパイルされるか GNU ホスト コンパイラなどの別のコンパイラでコンパイルされるかに基づ
いてコードを保護するために使用できます。

◦ sdscc または sds++ で Vivado HLS を使用したハードウェア アクセラレーション用にソース

ファイルをコンパイルする場合は、__SDSVHLS__ マクロが定義され、-D オプションとして渡さ

れるので、このマクロを使用して高位合成が実行されるかされないかに基づいてコードを保護
することができます。
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ハードウェア関数の引数型

SDSoC™環境の sdscc/sds++ システム コンパイラでは、C99 基本演算型の単一または配列、メンバー

が単一または配列にフラット化される C99 基本演算型 struct または class (階層構造体をサポー

ト)、メンバーが単一の C99 基本演算型にフラット化される struct の配列などになるような型のハード

ウェア関数の引数がサポートされます。スカラー引数は、1024 ビットのコンテナーに収まる必要がありま
す。SDSoC™ 環境では、引数型と次のプラグマに基づいて、各ハードウェア インターフェイス タイプが
自動的に推論されます。

#pragma SDS data copy|zero_copy

#pragma SDS data access_pattern

インターフェイスの互換性が損なわれないようにするため、Vivado®HLS インターフェイス タイプ指示子
およびプラグマをソース コードに含めるのは、sdscc で適切なハードウェア インターフェイス指示子が

生成されないときのみにしてください。

• Vivado® HLS では、任意精度型の ap_fixed<int>、ap_int<int>、および hls::stream クラ

スが提供されています。SDSoC 環境 では、ap_fixed<int> 型を 7 より大きく 1025 より小さい幅

(7 < 幅 < 1025) として指定する必要があります。hls::stream データ型はハードウェア関数への

関数引数としてはサポートされません。

• デフォルトでは、ハードウェア関数への配列引数はデータをコピーすると転送されます。これは、
#pragma SDS data copy を使用するのと同等です。このため、配列引数は入力として使用する

か、出力として生成する必要があり、両方には使用しないようにします。ハードウェア関数で読み出
しおよび書き込みされる配列の場合は、#pragma SDS data zero_copy を使用して、コンパイラ

にその配列は共有メモリ内に保持する必要があり、コピーされないように指示する必要があります。

• ハードウェア/ソフトウェア インターフェイスでのアライメントを確実にするため、bool 配列のハード

ウェア関数の引数は使用しないでください。

重要: ハードウェア関数のポインター引数には、特別な注意が必要です。ハードウェア関数は物理アドレスで動作
します。これは、通常ユーザー空間プログラムでは使用できないので、ポインターはハードウェア関数に渡される
データ構造に埋め込むことはできません。

重要:

デフォルトでは、プラグマがない場合、ポインター引数は C/C++ では 1 次元配列型を示す可能性もありますが、
スカラー パラメーターとして処理されます。次に、使用可能なインターフェイス プラグマを示します。

• このプラグマは、共有メモリを使用したポインター セマンティクスを提供します。

#pragma SDS data zero_copy

• このプラグマは、引数をストリームにマップします。配列要素がインデックス順にアクセスされることが必要で
す。data copy プラグマは、sdscc システム コンパイラがデータ転送サイズを決定できず、エラーが発生した

場合にのみ必要です。

#pragma SDS data copy(p[0:<p_size>])

#pragma SDS data access_pattern(p:SEQUENTIAL)
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重要: ハードウェア関数の配列に対して非シーケンシャル アクセスが必要な場合は、ポインター引数を A[1024]
などのように次元を明示的に宣言した配列に変更する必要があります。

ハードウェア関数呼び出しのガイドライン

• SDSoC™ 環境で生成されたスタブ関数は、ハードウェア関数宣言内の対応する引数のコンパイル
時に特定可能な配列範囲によって、正確なバイト数を転送します。ハードウェア関数で可変データ
サイズを使用できる場合、次のプラグマを使用して、演算式で定義されたサイズのデータを転送す
るコードが生成されるように指定できます。

#pragma SDS data copy|zero_copy(arg[0:<C_size_expr>])

<C_size_expr> は関数宣言のスコープでコンパイルする必要があります。

zero_copy プラグマは、引数を共有メモリにマップするよう指定します。

意図するデータ転送サイズと実際のデータ転送サイズが異なると、システムがランタイム時に停止
し、面倒なハードウェア デバッグでしか解決できない状況が発生することがあるので注意してくださ
い。

• DMA で転送された配列をキャッシュ ラインの境界 (L1 および L2 キャッシュ) に揃えます。これら
の配列を割り当てるには、malloc() ではなく、SDSoC 環境で提供されている sds_alloc() API

を使用してください。

• 配列をページ境界に揃え、スキャッター ギャザー DMA で転送されるページ数を最小限に抑えま
す (malloc で割り当てられる配列など)。

• 次の場合は、sds_alloc を使用して配列を割り当てる必要があります。

1. 配列に zero-copy プラグマを使用している

2. シンプル DMA または 2D-DMA を使用するようにシステム コンパイラに明示的に指示するプ
ラグマを使用している

sds_lib.h から sds_alloc() を使用するには、sds_lib.h を含める前に stdlib.h を含める

必要があります。stdlib.h は、size_t タイプを提供するために含めます。
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代表的なサンプル デザイン
SDSoC IDE 内でベース プラットフォームの 1 つに対して新しい SDSoC 環境プロジェクトを作成する際
は、オプションで複数の代表的なデザインのいずれかを選択できます。

• ファイル I/O ビデオ: 単純なファイル ベースのビデオ プロセッシング例

• 合成可能 FIR フィルター: Vivado HLS ライブラリを使用した例

• 行列乗算: 標準的な線形代数ハードウェア アクセラレータ

• C 呼び出し可能な RTL ライブラリの使用: ハードウェア記述言語 (HDL) で記述されたパッケージ
済み C 呼び出し可能 IP を使用した例

ファイル I/O ビデオ

フレーム バッファーの読み出し/書き込みを実行する代わりに、ファイルからビデオ データを読み出して
処理済みデータをファイルにライトバックすると有益な場合があります。この手法を
file_io_manr_sobel という単純なサンプル デザインで示します。このサンプル デザインでは、

ZC706 のベース プラットフォームが使用されています。次に、main() 関数の全体的な構造を示しま

す。

int main()

{

// code omitted

read_frames(in_filename, frames, rows, cols, …);

process_frames(frames, …);

write_frames(out_filename, frames, rows, cols, …);

// code omitted

}
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ビデオ ハードウェアでは入力と出力の同期が不要なため、process_frames() に含まれるソフトウェア

ループは単純で、ハードウェア インプリメンテーションに manr と sobel_filter を選択した場合、ハ

ードウェア関数パイプラインが作成されます。

for (int loop_cnt = 0; loop_cnt<frames; loop_cnt++) {

// set up manr_in_current and manr_in_prev frames

manr( nr_strength,manr_in_current, manr_in_prev, yc_out_tmp);

sobel_filter(yc_out_tmp, out_frames[frame]);

}

入力および出力ビデオ ファイルは YUV422 形式です。platform ディレクトリには、アクセラレータ コード
で使用されるこれらのファイルをフレーム配列に変換するソースとフレーム配列をこれらのファイルに変
換するソースが含まれています。最上位ディレクトリの makefile は、アプリケーション バイナリを生成する
プラットフォームのソースと共にアプリケーション ソースをコンパイルします。

合成可能 FIR フィルター

SDSoC 環境に含まれる Vivado HLS ソース コード ライブラリの関数の多くは、SDSoC 環境のコード ガ
イドラインに従っていません。SDSoC 環境でこれらのライブラリを使用するには、通常関数をラップして、
移植不可能なデータ型またはサポートされない言語コンストラクトから SDSoC システム コンパイラを隔
離する必要があります。

合成可能 FIR フィルターのサンプル デザインでは、このようなライブラリ関数 (この場合は有限インパル
ス応答デジタル フィルターを計算するライブラリ関数) を使用する標準的な方法を示します。この例で
は、フィルター クラス コンストラクターおよび演算子を使用してサンプル ベースのフィルタリングを作成
して実行します。SDSoC 環境内でこのクラスを使用するには、次のように関数ラッパー内にラップしま
す。

void cpp_FIR(data_t x, data_t *ret)
{

static CF<coef_t, data_t, acc_t> fir1;
*ret = fir1(x);

}

このラッパー関数は、アプリケーション コードから起動できる最上位ハードウェア関数になります。

行列乗算

行列乗算は多くのアプリケーション ドメインで使用される計算負荷の高い一般的な操作です。SDSoC
IDE には、すべてのベース プラットフォームに対するテンプレート例が含まれます。これらのコードに
は、システム パフォーマンスの向上で説明するように、メモリ割り当てとメモリ アクセスに SDSoC 環境の
システム最適化を有益に使用する方法が示されるほか、最適化ガイドラインで説明するように、関数イン
ライン展開、ループ展開、配列の分割のような Vivado HLS 最適化が示されます。
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C 呼び出し可能な RTL ライブラリの使用

SDSoC システム コンパイラでは、VHDL または Verilog のようなハードウェア記述言語 (HDL) のレジス
タ トランスファー レベル (RTL) で記述した IP ブロックを使用してインプリメントされたハードウェア関数
をライブラリに含めることができます。このようなライブラリを作成する方法については、C 呼び出し可能
な IP ライブラリの使用を参照してください。この例では、SDSoC プロジェクトでライブラリを使用する方法
を示します。

SDSoC IDE でこのサンプル デザインをビルドするには、新しい SDSoC プロジェクトを作成して、C 呼び
出し可能な RTL ライブラリ テンプレートを選択します。src/SDSoC_project_readme.txt で説明さ

れているように、まず SDSoC ターミナル ウィンドウからコマンド ラインでライブラリをビルドする必要があ
ります。

ライブラリを使用してアプリケーションをビルドするには、C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用で説明さ
れるように -l および -L リンカー オプションを追加する必要があります。[Project Explorer] タブでプロ

ジェクトを右クリックし、[C/C++ Build Settings] → [SDS++ Linker] → [Libraries] をクリックして、-
lrtl_arraycopy および -L<path to project> オプションを追加します。
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C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用
C 呼び出し可能なライブラリの使用方法は、ソフトウェア ライブラリの使用方法と同様です。次の例に示
すように、該当するソース ファイルでライブラリのヘッダー ファイルを #include で含めて、sdscc -
I<path> オプションを使用してソース コードをコンパイルします。

> sdscc –c –I<path to header> –o main.o main.c

SDSoC IDE を使用する場合は、プロジェクトを右クリックして [C/C++ Build Settings] → [SDSCC
Compiler] → [Directories](C++ コンパイルの場合は [SDS++ Compiler] → [Directories]) をクリックして

これらの sdscc オプションを追加します。

ライブラリをアプリケーションにリンクするには、-L<path> および -l<lib> オプションを使用します。

> sdscc –sds-pf zc702 ${OBJECTS} –L<path to library> -l<library_name> –o
myApp.elf

標準 GNU リンカーを使用する場合と同様、libMyLib.a というライブラリの場合は、-lMyLib を使用し

ます。

SDSoC IDE を使用する場合は、プロジェクトを右クリックして [C/C++ Build Settings] → [SDS++ Linker]
→ [Libraries] をクリックしてこれらの sdscc オプションを追加します。

C 呼び出し可能なライブラリを使用するコード例は、SDSoC™ 環境インストールの samples/fir_lib/
use および samples/rtl_lib/arraycopy/use ディレクトリの下に含まれます。
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C 呼び出し可能ライブラリ

このセクションでは、VHDL や Verilog のようなハードウェア記述言語で記述された IP ブロックの C 呼
び出し可能ライブラリを作成する方法について説明します。ユーザー アプリケーションは、SDSoC シス
テム コンパイラーを使用してこのようなライブラリとスタティックにリンクでき、IP ブロックは生成されたハー
ドウェア システムにインスタンシエートされます。C 呼び出し可能ライブラリでは、sdscc でコンパイルさ

れたアプリケーションによるプラットフォームに含まれる IP ブロックへのアクセスも提供されます (ライブラ
リの作成を参照)。

図 2: C 呼び出し可能ライブラリの作成および使用

Use the libraryUse the libraryLibraryLibraryCreate a LibraryCreate a Library

The packaged IP must use 
supported AXI and control 

interfaces

#include fir.h
void main (){
    ….
    x= ….
    fir (x,y);
    ….

…
LFLAGS = -lfir
#LFLAGS = -lfirsw...

SDSoC
(SDK/Vivado)

PS

I/O I/O

libfir.a

sdslib

void fir (int*a, int*b);

<xd:parameter
xd:name=”Data_Width”
xd.value=”8"/> ...

void fir (int*a, int*b){
}

<xd:arg xd:name=”a”
xd:busInterfaceRef=”S_
AXIS_DATA” ...

Vivado Packaged fir IPVivado Packaged fir IP

Header file fir.hHeader file fir.h

IP Parameters (.xml)IP Parameters (.xml)

Empty stub file (fir.c)Empty stub file (fir.c)

Arg to Port map (.xml)Arg to Port map (.xml)
OptionalOptional: Latency, resources: Latency, resources

../include
Fir.h  

PL

Platform

firfir

X14779-042516

次に、SDSoC プラットフォームのソフトウェア呼び出し可能ライブラリに含まれているエレメントを示しま
す。

• ヘッダー ファイル

◦ 関数プロトタイプ
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• スタティック ライブラリ

◦ 関数定義

◦ IP コア

◦ IP コンフィギュレーション パラメーター

◦ 関数引数マップ

ヘッダー ファイル

ライブラリでは、ユーザー アプリケーションのソース ファイルに含めることができるヘッダー ファイルの
IP にマップされる関数プロトタイプを宣言する必要があります。これらの関数で、ソフトウェア アプリケー
ション コードを介して IP にアクセスするための関数呼び出しインターフェイスが定義されます。

例:

// FILE: fir.h
#define N 256
void fir(signed char X[N], short Y[N]);

スタティック ライブラリ

SDSoC 環境のスタティック ライブラリには、プログラマブル リソース上でソフトウェア関数を実行できるよ
うにするエレメントが複数含まれています。

関数定義

関数インターフェイスでは、ライブラリへのエントリ ポイントが関数または関数のセットとして定義されま
す。 これをユーザー コードで呼び出して IP をターゲットにすることができます。関数定義には、空の関
数ボディを含めることができます。 SDSoC では、これらが API 呼び出しに置き換えられ、IP ブロック間と
のデータ転送が実行されます。これらの呼び出しのインプリメンテーションは、SDSoC システム コンパイ
ラーで作成されたデータ モーション ネットワークによって異なります。関数定義には #include stdlib.h
および stdio.h を含める必要があります。これらは関数ボディが置き換えられてコンパイルされる際に使
用されます。

例:

// FILE: fir.c
#include "fir.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void fir(signed char X[N], short Y[N])
{

// SDSoC replaces function body with API calls for data transfer
}

注記: ライブラリへリンクするアプリケーション コードでは、#include stdlib.h および stdio.h も使用する必要がありま
す。 これらは、SDSoC システム コンパイラーで生成されたスタブの API 呼び出しに必要です。
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IP コア

C 呼び出し可能ライブラリの HDL IP コアは、Vivado® ツールを使用してパッケージする必要がありま
す。この IP コアは、Vivado ツールの IP リポジトリまたは別のディレクトリに含めることができます。ライブ
ラリが使用されるときに該当する IP コアがハードウェア システムにインスタンシエートされます。

『Vivado Design Suite ユーザー ガイド : IP を使用した設計』 (UG896) に説明されているように、Vivado
Design Suite で IP をパッケージする必要があります。Vivado IP パッケージャー ツールでは､HDL、そ
の他のソース ファイル、および IEEE-1685 IP-XACT 規格に準拠した IP 定義ファイル
(component.xml) のディレクトリ構造が作成されます。また、パッケージャーでは Vivado Design Suite

で必要なディレクトリおよびそのディレクトリに含まれるファイルを含んだアーカイブ ZIPファイルも作成さ
れます。

IP では AXI4、AXI4-Lite、および AXI4 Stream インターフェイスをエクスポートできます。IP 制御レジス
タは、アドレス オフセット 0x0 に存在している必要があり、次の 2 つの異なるタスク プロトコルをサポート

できます。

1. 'none' - 制御レジスタは定数値 0x6 に接続する必要があります。これで、全データが AXI4-Stream

インターフェイスを介して、またはAXI-Lite バスを使用したメモリ マップド レジスタに対する同期読み
出しまたは書き込みを介して同期された状態で、コアが電源投入後に続けて実行されるようになりま
す。

2. 'axilite' - 制御レジスタは、Vivado HLS で生成される IP の axilite 制御インターフェイスに一

致する次の仕様に従っている必要があります。

制御信号は通常は簡単に判別できます。ap_start 信号で IP 実行が開始され、ap_done 信号で IP

のタスクの完了が示され、ap_ready 信号で IP を開始できることが示されます。ap_ctrl_hs 定義の詳

細は､Vivado の高位合成に関する資料を参照してください。

// 0x00 : Control signals

// bit 0 - ap_start (Read/Write/COH)

// bit 1 - ap_done (Read/COR)

// bit 2 - ap_idle (Read)

// bit 3 - ap_ready (Read)

// bit 7 - auto_restart (Read/Write)

// others - reserved

// (COR = Clear on Read, COH = Clear on Handshake)

重要: HDL IP を Vivado Design Suite に統合する方法の詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: カスタム
IP の作成およびパッケージ』 (UG1118) を参照してください。
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IP コンフィギュレーション パラメーター

HDL IP コアのほとんどは、合成時にカスタマイズできます。カスタマイズは、IP コアの動作を定義する
IP パラメーターで設定できます。SDSoC 環境ではコアが生成されたシステムにインスタンシエートされる
ときにこの情報が使用されます。この情報は XML ファイルに含まれています。

xd:component 名は spirit:component 名と同じで､xd:parameter 名はそれぞれ IP のパラメータ

ー名にする必要があります。IP インテグレーターのパラメーター名を確認するには、ブロックを右クリック
して [Edit IP Meta Data] をクリックして、IP カスタマイズ パラメーターにアクセスします。

例 :

<!—- FILE: fir.params.xml --
><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xd:component xmlns:xd="http://www.xilinx.com/xd" xd:name="fir_compiler">
<xd:parameter xd:name="DATA_Has_TLAST" xd:value="Packet_Framing"/>
<xd:parameter xd:name="M_DATA_Has_TREADY" xd:value="true"/>
<xd:parameter xd:name="Coefficient_Width" xd:value="8"/>
<xd:parameter xd:name="Data_Width" xd:value="8"/>
<xd:parameter xd:name="Quantization" xd:value="Integer_Coefficients"/>
<xd:parameter xd:name="Output_Rounding_Mode" xd:value="Full_Precision"/>
<xd:parameter xd:name="CoefficientVector"

xd:value="6,0,-4,-3,5,6,-6,-13,7,44,64,44,7,-13,-6,6,5,-3,-4,0,6"/></xd:component>

関数引数マップ

SDSoC システム コンパイラには、ライブラリの関数プロトタイプから、関数をインプリメントする IP ブロック
で定義されているハードウェア インターフェイスへのマップが必要です。この情報は、関数マップ XML
ファイルに含まれます。XML 属性リテラル、たとえば配列サイズは定数である必要があり、マクロにはで
きません (SDSoC 環境では XML ファイルのリテラルを解決するのにヘッダー ファイルでマクロが使用さ
れません)。
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次の情報が含まれます。

• XML 名前空間: xmlns:xd="http://www.xilinx.com/xd" と定義する必要あり

• 関数名 : コンポーネントにマップされる関数の名前

• コンポーネント リファレンス : IP-XACT VNLV (Vendor-Name-Library-Version) ID からの IP タイ
プの名前

◦ 関数がプラットフォームに関連付けられている場合は、コンポーネント リファレンスはプラットフ
ォーム名です。例は、『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインからのプラットフォー
ムの作成』 (UG1236) を参照してください。

• C 引数名 : 関数引数のアドレス表現 (例 : x (スカラーを値で渡す) または *p (ポインターで渡す))

注記: 関数マップの引数名は関数定義の引数と一致しており、同じ順序である必要があります。

• 関数引数の方向 : in (関数への入力引数) または out (関数への出力引数)。SDSoC 環境では現

在のところ inout 関数引数はサポートされません。

• バス インターフェイス : 関数引数に対応する IP ポートの名前。プラットフォーム コンポーネントで
は、この名前はプラットフォーム インターフェイス xd:name であり、対応するプラットフォーム IP の

実際のポート名ではありません。

• ポート インターフェイス タイプ : 対応する IP ポート インターフェイス タイプ。 現在のところ、aximm
(スレーブのみ) または axis である必要があります。

• アドレス オフセット: aximm スレーブ ポートにマップされる引数に必要な 16 進数アドレス (0x40 な

ど) で、定数である必要があります。

• データ幅: データごとのビット数で、定数である必要があります。

• 配列のサイズ: 配列引数のエレメント数で、定数である必要があります。

次に、samples/fir_lib/build からの Vivado FIR Filter Compiler IP コンフィギュレーション用の関

数マップを示します。

<!—- FILE: fir.fcnmap.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xd:repository xmlns:xd="http://www.xilinx.com/xd">

<xd:fcnMap xd:fcnName="fir" xd:componentRef="fir_compiler">
<xd:arg xd:name="X"

xd:direction="in"
xd:portInterfaceType="axis"
xd:dataWidth="8"
xd:busInterfaceRef="S_AXIS_DATA"
xd:arraySize="32"/>

<xd:arg xd:name="Y"
xd:direction="out"
xd:portInterfaceType="axis"
xd:dataWidth="16"
xd:busInterfaceRef="M_AXIS_DATA"
xd:arraySize="32"/>

<xd:latencyEstimates xd:worst-case="20" xd:average-case="20"
xd:best-case="20"/>

<xd:resourceEstimates xd:BRAM="0" xd:DSP="1 xd:FF="200"
xd:LUT="200"/>

</xd:fcnMap>
</xd:repository>
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ライブラリの作成

ザイリンクスでは、SDSoC ライブラリを作成するための sdslib というユーティリティを提供しています。

使用方法

sdslib [arguments] [options]

引数 (必須)

引数 説明

-lib <libname> 作成または追加するライブラリの名前

<function_name
file_name>+

関数名とファイル名のペアを 1 つ以上指定します。

例: fir fir.c

-vlnv
<v>:<l>:<n>:<v>

使用する IP コアを VLNV で指定します。たとえば「-vlnv
xilinx.com:ip:fir_compiler:7.1」のように指定します。

-ip-map <file> IP 関数マップとして使用するファイルを指定します。

-ip-params
<file>

IP パラメーターとして使用するファイルを指定します。

-pfunc IP コアがプラットフォーム関数であることを指定します。

オプション 説明

-ip-repo <path> HDL IP リポジトリ検索パスを追加します。

-target-os <name> ターゲット オペレーティング システムを指定します。

• linux (デフォルト)

• standalone (ベアメタル)

--help ヘルプ情報を表示します。

たとえば fir filter IP コア用の SDSoC ライブラリを作成するには、次のコードを使用します。

> sdslib -lib libfir.a \
fir fir.c \
fir_reload fir_reload.c \
fir_config fir_config.c \
-vlnv xilinx.com:ip:fir_compiler:7.1 \
-ip-map fir_compiler.fcnmap.xml \
-ip-params fir_compiler.params.xml
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この例では、sdslib により fir.c ファイルに含まれる fir 関数、fir_reload.c ファイルに含まれる

fir_reload 関数、および fir_config.c ファイルに含まれる fir_config 関数が libfir.a スタテ

ィック ライブラリにアーカイブされます。fir_compiler IP コアは -vlnv を使用して指定され、関数マッ

プは –ip-map、IP パラメーターは –ip-params を使用して指定されています。

ライブラリのテスト

ライブラリをテストするには、そのライブラリを使用するプログラムを作成します。ソース コードに該当する
ヘッダー ファイルを含めます。ライブラリ関数を呼び出すコードをコンパイルするときに、–I オプションを

使用してヘッダー ファイルへのパスを含めます。

> sdscc –c –I<path to header> –o main.o main.c

ライブラリにリンクするには、–L および –l オプションを使用します。

> sdscc –sds-pf zc702 ${OBJECTS} –L<path to library> -lfir –o
fir.elf

上記の例では、コンパイラにより <path to library> に含まれるライブラリ libfir.a が使用されま

す。

C 呼び出し可能ライブラリの例: Vivado FIR Compiler IP

SDSoC 環境インストールの samples/fir_lib/build ディレクトリには、ライブラリをビルドする方法を

示す例が含まれています。この例では、Vivado®Design Suite で FIR Compiler IP のシングル チャネル
のリロード可能なフィルター コンフィギュレーションが使用されています。IP のデザインと一致するよう、
すべての通信および制御は AXI4-Stream チャネルを介して実行します。

SDSoC 環境インストールの samples/fir_lib/build ディレクトリには、ライブラリを使用する方法を示

す例が含まれています。

C 呼び出し可能ライブラリの例: HDL IP

samples/rtl_lib/arraycopy/build ディレクトリには、Vivado ツールでパッケージされた RTL IP

の例が含まれています。この例には､2 個の IP コアが含まれており、それぞれのコアで配列の M エレメ
ントが入力から出力にコピーされます。 ここでの M は、スカラー値を意味し、この値は関数呼び出しごと
に異なる可能性があります。

• arraycopy_aximm : IP の AXI マスター インターフェイスを使用して配列が転送されます。

• arraycopy_axis : AXI4-Stream インターフェイスを使用して配列が転送されます。

次に IP のレジスタ マップを示します。

// arraycopy_aximm
// 0x00 : Control signals
// bit 0 - ap_start (Read/Write/COH)
// bit 1 - ap_done (Read/COR)
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// bit 2 - ap_idle (Read)
// bit 3 - ap_ready (Read)
// bit 7 - auto_restart (Read/Write)
// others - reserved
// 0x10 : Data signal of ap_return
// bit 31~0 - ap_return[31:0] (Read)
// 0x18 : Data signal of a
// bit 31~0 - a[31:0] (Read/Write)
// 0x1c : reserved
// 0x20 : Data signal of b
// bit 31~0 - b[31:0] (Read/Write)
// 0x24 : reserved
// 0x28 : Data signal of M
// bit 31~0 - M[31:0] (Read/Write)
// 0x2c : reserved
// (SC = Self Clear, COR = Clear on Read, TOW = Toggle on Write, COH =
Clear on Handshake)

// arraycopy_axis
// 0x00 : Control signals
// bit 0 - ap_start (Read/Write/COH)
// bit 1 - ap_done (Read/COR)
// bit 2 - ap_idle (Read)
// bit 3 - ap_ready (Read)
// bit 7 - auto_restart (Read/Write)
// others - reserved
// 0x10 : Data signal of ap_return
// bit 31~0 - ap_return[31:0] (Read)
// 0x18 : Data signal of M
// bit 31~0 - M[31:0] (Read/Write)
// 0x1c : reserved
// (SC = Self Clear, COR = Clear on Read, TOW = Toggle on Write, COH =
Clear on Handshake)

makefile では stdlib を使用してライブラリを作成する方法が示されます。ライブラリをビルドするには、

SDSoC IDE でターミナル シェルを開いてビルド ディレクトリから次のコマンドを実行します。

• make librtl_arraycopy.a : Linux アプリケーションのライブラリをビルドします。

• make standalone/lib_rtl_arraycopy.a : スタンドアロン アプリケーションのライブラリをビル

ドします。

samples/rtl_lib/arraycopy/use ディレクトリには、両方の IP を使用した単純なテスト例が含まれ

ています。SDSoC ターミナル シェルで make コマンドを実行し、両方のハードウェア関数を実行する

Linux アプリケーションを作成してください。
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SDSCC/SDS++ パフォーマンス見積もりフ
ロー オプション

完全なビットストリームのコンパイルには、ソフトウェアのコンパイルよりもかなり時間がかかることがありま
す。そのため、sdscc には、ハードウェア関数呼び出しのランタイムの改善を見積もるパフォーマンス見

積もりオプションが含まれています。[SDx Project Settings] で [Estimate Performance] をクリックすると、
現在のビルド コンフィギュレーションのパフォーマンス見積もりがオンになり、プロジェクトがビルドされま
す。

スピードアップの見積もりは、2 段階のプロセスです。まず、SDSoC 環境でハードウェア関数をコンパイ
ルしてシステムを生成します。システムをビットストリームに合成する代わりに、sdscc でハードウェア関

数に見積もられたレイテンシとハードウェア関数呼び出し元のデータ転送時間の見積もりに基づいて、
パフォーマンスが見積もられます。生成されたパフォーマンス レポートの [Click Here] をクリックして計
測用の関数呼び出しが追加されたソフトウェアをターゲット上で実行して、パフォーマンスのベースライ
ンとパフォーマンス見積もりを取得します (詳細は『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028) を参
照)。

コマンド ラインからパフォーマンス見積もりを生成することもできます。ソフトウェア ランタイムに関するデ
ータを収集するため、まず –perf-funcs オプションを使用してプロファイルする関数を指定し、–perf-
root オプションを使用してプロファイルされる関数への呼び出しを含むルート関数を指定します。これ

で、sdscc コンパイラによりアプリケーションに関数呼び出しが追加され、ボードでアプリケーションを実

行したときに自動的にランタイム データが収集されます。この関数呼び出しが追加されたアプリケーショ
ンをターゲットで実行すると、プログラムにより SD カードに sw_perf_data.xml というファイルが作成さ

れます。このファイルには、その実行のランタイム パフォーマンス データが含まれます。

swdata.xml をホストにコピーし、ハードウェア関数呼び出しごとおよび -perf-root で指定した最上

位関数でのパフォーマンス向上を見積もるビルドを実行します。–perf-est オプションを使用して、

swdata.xml をこのビルドの入力データとして指定します。

次の表に、アプリケーションをビルドするのに通常使用される sdscc オプションを示します。

オプション 説明

-perf-funcs
function_name_list

計測されるソフトウェア アプリケーションでプロファイリングするすべての関
数をカンマで区切って指定します。

-perf-root
function_name

プロファイリングされる関数へのすべての呼び出しを含むルート関数を指
定します。デフォルトは、関数 main です。

-perf-est
data_file

計測されるソフトウェア アプリケーションをターゲット上で実行したときに生
成されたランタイム データを含むファイルを指定します。ハードウェア アク
セラレーションされた関数のパフォーマンス向上を見積もります。このファイ
ルのデフォルト名は、swdata.xml です。
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オプション 説明

-perf-est-hw-only ソフトウェア実行データを収集せずに見積もりフローを実行します。このオ
プションを使用すると、ベースラインとの比較は含まれませんが、ハードウェ
ア レイテンシおよびリソース使用率を確認できます。

注意:

プロファイル データを収集するためにボードの sd_card イメージを実行したら、cd /; sync; umount /mnt; を

実行し、swdata.xml ファイルが SD カードに書き込まれるようにします。

パフォーマンス見積もりのための makefile ベースのフローの例は、<sdsoc_root>/samples/
mmult_performance_estimation に含まれています。

AXI Performance Monitor を使用したパフォーマンス
計測

AXI Performance Monitor (APM) モジュールは、プロセッシング システム (PS) 内の ARM コアとプログ
ラマブル ロジック (PL) 内のハードウェアの間のデータ転送に関する基本的な情報を監視するために使
用します。読み出し/書き込みトランザクション数、システムのバス上の AXI トランザクション レイテンシな
どの統計を収集します。

このセクションでは、システムへの APM コアの挿入方法、計測用に設定されたシステムの監視方法、お
よび生成されたパフォーマンス データの表示方法を示します。

スタンドアロン プロジェクトの作成と APM のインプリメント

SDSoC 環境を開き、任意のプラットフォームまたはオペレーティング システムを使用して新しい SDSoC
プロジェクトを作成します。[Matrix Multiplication and Addition] テンプレートを選択します。

[SDx Project Settings] で [Insert AXI Performance Monitor] をオンにします。このオプションをオンにし
てプロジェクトを作成すると、ハードウェア システムに APM IP コアが追加されます。APM IP は、プログ
ラマブル ロジックの少量のリソースを使用します。SDSoC により、APM がハードウェア/ソフトウェア イン
ターフェイス ポートであるアクセラレータ コヒーレンシ ポート (ACP)、汎用ポート (GP)、ハイ パフォーマ
ンス ポート (HP) に接続されます。
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mmult および madd 関数をハードウェアでインプリメントされるように選択します。SDDebug コンフィギュ

レーション (デフォルト) を使用してプロジェクトをクリーンアップおよび構築します。

Linux プロジェクトの作成と APM のインプリメント

SDSoC 環境を開き、任意のプラットフォームまたはオペレーティング システムを使用して新しい SDSoC
プロジェクトを作成します。[Matrix Multiplication and Addition] テンプレートを選択します。

[SDx Project Settings] で [Insert AXI Performance Monitor] をオンにします。このオプションをオンにし
てプロジェクトを作成すると、ハードウェア システムに APM IP コアが追加されます。APM IP は、プログ
ラマブル ロジックの少量のリソースを使用します。SDSoC により、APM がハードウェア/ソフトウェア イン
ターフェイス ポートであるアクセラレータ コヒーレンシ ポート (ACP)、汎用ポート (GP)、ハイ パフォーマ
ンス ポート (HP) に接続されます。

mmult および madd 関数をハードウェアでインプリメントされるように選択します。SDDebug コンフィギュ

レーション (デフォルト) を使用してプロジェクトをクリーンアップおよび構築します。
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スタンドアロン システムの監視

ビルドが完了したら、ボードをコンピューターに接続してボードの電源を入れます。[Debug] ボタンをクリ
ックしてターゲット上のアプリケーションを起動します。[Debug] パースペクティブに切り替えます。PL が
プログラムされて ELF が起動した後、プログラムが main で停止します。[Window] → [Perspective] をク
リックします。

[Open Perspective] ダイアログ ボックスで [Performance Analysis] を選択し、[OK] をクリックします。

[SDx] パースペクティブに戻します。

[Project Explorer] タブの SDDebug フォルダーを展開表示します。ELF 実行ファイルを右クリックし、
[Debug As] → [Launch on Hardware (SDSoC Debugger)] をクリックします。アプリケーションを再起動す
るようメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

[Yes] をクリックして [Debug] パースペクティブに戻します。アプリケーションが起動して main 関数のブ
レークポイントで停止したら、[Performance Analysis] パースペクティブに戻します。

パースペクティブの左上の [Debug] タブで、[ARM Cortex-A9 MPCore #0] をクリックします。
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[Start] ボタンをクリックします。[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスが開きます。

[Enable APM Counters] をオンにします。[APM Hardware Information] の右側にある [Edit] ボタンをク
リックします。

[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [Load] ボタンをクリックします。workspace_path/
project/SDDebug/_sds/p0/ipi/zc702.sdk に移動して zc702.hdf ファイルを選択します (この例

では zc702 をプラットフォームとして使用していますが、ご使用のプラットフォームを指定してください)。
[Open] をクリックし、[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。最後に
[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

[PL Performance] タブに [Analysis] ビューが開きます。[Resume] をクリックしてアプリケーションを実行
します。

プログラムの実行が終了したら [Stop] ボタンをクリックします。[Confirm Perspective Switch] ダイアログ
ボックスに [Performance Analysis] パースペクティブにとどまるかどうかを確認するメッセージが表示され
たら、[No] をクリックします。

パースペクティブの下部で解析プロットをスクロールし、異なるパフォーマンス統計を確認します。プロッ
ト エリアをクリックすると、パースペクティブの中央に拡大表示されます。下のオレンジ色のボックスによ
り、データの特定の時間範囲に焦点を置くことができます。
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Linux システムの監視

ビルドが終了したら、sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーし、ボードで Linux を起動しま

す。ボードをコンピュータ (UART と JTAG ケーブルの両方) に接続します。ボードの IP アドレスを使用
して Linux TCF エージェント ターゲット接続を設定します。[Debug] ボタンをクリックしてターゲット上の
アプリケーションを起動します。[Debug] パースペクティブに切り替えます。ELF が起動した後、プログラ
ムが main で停止します。

[Run] → [Run Configuration] をクリックして新しい run コンフィギュレーションを作成し、[Xilinx C/C++
application (System Debugger)] をダブルクリックします。[Debug Type] を [Attach to running target] に
設定し、[Run] をクリックして [Run Configurations] ウィンドウを閉じます。[Conflict] ダイアログ ボックス
に、既存の開始コンフィギュレーション System Debugger on Local <your project>.elf が新しく開始され
たコンフィギュレーションと競合することを示すメッセージが表示されます。[Yes] をクリックします。

[Window] → [Open Perspective] → [Other] を食いリックして [Performance Analysis] パースペクティブ
に切り替えます。

[Open Perspective] ダイアログ ボックスで [Performance Analysis] を選択し、[OK] をクリックします。

[Start] ボタンをクリックします。[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスが開きます。

[Enable APM Counters] をオンにします。[APM Hardware Information] の右側にある [Edit] ボタンをク
リックします。

[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [Load] ボタンをクリックします。workspace_path/
project/SDDebug/_sds/p0/ipi/zc702.sdk に移動して zc702.hdf ファイルを選択します (この例

では zc702 をプラットフォームとして使用していますが、ご使用のプラットフォームを指定してください)。
[Open] をクリックし、[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。最後に
[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

[PL Performance] タブに [Analysis] ビューが開きます。[Resume] をクリックしてアプリケーションを実行
します。
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プログラムの実行が終了したら [Stop] ボタンをクリックします。[Confirm Perspective Switch] ダイアログ
ボックスに [Performance Analysis] パースペクティブにとどまるかどうかを確認するメッセージが表示され
たら、[No] をクリックします。

パースペクティブの下部で解析プロットをスクロールし、異なるパフォーマンス統計を確認します。プロッ
ト エリアをクリックすると、パースペクティブの中央に拡大表示されます。下のオレンジ色のボックスによ
り、データの特定の時間範囲に焦点を置くことができます。

パフォーマンスの解析

このシステムでは、APM は PS と PL の間で使用されている 2 つのポート、アクセラレータ コヒーレンシ
ポート (ACP) および汎用 AXI ポート (GP) に接続されます。乗算器および加算器アクセラレータ コア
は、両方ともデータの入出力用に ACP に接続されます。GP ポートは、制御コマンドの発行およびアク
セラレータ コアのステータスを取得するためにのみ使用され、データ転送には使用されません。青色の
スロット 0 は GP ポートに接続され、緑色のスロット 1 は ACP に接続されています。

APM は、ACP および GP ポートにそれぞれ 1 つ、2 つの監視スロットと共に、プロファイル モードでコ
ンフィギュレーションされます。プロファイル モードでは、各スロットにイベント カウント機能が含まれま
す。読み出しおよび書き込みに対して APM で算出される統計のタイプには、次のものが含まれます。

• トランザクション数 : バス上で発生する要求の総数

• バイト数 : 送信されたバイトの総数 (書き込みスループットの算出に使用)

• レイテンシ : アドレス発行の開始から最後の要素が送信されるまでの時間

レイテンシおよびバイト カウンターの統計は、スループット (MB/s) を自動的に算出するために APM で
使用されます。表示されるレイテンシおよびスループット値は、50 ミリ秒 (ms) 間隔です。最小、最大、平
均も表示されます。
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システム パフォーマンスの向上
全体的なシステム パフォーマンスに影響する要素は多数あります。適切に設計されたシステムでは、す
べてのハードウェア コンポーネントが有益な処理を実行するように、計算と通信のバランスが取られま
す。計算集約型のアプリケーションでは、ハードウェア アクセラレータのスループットを最大にし、レイテ
ンシを最低限に抑えるようにしてください。メモリ集約型のアプリケーションでは、ハードウェアの一時的
なおよび空間的な局所性を増加するようアルゴリズムを再構築することが必要な場合があります。たとえ
ば、外部メモリへのランダム配列アクセスではなく、copy-loop や memcpy を追加してデータ ブロックを
ハードウェアに戻すなどです。

この章では、コンパイラを制御して次を実行することにより全体的なシステム パフォーマンスを向上でき
るようにするため、SDSoC システム コンパイラの基本的な原則と推論規則について説明します。

• データ モーション ネットワークの理解: デフォルト動作とユーザー仕様

• システムでの並列処理および同時処理の増加

• プログラマブル ロジックから外部メモリへのアクセスを向上

• ハードウェア関数での並列処理の増加

コード内にプラグマを使用してさまざまな最適化の機能を制御この章で説明するプラグマに関する詳細
は、SDSoC のプラグマ仕様を参照してください。

SDSoC でのデータ モーション ネットワークの生成

ここでは、SDSoC™環境でデータ モーション ネットワークを生成するためのコンポーネントについて説明
し、SDSoC で生成されるデータ モーション ネットワークについて理解しやすくします。また、適切な
SDSoC プラグマを使用してデータ モーション ネットワークを生成するためのガイドラインも提供します。

ソフトウェア プログラムとハードウェア関数の間の各転送には、データ ムーバーが必要です。データ ム
ーバーは、データを移動するハードウェア コンポーネントとオペレーティング システム特定のライブラリ
関数で構成されます。次の表に、サポートされるデータ ムーバーとそれぞれの特性を示します。
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図 3: SDSoC でサポートされるデータ ムーバー

SDSoC
Data Mover

Vivado IP
Data Mover

Accelerator
IP Port Types

Transfer
Size

Contiguous
Memory Only

axi_lite processing_system7 register, axilite

axi_dma_simple axi_dma bram, ap_fifo, axis < 8 MB ✓ 
axi_dma_sg axi_dma bram, ap_fifo, axis

axi_dma_2d axi_dma bram ✓ 
axi_fifo axi_fifo_mm_s bram, ap_fifo, axis (≤ 300 B)

zero_copy accelerator IP aximm master ✓ 

X14762-070315

スカラー変数は、常に axi_lite データ ムーバーを使用して AXI4-Lite バス インターフェイスを介し

て転送されます。配列引数の場合は、転送サイズ、ハードウェア関数のポート マップ、および関数呼び
出しサイト情報に基づいてデータ ムーバーが推論されます。axi_dma_simple データ ムーバーは、最

も効率的なバルク転送エンジンですが、8 MB までの転送しかサポートされないので、これより大きい転
送には axi_dma_sg (スキャッター ギャザー DMA) データ ムーバーが必要です。axi_fifo データ ム

ーバーには、DMA ほど多くのハードウェア リソースは必要ありませんが、転送レートが遅いので、最大
300 バイトのペイロードまでに使用することをお勧めします。

プログラム ソースの関数宣言の直前に次のようなプラグマを挿入すると、別のデータ ムーバーを選択で
きます。

#pragma SDS data data_mover(A:AXIDMA_SIMPLE)

注記: #pragma SDS は常にヒントではなく規則として処理されるので、前の図 (SDSoC データ ムーバーの表) の

データ ムーバーの要件に必ず従うようにしてください。

SDSoC 環境のデータ モーション ネットワークには、次の 3 つのコンポーネントが含まれます。

• アクセラレータのハードウェア インターフェイス (A)

• PS とアクセラレータ間およびアクセラレータ同士の間のデータ ムーバー (B)

• PS のメモリ システム ポート (C)

次の図は、これらの 3 つのコンポーネントを示しています。

図 4: データ モーション ネットワーク コンポーネント

SDS プラグマがない場合、 SDSoC 環境ではソース コードの解析に基づいてデータ モーション ネットワ
ークが生成されます。ただし、SDSoC にはデータ モーション ネットワーク生成をガイドするためのプラグ
マも提供されています。

第 7 章: システム パフォーマンスの向上

SDSoC 環境ユーザー ガイド

UG1027 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

46

http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=46
https://japan.xilinx.com


システム ポート

システム ポートは、データ ムーバーを PS に接続します。これは、Zynq の ACP ポートまたは AFI ポー
トのいずれかにできます。ACP ポートは、キャッシュ コヒーレンシ ポートで、キャッシュ コヒーレンシはハ
ードウェアで維持されます。AFI ポートは、キャッシュ コヒーレンシ ポートではありません。キャッシュ コヒ
ーレンシ (例 : キャッシュ フラッシュおよびキャッシュ無効化) は、必要に応じてソフトウェアで維持されま
す。ACP ポートと AFI ポートのどちらを選択するかは、転送データのキャッシュ要件によって異なりま
す。

システム ポートの選択は、データのキャッシュ属性とデータ サイズによって異なります。データが
sds_alloc_non_cacheable() または sds_register_dmabuf() でアロケートされる場合は、キャッ

シュのフラッシュ/無効化を避けるために AFI ポートに接続することをお勧めします。その他の方法でデ
ータがアロケートされる場合は、キャッシュのフラッシュ/無効化を高速にするため ACP ポートに接続す
ることをお勧めします。

SDSoC では、データが送信されてアクセラレータで受信されるようにするために、これらのメモリ属性が
解析され、データ ムーバーが適切なシステム ポートに接続されるようになっていますが、ユーザーがコ
ンパイラの指定を上書きしたい場合や、コンパイラでこのような解析が実行できない場合は、次のプラグ
マを使用するとシステム ポートを指定できます。

#pragma SDS data sys_port(arg:port)

port は ACP、AFI、MIG のいずれかにできます。

データ サイズ プラグマ (#pragma SDS data copy および #pragma SDS data zero_copy) につい

ては既に説明しました。必ず指定したプラグマが正しいかどうか確認してください。

データ ムーバー

データ ムーバーは、PS とアクセラレータ間およびアクセラレータ同士の間でデータを転送します。
SDSoC™では、転送されるデータのプロパティとサイズに基づいてさまざまなタイプのデータ ムーバーが
生成できます。

スカラースカラー

スカラー データは、常に AXI_LITE データ ムーバーで転送されます。

配列配列

SDSoC では、メモリ属性と配列のデータ サイズによって、AXI_DMA_SG、AXI_DMA_SIMPLE、
AXI_DMA_2D、AXI_FIFO、AXI_M または AXI_LITE データ ムーバーが生成できます。たとえば、配
列が malloc() を使用してアロケートされているために、メモリが物理的に隣接していない場合、

SDSoC では通常 AXI_DMA_SG が生成されますが、データ サイズが 300 バイト未満の場合は
AXI_FIFO が代わりに生成されます。 これは、AXI_FIFO の方がデータ転送時間が AXI_DMA_SG よ
りも短く、PL リソースの占有も少ないからです。

構造体またはクラス構造体またはクラス

1 つの構造体/クラス (struct/class) はフラット化されるので、データ メンバーごとに、スカラーか

配列かによって使用されるデータ ムーバーが異なります。構造体/クラス/の配列の場合、データ ム

ーバーの選択肢は前述の「配列」と同じです。
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配列を転送するのにどのデータ ムーバーを使用するかは、配列の 2 つの属性 (データ サイズと物理メ
モリの連続性) によって異なります。たとえば、メモリ サイズが 1 MB で物理的に隣接していない場合
(malloc() でアロケートされる場合)、AXIDMA_SG を使用する必要があります。次の表は、これらのデ

ータ ムーバーの適用基準を示しています。

表 1: データ ムーバーの選択

データ ムーバー 物理メモリの連続性 データ サイズ (バイト)

AXIDMA_SG 連続または非連続 > 300

AXIDMA_Simple 連続 < 8M

AXIDMA_2D 連続 < 8M

AXI_FIFO 非連続 < 300

通常、SDSoC™コンパイラではこれら 2 つの属性用にハードウェア アクセラレータへ転送される配列が
解析され、適切なデータ ムーバーが選択されますが、このような解析がその時点でできないこともありま
す。SDSoC では、SDS プラグマを介してメモリ属性を指定するように尋ねる次のような警告メッセージが
表示されます。

WARNING: [SDSoC 0-0] Unable to determine the memory attributes passed to
rgb_data_in of function
img_process at C:/simple_sobel/src/main_app.c:84

メモリ属性を指定するプラグマは、次のようになります。

#pragma SDS data mem_attribute(arg:contiguity)

contiguity は PHYSICAL_CONTIGUOUS または NON_PHYSICAL_CONTIGUOUS のいずれかにする必

要があります。データ サイズを指定するプラグマは、次のようになります。

#pragma SDS data copy(arg[offset:size])

size は、数値または任意の演算式にできます。

zero_copy データ ムーバー

前述したように、zero_copy はアクセラレータ インターフェイスとデータ ムーバーの両方に使用できるの
で、特殊なデータ ムーバーです。このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data zero_copy(arg[offset:size])

[offset:size] はオプションで、配列のデータ転送サイズがコンパイル時に決定できない場合にのみ

必要です。

デフォルトでは、SDSoC は配列引数の copy を実行します。 つまり、データはデータ ムーバーを介して

PS からアクセラレータに明示的にコピーされますが、この zero_copy プラグマを使用すると、SDSoC

でアクセラレータの指定した引数に対して AXI-Master インターフェイスが生成され、アクセラレータ コ
ードで指定したとおりに PS からデータが取得されます。

zero_copy プラグマを使用するには、配列に該当するメモリは物理的に連続している (sds_alloc で

アロケートされる) 必要があります 。
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アクセラレータのインターフェイス

SDSoC™で生成されるアクセラレータのインターフェイスは、引数のデータ型によって異なります。

スカラースカラー

スカラー引数の場合、アクセラレータの入力および出力を通すためにレジスタ インターフェイスが生
成されます。

配列配列

配列を転送するためのアクセラレータのハードウェア インターフェイスは、そのアクセラレータが配列
内のデータにどのようにアクセスするかによって、RAM インターフェイスかストリーミング インターフェ
イスのどちらかにできます。

RAM インターフェイスの場合、アクセラレータ内でデータがランダムにアクセスできるようになります
が、アクセラレータ内でメモリ アクセスが発生する前に、配列全体がアクセラレータに転送されるよう
にする必要があります。さらに、このインターフェイスを使用すると、配列を格納するため、アクセラレ
ータ側に BRAM リソースが必要となります。

ストリーミング インターフェイスの場合は、配列全体を格納するためのメモリは必要ないので、配列エ
レメントの処理をパイプラインできます。 つまり、アクセラレータで前の配列エレメントを処理中に次の
配列エレメントの処理を開始できます。ただし、ストリーミング インターフェイスを使用する場合、アク
セラレータが厳しいシーケンシャル順序で配列にアクセスするようにする必要があり、転送されるデ
ータ量はアクセラレータの予測と同じにする必要があります。

SDSoC では、デフォルトで配列に対して RAM インターフェイスが生成されるようになっていますが、
ストリーミング インターフェイスを生成するよう指定するプラグマが含まれています。

構造体またはクラス構造体またはクラス

構造体/クラス (struct/class) 引数の場合、アクセラレータ インターフェイスは引数のプロパティによ
って異なります。

1. すべての構造体/クラス階層が削除されるように単一の構造体/クラスがフラットになります。 インタ
ーフェイスはデータ メンバーごとに、スカラーであるか配列であるかによって異なります。

2. 構造体/クラスの配列は、プロセッサとアクセラレータ間で同じメモリ レイアウトになるようにパックさ
れて、正しく揃えられる必要があります。SDSoC コンパイラーでは自動的にアクセラレータに対し
て data_pack 指示子が挿入され、ソース コードでその構造/クラスに対して正しいパックおよびア
ライメント属性を挿入するように促すメッセージが表示されます。構造体の配列を使用した例は、
[Color Space Conversion] テンプレートに含まれています。

次の SDS プラグマは、アクセラレータのインターフェイス生成をガイドするために使用できます。

#pragma SDS data access_pattern(arg:pattern)

「pattern」は RANDOM か SEQUENTIAL のどちらか、「arg」はアクセラレータ関数の配列引数名にしま
す。
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配列引数のアクセス パターンが RANDAM に指定されるとRAM インターフェイスが生成され、
SEQUENTIAL に指定されるとストリーミング インターフェイスが生成されます。このプラグマに関しては、
次の点に注意してください。

• 配列引数のデフォルトのアクセス パターンは RANDAM です。

• 指定したアクセス パターンは、アクセラレータ関数のビヘイビアーと一貫している必要があります。
SEQUENTIAL アクセス パターンの場合、関数がすべての配列エレメントに厳しいシーケンシャル
順序でアクセスする必要があります。

• このプラグマは、zero_copy プラグマがない引数にのみ適用できます。これについては、後で説明
します。

システムでの並列処理および同時処理の増加

同時処理のレベルを増加することは、システムの全体的なパフォーマンスを向上するための標準的な方
法であり、並列処理のレベルを増加することは同時処理を増加させる標準的な方法です。プログラマブ
ル ロジックは、同時実行されるアプリケーション特定のアクセラレータを含むアーキテクチャをインプリメ
ントするのに適しており、特にデータ プロデューサーとコンシューマー間で同期化されるフロー制御スト
リームを介した通信に適しています。

SDSoC 環境では、関数およびデータ ムーバー レベルでのマクロ アーキテクチャの並列処理、ハードウ
ェア アクセラレータ内でのマクロ アーキテクチャの並列処理を制御できます。sdscc システム コンパイ

ラでシステム接続とデータ ムーバーがどのように推論されるかを理解することにより、必要に応じてアプ
リケーション コードを構成してプラグマを適用して、アクセラレータとソフトウェア間のハードウェア接続、
データ ムーバーの選択、ハードウェア関数のアクセラレータ インスタンス数、タスク レベルのソフトウェ
ア制御を制御できます。Vivado HLS または C 呼び出し可能/リンク可能ライブラリとして組み込む IP 内
で、マイクロ アーキテクチャの並列処理、同時処理、およびハードウェア関数のスループットを制御でき
ます。

システム レベルでは、ハードウェア関数間のデータ フローでプログラマブル ロジックとシステム メモリの
間の引数転送が不要な場合は、sdscc コンパイラによりハードウェア関数がチェーン接続されます。た

とえば、mmult および madd 関数がハードウェアに選択されている次の図に示すコードがあるとします。

図 5: 直接接続を使用したハードウェア/ソフトウェアの接続

transfer
 tmp1

bool mmultadd_test(float *A, float *B, float *C, float *Ds, float *D)
{
     float tmpl[A_NROWS * A_NCOLS], tmp2[A_NROWS * A_NCOLS];
     for (int I = 0; ii < NUM_TESTS; i++) {
          mmultadd_init(A, B, C, Ds, D);

          mmult(A, B, tmp1);
          //std::cout << “tmp1[0] = “ << tmp1[0] << std::end1;
          madd(tmp1, C, D);
          mmult_golden(A, B, tmp2);
          madd_golden(tmp2, C, Ds);

          if (!mmult_result_check(D, Ds))
               return false;
     }
     return true;
}

Call
madd madd

Call
mmult mmult

transfer B

transfer A

transfer C

transfer D
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2 つのハードウェア関数間でデータを渡すのには中間配列変数 tmp1 のみが使用されるので、sdscc
システム コンパイラにより 2 つの関数が直接接続を使用してチェーン接続されます。
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次の図に示すように、ハードウェアへの呼び出しのタイムラインを考慮すると有益です。

図 6: mmult/madd 関数呼び出しのタイムライン
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プログラムでは元のプログラム セマンティクスが保持されますが、標準 ARM プロシージャ呼び出しシー
ケンスではなく、各ハードウェア関数呼び出しがデータ ムーバー (DM) とアクセラレータの両方に対して
セットアップ、実行、およびクリーンアップを含む複数のフェーズに分割されます。CPU は各ハードウェ
ア関数 (基になる IP 制御インターフェイス) と関数呼び出しのデータ転送をノンブロッキング API でセッ
トアップし、すべての呼び出しと転送が完了するのを待ちます。図に示す例では、mmult と madd 関数
の入力が使用可能になると、これらの関数が同時に実行されます。プログラム、データ ムーバー、アク
セラレータ構造に基づいて sdscc により自動的に生成された制御コードにより、コンパイルされたプロ

グラムですべての関数呼び出しが調整されます。

通常、sdscc コンパイラでアプリケーション コード内の関数呼び出しの悪影響を判断することはできな

いので (たとえば sdscc でリンクされたライブラリ内の関数のソース コードにアクセスできないなど)、ハ

ードウェア関数呼び出し間で変数の中間アクセスが発生する場合は、データをメモリに戻す必要があり
ます。たとえば、次の図に示すデバッグ プリント文のコメントを不注意にはずしてしまうと、大幅に異なる
データ転送グラフとなり、その結果システムおよびアプリケーションのパフォーマンスがまったく異なるも
のになる可能性があります。

図 7: 直接接続が切断されたハードウェア/ソフトウェアの接続

bool mmultadd_test(float *A, float *B, float *C, float *Ds, float *D)
{
     float tmpl[A_NROWS * A_NCOLS], tmp2[A_NROWS * A_NCOLS];
     for (int I = 0; ii < NUM_TESTS; i++) {
          mmultadd_init(A, B, C, Ds, D);

          mmult(A, B, tmp1);
          //std::cout << “tmp1[0] = “ << tmp1[0] << std::end1;
          madd(tmp1, C, D);
          mmult_golden(A, B, tmp2);
          madd_golden(tmp2, C, Ds);

          if (!mmult_result_check(D, Ds))
               return false;
     }
     return true;
}
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madd madd

Call
mmult mmult

transfer B

transfer A

transfer D

transfer tmp1

transfer C

transfer tmp1

X14765-070115

プログラムでは、複数の呼び出しサイトから 1 つのハードウェア関数を呼び出すことができます。この場
合、sdscc コンパイラは次のように動作します。関数呼び出しのどれかが直接接続データ フローとなっ

た場合、sdscc により同様の直接接続をサービスするハードウェア関数のインスタンスと、メモリ (ソフトウ

ェア) とプログラマブル ロジック間の残りの呼び出しをサービスするハードウェア関数のインスタンスが作
成されます。
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ハードウェア関数間を直接接続データ フローを使用してアプリケーション コードを構成するのが、プロ
グラマブル ロジックで高パフォーマンスを達成する最適な方法の 1 つです。データ ストリームで接続さ
れたアクセラレータの多段パイプランを作成することにより、同時実行の可能性が高くなります。

sdscc コンパイラを使用して並列処理と同時処理を増加させるには、もう 1 つ方法があります。ハードウ

ェア関数を呼び出す直前に次のプラグマを挿入して、ハードウェア関数の複数のインスタンスが作成さ
れるようにすることができます。

#pragma SDS resource(<id>) // <id> a non-negative integer

このプラグマは、<id> で参照されているハードウェア インスタンスを作成します。

次に、ハードウェア関数 mmult の 2 つのインスタンスを作成するコード例を示します。

{
#pragma SDS resource(1)
mmult(A, B, C); // instance 1

#pragma SDS resource(2)
mmult(D, E, F); // instance 2

}

async メカニズムにより、ハードウェア スレッドを明示的に処理して非常に高レベルの並列処理および

同時処理を達成することもできますが、明示的なマルチスレッド プログラミング モデルでは同期に細心
の注意を払い、非決定の動作やデッドロックを回避する必要があります。

外部 I/O の使用

SDSoC™ 環境で生成されるハードウェア アクセラレータは、ハードウェア接続から直接またはメモリ バッ
ファー (フレーム バッファーなど) を使用してシステム入力および出力と通信できます。システム I/O の
例には、analog-to-digital および digital-to-analog コンバーター、画像、レーダー、LiDAR、超音波セ
ンサー、HDMI™ マルチメディア ストリームなどがあります。プラットフォームでは、プラットフォーム ライブ
ラリ関数を呼び出すことでソフトウェアでアクセスされるハードウェアにストリーム接続がエクスポートされ
ます。詳細は、次のセクションで説明します。ダイレクト ハードウェア接続は AXI4-Stream チャネルを使
用してインプリメントされ、メモリ バッファーへの接続は SDSoC 環境でサポートされる標準データ ムーバ
ーでインプリメントされる関数呼び出しで認識されます。SDSoC プラットフォームの作成方法の詳細と例
については、『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146) を参照してください。

メモリ バッファーを使用した外部 I/O へのアクセス

このセクションでは、SDSoC ダウンロード ページから入手可能な ZC702 + HDMI IO FMC または
ZC706 + HDMI IO FMC モーション検出プラットフォームを使用します。次の図は、デザイン例のコンフ
ィギュレーション方法を示しています。外部メモリへの HDMI データ転送は、前もってコンフィギュレーシ
ョン済みの SDSoC プラットフォームで実行されます。アプリケーションはプラットフォーム インターフェイ
スを呼び出して、DDR メモリのフレーム バッファーからデータを処理する必要があります。
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図 8: モーション検出デザインのコンフィギュレーション
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SDSoC 環境では、プラットフォームへのアクセラレータ インターフェイスを介して外部フレーム バッファ
ーにアクセスされます。zc702_hdmi プラットフォームには、Video4Linux2 (V4L2) API を介してフレーム

バッファーにアクセスするソフトウェア インターフェイスが含まれます。V4L2 フレームワークには、Linux
でのリアルタイム ビデオ キャプチャをサポートするデバイス ドライバーのコレクションへアクセスする API
が含まれます。アプリケーション開発者にとっては、この API がプラットフォーム I/O のエントリ ポイント
となります。motion_demo_processing の例では、次の m2m_sw_pipeline.c からのコード例で関数

呼び出しインターフェイスを示しています。

extern void motion_demo_processing(unsigned short int *prev_buffer,
unsigned short int *in_buffer,
unsigned short int *out_buffer,
int fps_enable,
int height, int width, int stride);

.

.

.
unsigned short *out_ptr = v_pipe->drm.d_buff[buf_next->index].drm_buff;
unsigned short *in_ptr1 = buf_prev->v412_buff;
unsigned short *in_ptr2 = buf_next->v412_buff;
v_pipe->events[PROCESS_IN].counter_val++;

motion_demo_processing(in_ptr1, in_ptr2, out_ptr,
v_pipe->fps_enable,
(int)m2m_sw_stream_handle.video_in.format.height,
(int)m2m_sw_stream_handle.video_in.format.width,

(int)m2m_sw_stream_handle.video_in.format.bytesperline/2);

アプリケーションは motion_detect.c 内のこの API にアクセスします。motion_demo_procesing が

定義されて、img_process 関数で呼び出されています。
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void motion_demo_processing(unsigned short int *prev_buffer,
unsigned short int *in_buffer,
unsigned short int *out_buffer,
int fps_enable,
int height, int width, int stride)

{
int param0=0, param1=1, param2=2;

TIME_STAMP_INIT
img_process(prev_buffer, in_buffer, out_buffer, height, width,

stride);
TIME_STAMP
}

最後に、img_process でさまざまなフィルターが呼び出されて、データが変換されて処理されます。

void img_process(unsigned short int *frame_prev,
unsigned short int *frame_curr,
unsigned short int *frame_out,
int param0, int param1, int param2)

{
...
}

プラットフォーム API を使用してフレーム バッファーにアクセスすると、アプリケーション開発者がビデオ
フレームを処理するためにドライバー レベルでプログラムすることはありません。このコード例に使用さ
れたプラットフォームは、SDSoC ダウンロード ページの「ZC702[ZC706] + HDMI IO FMC」から入手でき
ます。SDSoC 環境でこのプロジェクトにアクセスするには、新しいプロジェクトを作成し、プロジェクトに名
前を付けてから、['Add Custom Platform] をクリックします。[Target Platform] メニューから
zc702[zc706]_trd というダウンロードしたプラットフォームを選択し、[Next] をクリックし、Motion Detect と
いう名前のテンプレートを使用します。

ダイレクト ハードウェア接続を使用した外部 I/O へのアクセス

前の例では、アプリケーションがメモリ バッファーを介してどのようにシステム I/O にアクセスするかを示
しましたが、プラットフォームには、SDSoC 環境で生成されたアプリケーション内でのハードウェア アクセ
ラレータへのダイレクト ハードウェア接続もあります。次の図は関数 s2mm_data_copy が AXI4-Stream

チャネルを使用してプラットフォームと通信し、zero_copy データ ムーバー (AXI4 マスター インターフェ
イスとしてインプリメント) を使用して DDR メモリへ書き込むところを示しています。このデザインは、
samples/platforms/zc702_axis_io に含まれる Unpacketized AXI4-Stream to DDR というデ

ザイン例です (Zybo ボードの同様の例は samples/xc7z010/zybo_axis_io に含まれます)。
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図 9: パケット化なしの AXI-MM データ ムーバー デザイン
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この例では、zc702_axis_io が 50 MHz で実行され、AXI4-Stream Data FIFO IP ブロックにフリーラ

ンニング バイナリ カウンター (図では Platform IP) を接続することで、実際の I/O の代わりに使用され
ています。AXI4-Stream Data FIFO IP ブロックでは、AXI4-Stream マスター インターフェイスがデータ
モーション クロックからのクロックを使用するプラットフォームにエクスポートされます (このデータ モーシ
ョン クロックの周波数は 50MHz 入力クロックと異なることがあります)。

ダイレクト I/O ソフトウェア インターフェイスは、samples/platforms/zc702/aarch32-linux/
include の下の SDSoC インストール ディレクトリにある zc702_axis_io.h ヘッダー ファイルに含ま

れています。

#pragma SDS data access_pattern(rbuf:SEQUENTIAL)
void pf_read_stream(unsigned *rbuf);

次のコード例では、出力をメモリに転送する前に、アプリケーションによりプラットフォーム入力からハード
ウェア関数へのダイレクト信号パスが定義されています。

// This function's data flow defines the accelerator network
void s2mm_data_copy_wrapper(unsigned *buf)
{

unsigned rbuf0[1];
pf_read_stream(rbuf0);
s2mm_data_copy(rbuf0,buf);

}
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プラットフォーム ライブラリには、sds++ リンカーをハードウェア ストリーム ポートにマップする
pf_read_stream 関数が含まれます。rbuf0 出力は、s2mm_data_copy 関数への入力にしか使用さ

れないので、リンカーで AXI4-Stream チャネルを使用してダイレクト ハードウェア接続が作成されます。
s2mm_data_copy 関数は zero_copy データ ムーバーを使用して buf を転送するので、バッファーは

sds_alloc を使用して物理的に隣接するメモリに割り当て、sds_free を使用して解放する必要があり

ます。

int main()
{

unsigned *bufs[NUM_BUFFERS];

for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {
bufs[i] = (unsigned*) sds_alloc(BUF_SIZE * sizeof(unsigned));

}
// call accelerator data path and check result
for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {

sds_free(bufs[i]);
}
return 0;

}

このデザイン例を使用するチュートリアルについては、『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028) を
参照してください。AXI4-Stream を使用してプラットフォームを作成してメモリに直接書き込む方法につ
いては、『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインからのプラットフォームの作成』 (UG1236) を
参照してください。

ハードウェア関数の並列機能の改善

このセクションでは、プログラマブル ロジックにクロスコンパイル可能な効率的なコードを記述するための
概要を示します。

SDSoC 環境では、Vivado HLS をプログラマブル ロジックのクロス コンパイラとして使用して、C/C++ 関
数がハードウェアに変換されます。このセクションで説明される原則に従うと、合成済み関数のパフォー
マンスを劇的に改善でき、アプリケーションの全体的なシステム パフォーマンスを大幅に向上できる可
能性があります。

最上位ハードウェア関数のガイドライン

このセクションでは、Vivado HLS ハードウェア関数で ARM GNU ツールチェーンで生成されたオブジェ
クト コードと一貫したインターフェイスが使用されるようにするためのコード ガイドラインを示します。

最上位ハードウェア関数引数には標準 C99 データ型を使用

1. bool の配列は使用しないでください。bool の配列のメモリ レイアウトは、ARM GCC と Vivado® HLS

で異なります。

2. データ幅が 8、16、32、または 64 以外の場合は ap_int<>, ap_fixed<>, hls::stream を使用

しないでください。
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最上位ハードウェア関数の引数の HLS インターフェイス指示子を使用しない

最上位ハードウェア関数には、HLS interface プラグマは含めないようにしてください。SDSoC 環境で

適切な HLS インターフェイス指示子が生成されます。SDSoC 環境で必要な HLS インターフェイス指示
子が生成されるようにするため、最上位ハードウェア関数に次の 2 つの SDSoC 環境プラグマを指定で
きます。

#pragma SDS data zero_copy(): ハードウェアに AXI マスター インターフェイスとしてイ

ンプリメントされる共有メモリ インターフェイスを生成します。
#pragma SDS data access_pattern(argument:SEQUENTIAL): ハードウェアに FIFO イ

ンターフェイスとしてインプリメントされるストリーミング インターフェイスを生成します。

重要: 最上位関数の引数に対して #pragma HLS interface を使用してインターフェイスを指定すると、その引

数に対する HLS インターフェイス指示子が SDSoC 環境で生成されないので、ユーザーの責任で生成されたハー
ドウェア インターフェイスがその他すべての関数引数のハードウェア インターフェイスと一貫するようにしてくださ
い。互換性のない HLS インターフェイス タイプを使用した関数があると、意味不明な sdscc エラー メッセージが

表示されるので、HLS interface を削除しておくことをお勧めします (必須ではありません)。

最適化ガイドライン

このセクションでは、ハードウェア関数のパフォーマンスを向上させる基本的な高位合成 (HLS) の 最適
化手法をいくつか紹介します。これらの手法として、関数のインライン展開、ループおよび関数のパイプ
ライン処理、ループ展開、ローカル メモリの帯域幅の増加、およびループと関数間のデータ フローのス
トリーミングが挙げられます。

• 関数のインライン化

• ループのパイプライン処理とループ展開

• ローカル メモリ帯域幅の増加

• データ フローのパイプライン処理

関数のインライン展開

ソフトウェア関数のインライン展開と同様、ハードウェア関数のインライン展開にも利点があります。

関数をインライン展開すると、実際の引数と仮引数が解決された後に、関数呼び出しが関数本体のコピ
ーに置き換えられます。インライン展開された関数は、別の階層として表示されなくなります。関数のイン
ライン展開では、インライン関数内の演算が周辺の演算と一緒に効率的に最適化されるので、ループの
全体的なレイテンシまたは開始間隔を向上できます。
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関数をインライン展開するには、インライン展開する関数の本体の最初に「#pragma HLS inline」と入

力します。次のコードでは、mmult_kernel 関数がインライン展開されるように Vivado HLS に指示され

ます。

void mmult_kernel(float in_A[A_NROWS][A_NCOLS],
float in_B[A_NCOLS][B_NCOLS],
float out_C[A_NROWS][B_NCOLS])

{
#pragma HLS INLINE

int index_a, index_b, index_d;
// rest of code body omitted

}

ループのパイプライン処理とループ展開

ループのパイプライン処理とループ展開は、どちらもループの繰り返し間の並列処理を可能にすること
で、ハードウェア関数のパフォーマンスを改善する手法です。ここでは、ループのパイプライン処理とル
ープ展開の基本的な概念とこれらの手法を使用するコード例を示し、これらの手法を使用して最適なパ
フォーマンスを達成する際に制限となる要因について説明します。

ループのパイプライン処理

C/C++ のような逐次言語の場合、ループの演算は順番に実行され、ループの次の繰り返しは、現在の
繰り返しの最後の演算が終了してから開始されます。ループのパイプライン処理を使用すると、次の図
に示すようにループ内の演算が並列方式でインプリメントできるようになります。

図 10: ループのパイプライン処理

Loop:for(i=1;i<3;i++)  {
   op_Read;
   op_Compute;
   op_Write;
}

Without Pipelining

RD
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WR

Initiation Interval = 3 cycles

Latency = 3 cycles

Loop Latency = 6 cycles

RD CMP WR RD CMP WR

Initiation Interval = 1 cycle

Latency = 3 cycles

Loop Latency = 4 cycles

RD CMP WR

RD CMP WR

With Pipelining
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上図に示すように、パイプライン処理しない場合、2 つの RD 演算間に 3 クロック サイクルあるので、ル

ープ全体が終了するのに 6 クロック サイクル必要となります。パイプライン処理を使用すると、2 つの RD
演算間は 1 クロック サイクルなので、ループ全体が終了するのに 4 クロック サイクルしか必要となりま
せん。ループの次の繰り返しは現在の繰り返しが終了する前に開始できます。

開始間隔 (II) はループのパイプライン処理における重要な用語で、ループの連続する繰り返しの開始
時間の差をクロック サイクル数で示します。上記の図では、連続するループの繰り返しの開始時間の差
は 1 クロック サイクルしかないので、開始間隔 (II) は 1 です。

ループをパイプライン処理するには、次に示すように、ループ本体の開始部分に #pragma HLS
pipeline と記述します。Vivado HLS で、最小限の開始間隔でループのパイプライン処理が試みられ

ます。

for (index_a = 0; index_a < A_NROWS; index_a++) {
for (index_b = 0; index_b < B_NCOLS; index_b++) {

#pragma HLS PIPELINE II=1
float result = 0;
for (index_d = 0; index_d < A_NCOLS; index_d++) {

float product_term = in_A[index_a][index_d] *
in_B[index_d][index_b];

result += product_term;
}
out_C[index_a * B_NCOLS + index_b] = result;

}
}

ループ展開

ループ展開は、ループの繰り返し間を並列処理するための別の手法で、ループ本体の複数コピーを作
成して、ループの繰り返しカウンターをそれに合わせて調整します。次のコードは、展開されていないル
ープを示しています。

int sum = 0;
for(int i = 0; i < 10; i++) {

sum += a[i];
}

ループを係数 2 で展開すると、次のようになります。

int sum = 0;
for(int i = 0; i < 10; i+=2) {

sum += a[i];
sum += a[i+1];

}

係数 N でループを展開すると、ループ本体の N 個の コピーが作成され、各コピーで参照されるルー
プ変数 (前述の例の場合は a[i+1]) がそれに合わせてアップデートされ、ループの繰り返しカウンター

(前述の例の場合は i+=2) もそれに合わせてアップデートされます。

ループ展開では、ループの各繰り返しにより多くの演算が作成されるので、Vivado HLS でこれらの演算
を並列処理できるようになります。並列処理が増えると、スループットが増加し、システム パフォーマンス
も向上します。係数 N がループの繰り返しの合計 (前述の例の場合は 10) よりも少ない場合、「部分展
開」と呼ばれます。係数 N がループの繰り返し数と同じ場合は、「全展開」と呼ばれます。全展開の場
合、コンパイル時にループ範囲がわかっている必要がありますが、並列処理は最大限に実行されます。
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ループを展開するには、そのループの開始部分に #pragma HLS unroll [factor=N] を挿入しま

す。オプションの factor=N を指定しない場合、ループは全展開されます。

int sum = 0;
for(int i = 0; i < 10; i++) {
#pragma HLS unroll factor=2

sum += a[i];
}

ループのパイプライン処理とループ展開で達成される並列処理を制限する要因

ループのパイプライン処理とループ展開は、どちらもループの繰り返し間の並列処理を可能にします
が、ループ繰り返し間の並列処理は、ループ繰り返し間のデータ依存性と、使用可能なハードウェア リ
ソース数の ２ つの主な要因により制限されます。

連続する繰り返しにおける 1 つの繰り返しの演算から次の繰り返しの演算へのデータ依存性は「ループ
キャリー依存性」と呼ばれ、現在の繰り返しの演算が終了して次の繰り返しの演算用のデータ入力が計
算されるまで、次の繰り返しの演算を開始できないことを意味します。ループ キャリー依存性があると、
ループのパイプライン処理を使用して達成可能な開始間隔とループ展開を使用して実行可能な並列処
理が制限されます。

次の例は、変数 a と b を出力する演算と入力として使用する演算間でのループ キャリー依存性を示し
ています。

while (a != b) {
if (a > b)

a –= b;
else

b –= a;
}

このループの次の繰り返しの演算は、現在の繰り返しが計算されて、a と b の値がアップデートされるま
で開始できません。次の例に示すような配列アクセスは、ループ キャリー依存性のよくある原因です。

for (i = 1; i < N; i++)
mem[i] = mem[i-1] + i;

この例の場合、現在の繰り返しが配列の内容をアップデートするまでループの次の繰り返しを開始でき
ません。ループのパイプライン処理の場合、最小の開始間隔はメモリ読み出し、加算、メモリ書き込みに
必要な合計クロック サイクル数です。
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使用可能なハードウェア リソース数もループのパイプライン処理およびループ展開のパフォーマンスを
制限する要因です。次の図は、リソースの制限により発生する問題の例を示しています。この場合、ル
ープを開始間隔 1 でパイプライン処理することはできません。

図 11: リソースの競合

void foo(m[2]…)  {

   op_Read_m[0];
   op_Read_m[1];
   op_Compute;
   op_Write;

}

(A) Pipeline with lI=1  

RD

CMP

WR

RD

(B) Pipeline with lI=2  

RD CMP WR

RD RD CMP WR

RD

lI=1  

RD RD CMP WR

RD RD CMP WR

lI=2  

X14768-070115

この例の場合、ループが開始間隔 1 でパイプライン処理されると、2 つの読み出しが実行されることに
なります。メモリにシングル ポートしかない場合、この 2 つの読み出しは同時に実行できず、2 サイクル
で実行する必要があります。このため、最小の開始間隔は図の (B) に示すように 2 になります。同じこと
は、その他のハードウェア リソースでも発生します。たとえば、op_compute が DSP コアを使用してイン

プリメントされ、それが各サイクルごとに新しい入力を受信できず、このような DSP コアが 1 つしかない
場合、op_compute はサイクルごとに DSP に出力できないので、開始間隔 1 は使用できません。

ローカル メモリ帯域幅の増加

このセクションでは、Vivado HLS で提供されているローカル メモリ帯域幅を増加するいくつかの方法を
示します。これらの方法は、ループのパイプライン処理およびループ展開と共に使用してシステム パフ
ォーマンスを向上できます。

C/C++ プログラムでは、配列は理解しやすく便利なコンストラクトです。配列を使用すると、アルゴリズム
を簡単にキャプチャして理解できます。Vivado HLS では、各配列はデフォルトでは 1 つのポート メモリ
リソースを使用してインプリメントされますが、このようなメモリ インプリメンテーションはパフォーマンス指
向のプログラムでは最適なメモリ アーキテクチャでないことがあります。ループのパイプライン処理とル
ープ展開の最後に、制限されたメモリ ポートにより発生するリソース競合の例を示しました。

配列の分割

配列は、より小型の配列に分割できます。メモリの物理的なインプリメンテーションでは、読み出しポート
と書き込みポートの数に制限があり、ロード/ストア集約型のアルゴリズムではスループットが制限されま
す。元の配列 (1 つのメモリ リソースとしてインプリメント) を複数の小型の配列 (複数のメモリとしてインプ
リメント) に分割してロード/ストア ポートの有効数を増加させることにより、メモリ帯域幅を向上できる場合
があります。
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Vivado HLS には、次の図のような 3 タイプの配列パーティション方法があります。

1. block: 元の配列の連続したエレメントが同じサイズのブロックに分割されます。

2. cyclic: 元の配列のエレメントがインターリーブされて同じサイズのブロックに分割されます。

3. complete: デフォルトでは配列が個別エレメントに分割されます。これは、配列をメモリとしてではなく
複数のレジスタとしてインプリメントすることに対応します。

図 12: 配列の分割
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block
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Vivado HLS で配列をパーティションするには、これをハードウェア関数ソース コードに挿入します。

#pragma HLS array_partition variable=<variable> <block, cyclic, complete>
factor=<int> dim=<int>

block および cyclic 分割では、factor オプションを使用して作成する配列の数を指定できます。上記

の図では、係数として 2 が使用され、2 つの配列に分割されています。配列に含まれる要素数が指定さ
れた係数の整数倍でない場合、最後の配列に含まれる要素数はほかの配列よりも少なくなります。

多次元配列を分割する場合は、dim オプションを使用してどの次元を分割するかを指定できます。次の

図に、多次元配列の異なる次元を分割した例を示します。

図 13: 多次元配列の分割

my_array[10][6][4]

Dimension 1
Dimension 2
Dimension 3

Dimension 0
(All dimensions)
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配列の形状変更

配列の形状を変更して、メモリ帯域幅を増加できます。形状変更では、元の配列の 1 つの次元から異
なる要素を取り出して、1 つの幅の広い要素に結合します。配列の形状変更は配列の分割に似ていま
すが、複数の配列に分割するのではなく、配列の要素の幅を広くします。次の図に、配列の形状変更の
概念を示します。

図 14: 配列の形状変更
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Vivado HLS で配列の形状を変更するには、これをハードウェア関数ソース コードに挿入します。

#pragma HLS array_reshape variable=<variable> <block, cyclic, complete>
factor=<int> dim=<int>

オプションは、配列分割プラグマと同じです。

データ フローのパイプライン処理

これまでに説明した最適化手法はすべて、乗算、加算、メモリのロード/ストアなどの演算子レベルでの
細粒度の並列処理最適化でした。これらの最適化では、これらの演算子間が並列処理されます。一方
データ フローのパイプライン処理では、関数およびループのレベルで粗粒度の並列処理が実行されま
す。データ フロー パイプラン処理により、関数およびループの同時処理が増加します。
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関数のデータ フローのパイプライン処理

Vivado HLS の一連の関数呼び出しは、デフォルトでは 1 つの関数が完了してから次の関数が開始し
ます。次の図の (A) は、関数のデータフ ロー パイプライン処理を実行しない場合のレイテンシを示して
います。3 つの関数に 8 クロック サイクルかかると仮定した場合、このコードでは func_A で新しい入力
を処理できるようになるまでに 8 サイクルかかり、func_C で出力が書き込まれる (func_C の最後に出力
が書き込まれると想定) までに 8 サイクルかかります。

図 15: 関数のデータ フローのパイプライン処理

8 cycles

func_A

8 cycles

3 cycles

5 cycles

func_B func_C func_A func_A

func_B func_B

func_C func_C

void top (a,b,c,d) {
   …
   func_A(a,b,i1);
   func_B(c,i1,i2);
   func_C(i2,d);

   return d;
}

(A) Without Dataflow Pipelining (B) With Dataflow Pipelining

func_A
func_B
func_C

X14772-070115

上記の図の (B) は、データ フロー パイプライン処理を使用した例を示しています。func_A の実行に 3

サイクルかかるとすると、func_A はこの 3 つの関数すべてが完了するまで待たずに、3 クロック サイク

ルごとに新しい入力の処理を開始できるので、スループットが増加します。 最終的な値は 5 サイクルで
出力されるようになり、全体的なレイテンシが短くなります。

Vivado HLS では、関数のデータ フロー パイプライン処理は関数間にチャネルを挿入することにより実
行されます。これらのチャネルは、データのプロデューサーおよびコンシューマーのアクセス パターンに
よって、ピンポン バッファーまたは FIFO としてインプリメントされます。

• 関数パラメーター (プロデューサーまたはコンシューマー) が配列の場合は、該当するチャネルが
マルチバッファーとして標準メモリ アクセス (関連のアドレスおよび制御信号を使用) を使用してイ
ンプリメントされます。

• スカラー、ポインター、参照パラメーター、および関数の戻り値の場合は、チャネルは FIFO として
インプリメンテーションされます。この場合、アドレス生成は不要なので使用されるハードウェア リソ
ースは少なくなりますが、データに順次アクセスする必要があります。

関数のデータ フロー パイプライン処理を使用するには、データ フロー最適化が必要な部分に
#pragma HLS dataflow を挿入します。次に、コード例を示します。

void top(a, b, c, d) {
#pragma HLS dataflow

func_A(a, b, i1);
func_B(c, i1, i2);
func_C(i2, d);

}
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ループのデータ フローのパイプライン処理

データ フロー パイプライン処理は、関数に適用するのと同様の方法でループにも適用できます。これ
により、ループのシーケンス (通常は順次処理) がイネーブルになり、同時処理されるようになります。デ
ータ フロー パイプライン処理は、関数、ループ、またはすべて関数かすべてループを含む領域に適用
する必要があります。ループと関数が混合したスコープに適用しないでください。

データ フロー パイプライン処理をループに適用した場合の利点については、次の図を参照してくださ
い。データ フロー パイプライン処理を実行しない場合、ループ M を開始する前にループ N のすべて
の繰り返しを実行し、完了する必要があります。ループ M とループ P にも同様の関係があります。この
例では、ループ N で新しい値を処理できるようになるまでに 8 サイクルかかり、出力が書き込まれる (ル
ープ P が終了したときに出力が書き込まれると想定) までに 8 サイクルかかります。

図 16: ループのデータ フローのパイプライン処理

8 cycles

Loop_N

8 cycles

3 cycles

5 cycles

Loop_M Loop_P Loop_N Loop_N

Loop_M Loop_M

Loop_P Loop_P

void top (...)  {
   …
   N:for(i =1;i<N;i++)  {
      ...
   }

M:while(j<M)   {
      ...
   } ;

P:for(k=1;k<P;k- -)   {
      ...
   }

}  

(A) Without Dataflow Pipelining (B) With Dataflow Pipelining

Loop_N

Loop_M

Loop_P

X14771-070115

データ フロー パイプラインを使用すると、これらのループが同時に処理されるようにできます。上記の図
の (B) は、データ フロー パイプライン処理を使用した例を示しています。ループ M の実行に 3 サイク
ルかかるとすると、このコードでは 3 サイクルごとに新しい入力を受信できます。同様に、同じハードウェ
ア リソースを使用して ５ サイクルごとに出力値を生成できます。Vivado HLS ではループ間に自動的に
チャネルが挿入され、データが 1 つのループから次のループに非同期に流れるようになります。データ
フロー パイプラインを使用した場合と同様、ループ間のチャネルはマルチバッファーか FIFO のいずれ
かとしてインプリメントされます。

ループのデータ フロー パイプライン処理を使用するには、データ フロー最適化が必要な部分に
#pragma HLS dataflow を挿入します。

Vivado Design Suite HLS ライブラリの使用

このセクションでは、SDSoC 環境で Vivado HLS ライブラリを使用する方法について説明します。
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Vivado®高位合成 (HLS) ライブラリは、SDSoC 環境の Vivado HLS インストールにソース コードとして含
まれており、Vivado HLS を使用してプログラマブル ロジック向けにクロス コンパイルする予定のほかの
ソース コード同様にこれらのライブラリを使用できます。ハードウェア関数の引数型に説明されている規
則にソース コードが従っている必要があります。このとき、関数でソフトウェア インターフェイスがアプリケ
ーションにエクスポートされるようにするため、C/C++ ラッパー関数を作成することが必要な場合がありま
す。

SDSoC IDE に含まれているすべてのベース プラットフォーム対応の FIR サンプル テンプレートに、
HLS ライブラリを使用する例が含まれています。samples/hls_lib ディレクトリには、HLS math ライブ

ラリを使用するコード例が数個含まれています。たとえば、samples/hls_lib/hls_math には平方根

関数をインプリメントして使用する例が含まれています。

my_sqrt.h ファイルには次が含まれています。

#ifndef _MY_SQRT_H_
#define _MY_SQRT_H_

#ifdef __SDSVHLS__
#include "hls_math.h"
#else
// The hls_math.h file includes hdl_fpo.h which contains actual code and
// will cause linker error in the ARM compiler, hence we add the function
// prototypes here
static float sqrtf(float x);
#endif

void my_sqrt(float x, float *ret);

#endif // _SQRT_H_

my_sqrt.cpp ファイルには次が含まれています。

#include "my_sqrt.h"

void my_sqrt(float x, float *ret)
{

*ret = sqrtf(x);
}

makefile にはこれらのファイルをコンパイルするコマンドが含まれています。

sds++ -c -hw my_sqrt –sds-pf zc702 my_sqrt.cpp
sds++ -c my_sqrt_test.cpp
sds++ my_sqrt.o my_sqrt_test.o -o my_sqrt_test.elf
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アプリケーションのデバッグ
SDSoC™環境を使用すると、SDSoC IDE を使用してプロジェクトを作成およびデバッグできます。プロジ
ェクトは、ユーザー定義の makefile を使用して SDSoC IDE 外で作成することも可能で､コマンド ライン
または SDSoC IDE のいずれでもでデバッグできます。

SDSoC IDE でインタラクティブなデバッガーを使用する方法については、『SDSoC 環境チュートリアル:
入門』 (UG1028) を参照してください。

SDSoC IDE での Linux アプリケーションのデバッグ

SDSoC™ IDE でアプリケーションをデバッグするには、次の手順を使用します。

1. [Debug] をアクティブ ビルド コンフィギュレーションとして選択し、プロジェクトをビルドします。

2. 生成した SDDebug/sd_card イメージを SD カードにコピーして、それを使用してボードを起動しま

す。

3. ボードがネットワークに接続されていることを確認し、コマンド プロンプトで ifconfig eth0 を実行

するなどして、IP アドレスをメモしておきます。

4. [Debug As] をクリックして新しいデバッグ コンフィギュレーションを作成し、ボードの IP アドレスを入力
します。

5. [Debug] パースペクティブに切り替えて、デバッグを開始、停止、ステップ実行、ブレークポイントの設
定、変数およびメモリの検証、または別のデバッグ操作を実行できます。

SDSoC IDE でのスタンドアロン アプリケーションのデ
バッグ

SDSoC™ IDE を使用してスタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション プロジェクトをデバッグするには、
次の手順に従います。

1. [Debug] をアクティブ ビルド コンフィギュレーションとして選択し、プロジェクトをビルドします。

2. ボードが JTAG デバッグ コネクタを使用してホスト コンピュータに接続されていることを確認します。

3. [Debug As] をクリックして、新しいデバッグ コンフィギュレーションを作成します。

[Debug] パースペクティブに切り替えて、デバッグを開始、停止、ステップ実行、ブレークポイントの設
定、変数およびメモリの検証、または別のデバッグ操作を実行できます。

SDSoC IDE ツールバーで [Debug] アイコンをクリックすると、上記の手順を一気に実行できます。
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FreeRTOS アプリケーションのデバッグ

SDSoC™ 環境で FreeRTOS アプリケーション プロジェクトを作成する場合は、スタンドアロン (ベアメタ
ル) アプリケーション プロジェクトと同様の手順に従いアプリケーションをデバッグできます。

IP レジスタの監視および変更

mrd および mwr という ２ つの小さな実行ファイルを使用すると、メモリ マップされたプログラマブル ロジ

ックのレジスタを監視および変更できます。これらの実行ファイルは、アクセスする物理アドレスを指定し
て実行します。

たとえば mrd 0x80000000 10 は、物理アドレス 0x80000000 で開始する 10 個の 4 バイト値を読み出

し、それらを標準出力に表示します。mwr 0x80000000 20 は値 20 をアドレス 0x8000000 に書き込み

ます。

これらの実行ファイルは、ハードウェア関数および SDSoC™ 環境で生成されたその他の IP に含まれる
メモリ マップされたレジスタのステートを監視および変更するために使用できます。

注意: 存在しないアドレスにアクセスしようとすると、システムが停止する可能性があります。

パフォーマンスをデバッグする際のヒント

SDSoC 環境では、sds_clock_counter() 関数により基本的なパフォーマンス監視機能が提供されて

います。この関数を使用すると、アクセラレーションされるコードとされないコードなど、コード セクション
間における実行時間の差異を調べることができます。

Vivado® HLS レポート ファイル (_sds/vhls/…/*.rpt) でレイテンシ数を見ると、実際のハードウェア

アクセラレーション時間を見積もることができます。X アクセラレータのクロック サイクルのレイテンシは、
X * (processor_clock_freq/accelerator_clock_freq) プロセッサ クロック サイクルです。実際の関数呼び出
しにかかる時間とこの時間を比較すると、データ転送のオーバーヘッドを確認できます。

パフォーマンスを最大限に改善するには、アクセラレーションされる関数の実行に必要な時間が元のソ
フトウェア関数の実行に必要な時間よりもかなり短くなることが必要です。そうならない場合は、sdscc/
sds++ コマンドラインで別の clkid を選択して、アクセラレータをより高速の周波数で実行してみてくだ

さい。この方法で改善が見られない場合は、データ転送のオーバーヘッドがアクセラレーションされる関
数の実行時間に影響していないかを確認し、このオーバーヘッドを減らす必要があります。デフォルトの
clkid はすべてのプラットフォームで 100MHz です。特定のプラットフォームの clkid 値の詳細は、

sdscc –sds-pf-info <platform name> を実行すると取得できます。

データ転送のオーバーヘッドが大きい場合は、次を変更すると改善される可能性があります。

• より多くのコードをアクセラレーションされる関数に移動して、この関数の計算にかかる時間を長く
し、データ転送にかかる時間との比率を向上させます。

• コードを変更するかプラグマを使用して必要なデータのみを転送するようにし、転送するデータ量
を減らします。
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ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレー
ス

SDSoC 環境で生成されるシステムは、高性能で複雑なハードウェア/ソフトウェア システムです。このよう
なシステムでのアプリケーション実行は、理解するのが困難なことがあります。たとえば、ソフトウェア部分
がプロセッサで実行されたり、ハードウェア アクセラレータがプログラマブル ファブリックで実行された
り、データ転送が同時に多く発生したり、といったように多くのことが同時に発生するからです。SDSoC
環境のトレース機能を使用すると、イベント トレースを使用して、アプリケーション実行中にシステムで何
が発生しているのかが詳細に表示されます。

この詳細な表示により、アプリケーションに指定されたワークロードのパフォーマンス、ハードウェア/ソフ
トウェア パーティション、およびシステム デザインの選択肢などが理解しやすくなっています。このような
情報があると、システム インプリメンテーションを最適化して改善しやすくなります。この表示を使用する
と、プロセッサで実行されているソフトウェアのイベント トレースと、システム内のハードウェア アクセラレ
ータおよびデータ転送のリンクが可能になります。トレース イベントが生成されると、タイムライン ビュー
に集められ、アプリケーションがどのように実行されるかに関する詳細な情報が表示されます。 この情報
は他からは入手できません。

アプリケーションをトレースすると、システム実行に関する情報を記録するログが生成されます。イベント
トレースには、その期間中のイベント間の関係も含まれる点がイベント ログとは異なります。トレースの目
標は、何がいつ発生するか、イベントがどれくらい続くのかなどを確認することで、デバッグ実行をしやす
くすることにあります。トレースでは、全体的なランタイムよりも詳細に実行のパフォーマンスが表示されま
す。

トレースをする際には、デザインで少なくとも 1 つの関数がハードウェア用にマークされている必要があ
ります。何をトレースするかをユーザーがカスタマイズすることはできません。標準的な HLS により生成
されるハードウェア アクセラレータ、アクセラレータ コアからのデータを送受信する AXI4-Stream インタ
ーフェイス、ソフトウェアのアクセラレータ制御コードなど、すべてのトレース ポイントになる可能性のある
ものが自動的に含まれます。今後のリリースでは、デザイン内のほとんどのハードウェア エンティティお
よびソフトウェアでのその他の特定イベントのトレースがサポートされる予定です。

アプリケーション デバッグでイベント トレースを実行する場合は、JTAG (スタンドアロンの場合) およびイ
ーサネット (Linux の場合) を使用して、ボードをホスト PC に接続する必要があります。アプリケーション
は、デバッグまたは run 設定を使用して、ホストから SDSoC の GUI (グラフィック ユーザー インターフェ
イス) で実行される必要があります。ユーザーが手動で実行することはできません。
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ハードウェア/ソフトウェア システムの実行操作

SDSoC コンパイラでは、ハードウェア関数を Vivado® HLS ツールを使用して IP にクロスコンパイルする
か、『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146) で説明するように C 呼び出し可能 IP としてリ
ンクすることにより、ハードウェア関数をインプリメントします。各ハードウェア関数の呼び出しサイトは、ハ
ードウェア アクセラレータの実行を管理するスタブ関数を呼び出すように書き換えられます。次の図は、
ハードウェア関数を書き換えた例を示しています。左側が元のコード、右側が新しい関数名で書き換え
られたハードウェア関数呼び出しです。

図 17: ハードウェア関数呼び出しサイトの書き換え

X16743-040516

スタブ関数は、ハードウェア アクセラレータを初期化し、関数引数に必要なデータ転送を開始して、アク
セラレータと関連のデータ転送がすべて完了するまでプログラム内の適切なポイントで待機することによ
りハードウェアとソフトウェアを同期します。たとえば、ハードウェア関数 foo() が foo.cpp で定義され

ている場合、書き直されたコードはそのプロジェクトのビルド設定の _sds/swstubs/foo.cpp に生成さ

れます。次のスタブ コードでは、ハードウェア用にマークされたユーザー関数が置き換えられています。
この関数はアクセラレータを開始し、アクセラレータからのデータの送受信を開始し、転送が終了するま
で待機します。

void _p0_mmult0(float *A, float *B, float *C) {
switch_to_next_partition(0);
int start_seq[3];
start_seq[0] = 0x00000f00;
start_seq[1] = 0x00010100;
start_seq[2] = 0x00020000;
cf_send_i(cmd_addr,start_seq,cmd_handle);
cf_wait(cmd_handle);
cf_send_i(A_addr, A, A_handle);
cf_send_i(B_addr, B, B_handle);
cf_receive_i(C_addr, C, C_handle);
cf_wait(A_handle);
cf_wait(B_handle);
cf_wait(C_handle);

イベント トレースを使用すると、アクセラレータおよびデータ転送のソフトウェア設定、アクセラレータおよ
びデータ転送のハードウェア実行など、各フェーズを視覚的に確認できます。たとえば、次のスタブ コ
ードはトレース用に記述されています。アクセラレータを開始し、転送を開始し、転送が終了するまで待
つコマンドがそれぞれ記述されています。

void_p0_mmult_0(float *A, float *B, float *C) {
switch_to_next_partition(0);
int start_seq[3];
start_seq[0] = 0x00000f00;
start_seq[1] = 0x00010100;
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start_seq[2] = 0x00020000;
sds_trace(EVENT_START);
cf_send_i(cmd_addr,start_seq,cmd_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_wait(cmd_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_send_i(A_addr, A, A_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_send_i(B_addr, B, B_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_receive_i(C_addr, C, C_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_wait(A_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_wait(B_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);
sds_trace(EVENT_START);
cf_wait(C_handle);
sds_trace(EVENT_STOP);

ソフトウェア トレース

イベント トレースでは、スタブ関数が自動的に挿入され、ハードウェア関数呼び出しのインプリメンテー
ションに関連するソフトウェア制御イベントがキャプチャされます。イベントには、次のようなタイプがありま
す。

• アクセラレータの設定および開始

• データ転送設定

• ハードウェア/ソフトウェア同期バリアー (イベントを待つ)

これらのイベントはそれぞれトレースされ、プログラマブル ロジックに 1 つの AXI-Lite 書き込みとして含
まれるようになり、ハードウェア イベントと同じグローバル タイマーからのタイムスタンプが付きます。

ハードウェア トレース

SDSoC 環境では、Vivado HLS でクロス コンパイルされたアクセラレータのハードウェア イベント トレー
スと、AXI4-Stream 接続を介したデータ転送がサポートされます。sdscc/++ リンカーを -trace オプシ

ョンを使用して起動すると、ハードウェア モニター IP コアが生成されたシステムに自動的に挿入され、
次のイベント タイプが記録されます。

• ap_start および ap_done 信号で定義されたアクセラレータの開始および停止

• AXI4-Stream ハンドシェイク信号および TLAST 信号で定義されたデータ転送
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これらのイベントはそれぞれ別々に監視され、ソフトウェア イベントで使用されたのと同じグローバル タ
イマーからのタイムスタンプが付けられます。ハードウェア関数で次のプラグマを使用して明示的に
AXI4-Lite 制御インターフェイスが宣言されている場合は、ap_start および ap_done 信号は IP イン

ターフェイスの一部ではないので、トレースできません。

#pragma HLS interface s_axilite port=foo

これらのハードウェア モニター コアの大体のリソース使用率を示すため、次の表に Zynq-7000
(xc7z020-1clg400) デバイスのこれらのコアのリソース使用率をリストしています。

コア名 LUT FF BRAM DSP

アクセラレータ 79 18 0 0

AXI4-Stream (basic) 79 14 0 0

AXI4-Stream (statistics) 132 183 0 0

AXI4-Stream モニター コアには、basic と statistics の 2 つのモードがあります。basic モードでは、単に
トレース イベントの生成が開始/停止されます。statistics モードでは、AXI4-Lite インターフェイスが 2
つの 32 ビット レジスタに対して有効になります。オフセット 0x0 のレジスタには現在または今後の転送
のワード カウントが、オフセット 0x4 のレジスタには前の転送のワード カウントが示されます。転送が完
了し次第、現在のカウントが前のレジスタに移動されます。デフォルトでは、AXI4-Stream コアは basic
モードで設定されます。今後のリリースでは、ユーザーが使用するモードを選択できるようになる予定で
す。現時点でもモード自体はあり、Vivado ツールを使用すれば手動で設定はできますが、このリリース
ではサポートされていません。

ハードウェア トレース モニター コアだけでなく、出力トレース イベント信号は 1 つのインテグレーション
コアによりまとめられます。このコアには、パラメーター可能な数 (1-63 まで) のポートがあるので、最大
で 63 のモニター コア (アクセラレータまたは AXI4-Stream) がサポートされます。このコアのリソース使
用率は、イネーブルになったポートの数、つまり挿入されるモニター コアの数によって異なります。次の
表は、Zynq-7000 (xc7z020-1clg400) デバイスのこのコアのリソース使用率を示しています。

ポート数 LUT FF BRAM DSP

1 241 404 0 0

2 307 459 0 0

3 366 526 0 0

4 407 633 0 0

6 516 686 0 0

8 644 912 0 0

16 1243 1409 0 0

32 2190 2338 0 0

63 3830 3812 0 0

ポート (たとえばモニター コア) の数によって、インテグレーション コアでは平均 110 のフリップフロップ
(FF) と 160 のルック アップ テーブル (LUT) が使用されます。たとえば、次はシステム レベルの ZC702
プラットフォーム (同じ xc7z020-1clg400 パーツを使用) の行列乗算テンプレート アプリケーションのリソ
ース使用率を示しています。

システム LUT FF BRAM DSP

ベース (トレースなし) 16,433 21,426 46 160

イベント トレース イネーブル 17,612 22,829 48 160
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上記の結果に基づくと、違いは大体 LUT 1000 個、FF 1200 個、および BRAM 2 つになります。このデ
ザインには、3 つの AXI4-Stream ポート (2 つの入力、1 つの出力) を含む 1 つのアクセラレータがあり
ます。イベント トレースがイネーブルの場合、1 つのインテグレーション コアとその他の関連する読み出
しロジックに加えて、4 つのモニター (1 つのアクセラレータおよび 3 つの AXI4-Stream モニター) がシ
ステムに挿入されます。上記のリソース概算によると、720 個の LUT および 700 個の FF が実際のトレ
ース モニター ハードウェア (モニターおよびインテグレーション コア) からのもので、残りの 280 個の
LUT、500 個の FF、および 2 つの BRAM が AXI4-Stream 出力トレース データ ストリームを JTAG に
変換する読み出しロジックからのものです。この読み出しロジックのリソース使用率はスタティックで、デ
ザインによって変わりません。

インプリメンテーション フロー

インプリメンテーション フロー中にトレースがオンになっていると、トレース インプリメンテーションがソフト
ウェア コードに、ハードウェア モニターがハードウェア システムに自動的に挿入されます。この後、ハー
ドウェア システムが (モニター コアも含めて) 合成、インプリメントされ、ビットストリームが生成されます。
ソフトウェア トレースは、通常のユーザー プログラムにコンパイルされます。

ハードウェアおよびソフトウェア トレースはハードウェアでタイムスタンプされ、1 つのトレース ストリーム
に集められ、プログラマブル ロジックでバッファーに溜まります。

図 18: トレース ハードウェアのない Vivado IP インテグレーターの行列乗算例

X16741-040516
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図 19: トレース ハードウェア (オレンジ部分) を含む Vivado IP インテグレーターの行列乗算例

X16742-040516

ランタイム トレース コレクション

ソフトウェア トレースは、ハードウェア トレースと同じストレージ パスに挿入され、タイムスタンプにはハー
ドウェア トレースと同じタイマー/カウンターが使用されます。この 1 つのトレース データ ストリームはハ
ードウェア システム内のバッファーに溜まって、ホスト PC からは JTAG を介してアクセスされます。

SDSoC 環境では、プログラムが実行されるとトレースが何度も読み戻され、ハードウェア バッファーをで
きるだけすばやく空にして、バッファーがオーバーフローしないようにします。ただし、トレース データは
アプリケーションが終了したときにのみ表示されます。今後のリリースでは、データが取り込まれた時点
のリアルタイム データが表示されるようになる予定です。

ボード接続要件は、オペレーティング システム (スタンドアロン、FreeRTOS、または Linux) によって少し
異なります。スタンドアロンおよび FreeRTOS の場合、USB/JTAG インターフェイスを使用してユーザー
プログラムの ELF がボードにダウンロードされます。トレース データも同じ USB/JTAG インターフェイス
を介して読み出されます。

Linux の場合、SDSoC 環境では OS が SD カードから起動されると仮定されます。この後、ボードとホス
ト PC 間のイーサネット接続を介して、ELF が Linux で実行される TCP/TCF エージェントを使用してコ
ピーされて実行されます。トレース データは、USB/JTAG インターフェイスを介して読み出されます。こ
のため、Linux アプリケーションのトレースには、USB/JTAG インターフェイスおよび TCP/TCF エージ
ェント インターフェイスの両方が必要です。次の図は必要な接続を示しています。
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図 20: 異なるオペレーティング システムでトレースを使用した場合に必要な接続
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トレースの表示

SDSoC 環境の GUI には、ハードウェアおよびソフトウェア トレース ストリームがグラフィカルに表示され
ます。ユーザー アプリケーションの各トレース ポイントに固有の名前が指定され、タイムラインの縦軸/
横軸が示されます。コードの同じブロックがループで実行されたり、アクセラレータが複数回起動される
場合など、アプリケーションの実行中にトレース ポイントは通常複数のトレース イベントを作成できます。

図 21: さまざまなイベント タイプを示すトレースのタイムライン表示例

X16913-050216

トレース イベントには、名前、タイプ、開始時間、終了時間、期間など、それぞれ異なる属性があります。
次は、カーソルをビュー内のイベントの 1 つの上に置いたときに表示されるツール ヒントを表示していま
す。

第 9 章: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース

SDSoC 環境ユーザー ガイド

UG1027 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

75

http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=75
https://japan.xilinx.com


図 22: 各イベントの入手可能な詳細な情報を示すトレースのタイムライン表示例

X16912-050216

図 23: イベント名とユーザー プログラムへの関係を示すトレースのタイムライン表示例

X16914-050216

トラブルシューティング

1. インクリメンタル ビルド フロー - SDSoC 環境ではトレース機能を使用したインクリメンタル ビルド フロ
ーはサポートされていません。アプリケーションが正しくビルドされ、トレースが正しく収集されるように
するには、プロジェクトをまずクリーンアップして、ビルドしてから、ソース コードを変更します。ソース
コードの変更が関係なかったり、ハードウェア用にマークされた関数には影響のない場合でも、正し
い結果にならないことはあります。
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2. プログラムおよびビットストリーム - トレース機能は、1 回完結型の解析です。イベントのタイムスタンプ
に使用されたタイマーは、最初のイベントが発生してその後永遠に実行され続けるまで開始されませ
ん。ビットストリームをプログラムした後に 1 度ソフトウェア アプリケーションを実行した場合は、プログ
ラムが実行を終えた後、タイマーが不明な状態になります。その後 2 回目にソフトウェアを実行する
と、イベントのタイムスタンプが正しくなりません。まず、最初にビットストリームをプログラムしてからソフ
トウェア アプリケーションをダウンロードして、アプリケーションを実行するたびにトレース機能の利点
が生かされるようにしてください。アプリケーションは 2 回目も正しく実行はされますが、トレース デー
タは正しくなりません。Linux の場合は、ビットストリームが U-Boot によるブート時に読み込まれるの
で、再起動する必要があります。

3. トレースのバッファリング - SDSoC 環境では、トレースがバッファーに溜まり、アプリケーションが実行
されるとリアルタイムで読み出されますが、アプリケーションが終了するまでは表示されません。これを
可能にするには、トレースがホスト PC で読み出すことができるようになるまで、トレースを格納するの
に十分なバッファー容量が必要となります。デフォルトでは、1024 トレースを保存するのに十分なバッ
ファー容量があります。バッファーが一杯になったら、その後生成されるトレースはドロップされて、失
われます。バッファーがオーバーフローする場合は、エラー条件が設定されています。バッファーの
オーバーフロー後に作成されたトレースはすべて集められず、オーバーフローになる前のトレースの
みが間違って表示されてしまいます。

4. エラー - SDSoC 環境では、トレースがハードウェアのバッファーに溜められてから、JTAG を介してホ
スト PC により読み出されます。トレースが消費されるよりも速く生成される場合は、バッファー オーバ
ーフロー イベントが発生する可能性があります。トレース構造はこれを認識し、ホスト PC での収集中
に検出して、エラー フラグを設定するようになっています。エラー フラグがトレース データ収集中に
解析されたら、収集が一時停止し、問題なく読み出されたトレース データを表示する準備がされます
が、バッファー オーバーフロー直前まで問題なく読み出されたデータの中には、正しく表示されない
ものがある可能性があります。

オーバーフローが発生したら、<build_config>/_sds/trace ディレクトリに

archive_DAY_MON_DD_HH_MM_SS_-GMT_YEAR_ERROR のような形式の名前でエラー ファイルが作成
されます。デバイスは、アプリケーションを実行してトレース データを再収集する前にプログラムし直す
(Linux を再起動するなど) 必要があります。トレース ハードウェアをリセットするには、プログラムし直すし
かありません。
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SDSoC のプラグマ仕様
このセクションでは、システム最適化を支援するための SDSoC システム コンパイラ sdscc/sds++ のプ

ラグマ (指示子) について説明します。

SDSoC 環境専用のプラグマにはすべて #pragma SDS と最初に付いており、C/C++ ソース コードの関

数宣言または関数呼び出しサイトの直前にに挿入する必要があります。

ハードウェア アクセラレータを使用するヘテロジニアス エンベデッド システムをターゲットにするコンパ
イラには、業界標準となるような圧倒的に使用されているものはありませんが、プラグマおよびプラグマ
構文は OpenCC のような規格と一貫するように定義されています。今後のリリースでは、広く使用される
標準規格ができれば、SDSoC 環境でもその業界標準プラグマを導入する可能性があります。

データ転送サイズ

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data copy|zero_copy(ArrayName[offset:length])

このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があります。このプラグマは、その関数の呼び出し元すべてに適用されます。
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次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• copy は、データがプロセッサ メモリからハードウェア関数に明示的にコピーされることを意味しま

す。システム パフォーマンスの向上に記述されるように、最適なデータ ムーバーでデータ転送が
実行されます。zero_copy は、AXI4 インターフェイスを介してハードウェア関数が共有メモリから

直接データにアクセスすることを意味します。copy または zero_copy プラグマが配列引数に指

定されていない場合、SDSoC コンパイラでは copy セマンティクスとして処理されます。

• [offset:length] はオプションです。指定しない場合、このプラグマは、メモリとアクセラレータ間

のコピーか、アクセラレータからメモリへの直接アクセスかを選択するためにのみ使用されます。配
列サイズについては、まず SDSoC コンパイラでアクセラレータ関数の呼び出しコードが解析され、
配列のメモリ割り当て API (たとえば malloc または sds_alloc) に基づいて転送サイズが決定されま
す。解析がエラーになると、引数タイプがチェックされ、引数タイプにコンパイル時配列サイズが指
定されていて、そのサイズがデータ転送サイズとして使用されているかどうかが確認されます。デー
タ転送サイズが決定できない場合は、このプラグマをユーザーが指定できるようにコンパイラからエ
ラー メッセージが表示されます。データ サイズが呼び出し元と呼び出し先で異なる場合や複数の
呼び出し元間で異なる場合も、ユーザーがソース コードを直すか、このプラグマを使用してコンパ
イルできるように、コンパイラからエラー メッセージが表示されます。

• 多次元配列では、各次元を指定する必要があります。たとえば 2 次元配列では、
ArrayName[offset_dim1:length_dim1][offset_dim2:length2_dim2] を使用します。

• 同じプラグマで複数の配列をカンマ (,) で区切って指定できます。たとえば、
copy(ArrayName1[offset1:length1], ArrayName2[offset2:length2]) のように指定し

ます。

• ArrayName は関数定義の仮引数のいずれかである必要があります。つまり、プロトタイプ (パラメー

ター名はオプション) からではなく、関数定義からにする必要があります。

• offset は、対応する次元の最初の要素から数えた要素数です。コンパイル時定数にする必要が

あります。現在のところ、これは無視されます。

• length は、その次元で転送された要素数です。論理式が関数内で実行時に解決可能であれ

ば、任意の論理式にすることができます。

例 1:

次のコードは、関数宣言の直前に copy プラグマをアクセラレータ関数 foo の引数 A および B に適用
した例を示しています。

#pragma SDS data copy(A[0:size*size], B[0:size*size])
void foo(int *A, int *B, int size)

SDSoC システム コンパイラでは、関数 foo の本体がアクセラレータ制御、データ転送、およびデータ同
期コードに置き換えられます。次のコードは、そのデータ転送部分を示しています。

void _p0_foo_0(int *A, int *B, int size)
{

...
cf_send_i(&(_p0_swinst_foo_0.A), A, (size*size) * 4, &_p0_request_0);
cf_receive_i(&(_p0_swinst_foo_0.B), B, (size*size) * 4, &_p0_request_1);
...

}
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上記に示すように、SDSoC ランタイムに配列 A および B のエレメント数を伝えるために、プラグマの値
size*size が使用されます。cf_send_i および cf_receive_i にはバイト数を指定する必要がある

ので、コンパイラでは size*size が各エレメントのバイト数 (この場合 4) で乗算されます。上記の例に

示すように、length はコンパイル時定数にする必要はなく、同じ関数のほかのスカラー引数を含む C

演算式にできます。

例 2:

次のコード例では、上記の copy プラグマの代わりに zero_copy プラグマを適用しています。

#pragma SDS data zero_copy(A[0:size*size], B[0:size*size])
void foo(int *A, int *B, int size)

置き換えられた関数本体のデータ転送部分は次のようになります。

cf_send_ref_i(&(_p0_swinst_foo_0.A), A, (size*size) * 4,
&_p0_request_0);

cf_receive_ref_i(&(_p0_swinst_foo_0.B), B, (size*size) * 4,
&_p0_request_1);

cf_send_ref_i と cf_receive_ref_i は、配列のリファレンスまたはポインターのみがアクセラレータ

に転送され、アクセラレータは直接メモリにアクセスすることを意味しています。

例 3:

次のコード例は、関数宣言に関数定義と異なる引数名を使用するといったよくあるミスを示しています。

"foo.h"
#pragma SDS data copy(in_A[0:1024])
void foo(int *in_A, int *out_B)

"foo.cpp"
#include "foo.h"
void foo(int *A, int *B)
{
...
}

このコードは問題なく gcc をパスします。実際には、C/C++ 規格では関数宣言の引数名はオプションな
ので、C/C++ コンパイラでは関数宣言の引数名が無視されます。このため、コンパイラで使用されるの
は関数定義の引数名のみです。SDSoC では、後で次のような警告メッセージが表示されます。

WARNING: [SDSoC 0-0] Cannot find argument in_A in accelerator function
foo(int *A, int *B)
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メモリの属性

仮想メモリをサポートする Linux のようなオペレーティング システムの場合、ユーザー空間の割り当てら
れたメモリがページ化されるために、システム パフォーマンスに影響が出ることがあります。SDSoC ラン
タイムには、物理的に隣接したメモリを割り当てるための API も含まれます。このセクションのプラグマを
使用すると、コンパイラにその引数が物理的に隣接したメモリに割り当てらているかどうかを伝えることが
できます。

物理的に隣接したメモリ

重要: このプラグマの構文およびインプリメンテーションは、今後のリリースで変更される可能性があります。

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data mem_attribute(ArrayName:contiguity)

このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があります。このプラグマは、その関数の呼び出し元すべてに適用されます。

次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• ArrayName は、関数宣言の仮引数の 1 つにする必要があります。

• Contiguity は PHYSICAL_CONTIGUOUS または NON_PHYSICAL_CONTIGUOUS のいずれ

かにする必要があります。デフォルト値は NON_PHYSICAL_CONTIGUOUS です。

PHYSICAL_CONTIGUOUS に設定すると、関連の ArrayName に対応するすべてのメモリは

sds_alloc を使用して割り当てられます。NON_PHYSICAL_CONTIGUOUS に設定すると、関連

の ArrayName は malloc を使用して割り当てられるか、スタックでフリー変数として割り当てられま

す。これは、SDSoC コンパイラでの最適なデータ ムーバーの選択に有益です。

• 1 つのプラグマで複数の配列をカンマ (,) で区切って指定できます。

例 1:

次のコードは、contiguity 属性を指定する例を示しています。

#pragma SDS data mem_attribute(A:PHYSICAL_CONTIGUOUS)
void foo(int A[1024], int B[1024])

上記の例の場合、物理的に隣接したメモリ ブロックに配列 A を割り当てることを SDSoC コンパイラに伝

える必要があります。これで、SDSoC コンパイラで AXI_DMA_SG の代わりに AXI_DMA_Simple が選択さ
れるようになります。これは、AXI_DMA_Simple の方が速く物理的に隣接したメモリを転送できるからで
す。
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データ アクセス パターン

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data access_pattern(ArrayName:pattern)

このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があります。

次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• pattern は、SEQUENTIAL または RANDOM のいずれかに指定でき、デフォルトでは RANDOM が使

用されます。

このプラグマを使用して、ハードウェア関数のデータ アクセス パターンを指定します。配列引数に Copy
プラグマが指定されている場合は、SDSoC でこのプラグマの値が確認され、合成するハードウェア イン
ターフェイスが決定されます。アクセス パターンに SEQUENTIAL が指定されている場合は、ap_fifo など

のストリーミング インターフェイスが生成されます。RANDOM が指定されている場合は、RAM インターフェ

イスが生成されます。SDSoC でデータ モーション ネットワークを生成する際にこのプラグマを使用する
方法については、SDSoC でのデータ モーション ネットワークの生成を参照してください。

例 1:

次のコードは、配列引数に対してこのプラグマを使用した例です。

#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL)
void foo(int A[1024], int B[1024])

上記の例の場合、引数 A に対してストリーミング インターフェイスが、引数 B に対して RAM インターフ

ェイスが生成されます。引数 A のアクセス パターンは A[0], A[1], A[2], ..., A[1023] のようにし、すべて

のエレメントが 1 回のみアクセスされるようにする必要があります。反対に、引数 B はランダムにアクセス

できるので、各エレメントは 0 回でも何度でもアクセスできます。

例 2:

次のコードは、ポインター引数に対してこのプラグマを使用した例です。

#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL)
void foo(int *A, int B[1024])

上記の例では、引数 A がストリーミング ポートになる場合、記述されている 2 つのプラグマを適用する

必要があります。これらのプラグマがないと、SDSoC では引数 A がレジスタ (関数 foo で A がどのよう

に使用されるかによって、IN、OUT、または INPUT) として合成されます。

例 3:

次のコード例は、access_pattern プラグマの zero_copy プラグマ (データ転送サイズを参照) です。

#pragma SDS data zero_copy(A)
#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL)
void foo(int A[1024], int B[1024])
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上記の例では、access_pattern プラグマは無視されます。zero_copy プラグマが引数に適用された

場合は、AXI4 インターフェイスが合成されます。詳細は、zero_copy データ ムーバーを参照してくださ
い。

データ ムーバーのタイプ

重要: このプラグマは、通常の使用にはお勧めしません。このプラグマは、コンパイラで生成されるデータ ムーバ
ーでデザイン要件が満たされない場合のみに使用してください。

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data data_mover(ArrayName:DataMover[:id])

このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があります。このプラグマは、その関数の呼び出し元すべてに適用されます。

次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• 1 つのプラグマで複数の配列をカンマ (,) で区切って指定できます。次に例を示します。

#pragma SDS data_mover(ArrayName:DataMover[:id],
ArrayName:DataMover[:id])

• ArrayName は、関数の仮引数の 1 つにする必要があります。

• DataMover は、AXIFIFO、AXIDMA_SG、AXIDMA_SIMPLE、または AXIDMA_2D にする必要があ

ります。

• :id はオプションで、id には正の整数を指定する必要があります。

このプラグマは、配列引数を転送するのに使用されるデータ ムーバー HW IP タイプを指定します。デ
フォルトでは、コンパイラによりコードが解析され、データ型が自動的に選択されます。このプラグマは、
コンパイラでの推論を無効にするために使用できます。オプションの :id を指定しない場合、対応する

配列の転送にデータ ムーバー ハードウェア IP インスタンスが割り当てられます。:id を使用すると、こ

のコンパイラによる選択を無効にして、関連の仮引数に特定のデータ ムーバー ハードウェア IP インス
タンスを割り当てることができます。3 つ以上の仮引数のハードウェア IP タイプおよび id が同じ場合、

これらの仮関数は同じデータ ムーバー ハードウェア IP インスタンスを共有します。

AXIDMA_SIMPLE および AXIDMA_2D を使用するには、追加の要件があります。

• 対応する配列は、sds_alloc() を使用して割り当てる必要があります。

• AXIDMA_2D では、各次元の 2D 配列のサイズを指定するためプラグマ SDS data dim が必要で

す。また、転送される 2D 配列の矩形サブ領域を指定するため SDS data copy プラグマも必要

です。配列の 2 つ目の次元サイズ、サブ領域のオフセット、および列サイズは、すべて 64 ビット境
界 (8 で除算可能なバイト数) に揃ったアドレスになることが必要です。
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例 1:

次のコードは、プラグマにデータ ムーバー ID を指定する例を示しています。

#pragma SDS data data_mover(A:AXIDMA_SG:1, B:AXIDMA_SG:1)
void foo(int A[1024], int B[1024])

上記のプラグマの場合、同じデータ ムーバー ID が指定されているため、同じ AXIDMA_SG IP インスタ

ンスが共有されて、引数 A および B のデータが転送されます。

例 2:

次に示す例では、AXIDMA_2D を適切に機能させるためには、NUMCOLS、row_offset、col_offset、

および cols が 8 の倍数 (各 char のビット幅が 8) になるようにする必要があります。

#pragma SDS data data_mover(y_lap_in:AXIDMA_SIMPLE, y_lap_out:AXIDMA_2D)
#pragma SDS data dim(y_lap_out[NUMROWS][NUMCOLS])
#pragma SDS data copy(y_lap_out[row_offset:rows][col_offset:cols])
void laplacian_filter(unsigned char y_lap_in[NUMROWS*NUMCOLS],

unsigned char y_lap_out[NUMROWS*NUMCOLS],
int rows, int cols, int row_offset, int col_offset);

(row_offset, col_offset)

NUMCOLS
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X14707_060515

外部メモリへの SDSoC プラットフォーム インターフェ
イス

重要: このプラグマの構文およびインプリメンテーションは、今後のリリースで変更される可能性があります。

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data sys_port(ArrayName:port)
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このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があり、その関数の呼び出し元すべてに適用されます。

次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• ArrayName は、関数宣言の仮引数の 1 つにする必要があります。

• port は、ACP、AFI、MIG のいずれかにする必要があります。Zynq-7000 All Programmable SoC

では、ノンキャッシュ コヒーレント アクセス (AFI) 用にプログラマブル ロジックと外部メモリ
(S_AXI_ACP) とハイ パフォーマンス ポート (S_AXI_HP) 間にキャッシュ コヒーレント インターフェイ
スが提供されています。sys_port プラグマが配列引数に対して指定される場合、メモリ属性 (キャ

ッシュ可能か不可能か)、配列サイズ、使用されるデータ ムーバーなどに基づいて、SDSoC システ
ム コンパイラで外部メモリへのインターフェイスが自動的に決定されます。 このプラグマにより、メモ
リ ポートの SDSoC コンパイラーの選択を変更することができます。MIG は zc706_mem プラットフォ

ームでのみ有効です。

• 1 つのプラグマで複数の配列をカンマ (,) で区切って指定できます。

例 1

次に、このプラグマの使用例を示します｡

#pragma SDS data sys_port(A:AFI)
void foo(int A[1024], int B[1024])

上記の例の場合、呼び出し元が malloc で割り当てられた配列を A に渡すと、SDSoC コンパイラでは

それが最適でなくても、AFI プラットフォーム インターフェイスが使用されます。

ハードウェア バッファーのワード数

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS data buffer_depth(ArrayName:BufferDepth)

重要: このプラグマのハードウェア解釈は、今後のリリースで変更される可能性があります。

このプラグマは、関数宣言の直前か、関数宣言に指定された別の #pragma SDS の直前に指定する必

要があり、その関数の呼び出し元すべてに適用されます。
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次に、この構文に関する注記のいくつかを示します。

• 1 つのプラグマで複数の配列をカンマ (,) で区切って指定できます。次に例を示します。

#pragma SDS data buffer_depth(ArrayName1:BufferDepth1,
ArrayName2:BufferDepth2)

• ArrayName は、関数の仮引数の 1 つにする必要があります。

• BufferDepth はコンパイル時定数値にする必要があります。

• このプラグマは、BRAM または FIFO インターフェイスにマップされている配列にのみ適用されま
す。BRAM にマップされている配列では、値はハードウェア マルチバッファーの深さを指定しま
す。FIFO にマップされている配列では、値は配列に割り当てられているハードウェア FIFO の深さ
を指定します。このプラグマでは、次が満たされている必要があります。

◦ BRAM: 1 ≤ BufferDepth ≤ 4 および 2 ≤ ArraySize ≤ 16384

◦ FIFO: BufferDepth = 2n、4 ≤ n ≤ 20

関数の非同期実行

これらの 2 つのプラグマはペアになっており、ハードウェア関数の同期の手動制御をサポートしていま
す。

これらのプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS async(ID)
#pragma SDS wait(ID)

async プラグマはハードウェア関数呼び出しの直前で指定し、データ フロー解析に基づいて wait を自

動的に生成しないようにコンパイラに指示します。

wait プラグマは、適切な位置に挿入して、関連する async 関数呼び出し (同じ ID) が完了するまで

CPU が待機するようにプログラムに指示するようにする必要があります。

• ID には、符号なしの整数定数でコンパイル時間を指定する必要があります。

• async プラグマが含まれると、SDSoC システム コンパイラで関連する呼び出しに対してスタブ関数

内に sds_wait() が生成されません。プログラムには、CPU で実行されている制御スレッドとハー

ドウェア関数スレッドを同期させるために sds_wait(ID) または #pragma SDS wait(ID) を適

切な位置に含める必要があります。sds_wait(ID) 関数呼び出しの代わりに #pragma SDS
wait(ID) を使用すると、sdscc 以外のコンパイラでソース コードをコンパイルできる利点がありま

す。この場合、gcc と同様、async または wait プラグマは解釈されません。
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例 1:

次のコード例では、同じ ID の 3 つのプラグマを使用して、データ転送とアクセラレータの実行をパイプ

ライン処理しています。

for (int i = 0; i < pipeline_depth; i++) {
#pragma SDS async(1)
mmult_accel(A[i%NUM_MAT], B[i%NUM_MAT], C[i%NUM_MAT]);

}

for (int i = pipeline_depth; i < NUM_TESTS-pipeline_depth; i++) {
#pragma SDS wait(1)
#pragma SDS async(1)
mmult_accel(A[i%NUM_MAT], B[i%NUM_MAT], C[i%NUM_MAT]);

}
for (int i = 0; i < pipeline_depth; i++) {

#pragma SDS wait(1)
}

上記の例では、最初のループにより深さ pipeline_depth でパイプラインが増加し、2 つ目のループ

でパイプラインが実行され、3 つ目のループでパイプラインが減少しています。ハードウェア バッファー
の深さ (ハードウェア バッファの深さを参照) は、pipeline_depth と同じ値に設定する必要がありま

す。このパイプラインの目的は、現在の実行が終了していなくても、次の実行のためにデータをアクセラ
レータに転送することにあります。詳細は、システムでの並列処理および同時処理の増加を参照してく
ださい。

例 2:

次のコードは、異なる ID を使用したこれらのプラグマの例です。

{
#pragma SDS async(1)
mmult(A, B, C);
#pragma SDS async(2)
mmult(D, E, F);
...
#pragma SDS wait(1)
#pragma SDS wait(2)

}

ハードウェアで実行されるプラグマは、まず A と B を mmult ハードウェアに送信して、すぐに戻ります。

次にプログラムが D と E を mmult ハードウェアに送信して、すぐに戻ります。プログラムが後で

#pragma SDS wait(1) の時点まで実行されたら、出力 C が準備できるまで待機し、#pragma SDS
wait(2) まで実行されたら、出力 F が準備できるまで待機します。

リソース バインドの指定

このプラグマは、手動でリソース バインドを指定するために関数呼び出しサイトに対して使用できます。
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プラグマの構文は次のとおりです。

#pragma SDS resource(ID)

resource プラグマはハードウェア関数呼び出しの直前で指定し、呼び出し元を指定したアクセラレー

タ インスタンスにバインドするようにコンパイラに指示します。

ID はコンパイル時符号なし整数定数にする必要があります。同じ関数の場合は、独自の ID それぞれ

でハードウェア アクセラレータの各インスタンスを示します。

例 1

次のコードは、異なる ID を使用したこのプラグマの例です。

{
#pragma SDS resource(1)
mmult(A, B, C);
#pragma SDS resource(2)
mmult(D, E, F);
...

}

上記の例の場合、最初の mmult への呼び出しが ID 1 でアクセラレータにバインドされ、2 つ目の

mmult への呼び出しが ID 2 で別のアクセラレータにバインドされています。

パーティション仕様

SDSoC システム コンパイラ sdscc/sds++ では、ランタイム時にダイナミックに読み込まれた 1 つのア

プリケーションに対して複数のビットストリームが自動的に生成されます。各ビットストリームには、それぞ
れパーティション識別子が含まれます。プラットフォームでは、たとえば再読み込み後にシャットダウンし
て再起動できないプラットフォーム ペリフェラルがある場合など、ビットストリームの再読み込みがサポー
トされないことがあります。

このプラグマの構文は、次のとおりです。

#pragma SDS partition(ID)

partition プラグマはハードウェア関数呼び出しの直前で指定し、そのパーティション ID にハードウ

ェア関数のインプリメンテーションを割り当てるようにコンパイラに指示します。

• partition プラグマがない場合、ハードウェア関数はパーティション 0 にインプリメントされます。

• ID は正の整数にする必要があります。パーティション ID 0 は予約済みです。
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例 1:

次に、このプラグマの使用例を示します｡

foo(a, b, c);
#pragma SDS partition (1)
bar(c, d);
#pragma SDS partition (2)
bar(d, e);

この例の場合、ハードウェア関数 foo には partition プラグマがないので、パーティション 0 にインプリメ

ントされます。bar への最初の呼び出しはパーティション 1 に、2 つ目の bar はパーティション 2 にイン

プリメントされます。

このプラグマを使用する完全なサンプルは、<install_path>/samples/
file_io_manr_sobel_partitions に含まれています。
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sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオ
プション

このセクションでは、sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプションについて説明します。

名前
sdscc – SDSoC C compiler

sds++ - SDSoC C++ compiler

コマンドの概要

sdscc | sds++ [hardware_function_options] [system_options]
[performance_estimation_options] [options_passed_through_to_cross_compiler]
[-mno-ir]
[-sds-pf platform_name] [-sds-pf-info platform_name] [-sds-pf-list]
[-sds-sys-config configuration name [-sds-proc processor_name]] [-target-os
os_name]
[-verbose] [ -version] [--help] [files]

ハードウェア関数オプション

[-sds-hw function_name file [-clkid clock_id_number] [-files file_list]
[-hls-tcl hls_tcl_directives_file] [-mno-lint] –sds-end]*

パフォーマンス見積もりオプション

[[-perf-funcs function_name_list -perf-root function_name] |
[-perf-est data_file][-perf-est-hw-only]]
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システム オプション

[[-apm] [-disable-ip-cache] [-dm-sharing <0-3>] [-dmclkid clock_id_number]
[-emulation mode] [-impl-strategy <strategy>] [-impl-tcl tcl_file]
[-instrument-stub] [-maxthreads number] [-mno-bitstream][-mno-boot-files]
[-poll-mode <0|1>] [-rebuild-hardware]
[-synth-strategy <strategy>] [-trace] [-trace-no-sw]]

sdscc/sds++ コンパイラは、C/C++ ソース ファイルを Zynq-7000 All Programmable SoC または Zynq

UltraScale+ MPSoC にインプリメントされたアプリケーション特定のハードウェア/ソフトウェア システム オ
ン チップにコンパイルしてリンクします。

コマンドの使用方法とオプションは、sdscc と sds++ で同じです。

sdscc で認識されないオプションは、ARM クロスコンパイラに渡されます。-sds-hw ... -sds-end
節内のコンパイラ オプションは、foo.c に指定したハードウェア関数が含まれない場合、-c foo.c オ

プションで無視されます。

アプリケーション ELF をリンクする場合、sdscc でハードウェア システムが作成されてインプリメントさ

れ、ハードウェア システムを初期化するのに必要な ELF とブート ファイルを含む SD カード イメージが
生成され、プログラマブル ロジックがコンフィギュレーションされ、ターゲット オペレーティング システム
が実行されます。

Linux 以外のターゲット (スタンドアロン、FreeRTOS など) のアプリケーション ELF ファイルをリンクする
と、<install_path>/platforms/<platform_name> フォルダーにあるデフォルトのリンカー スクリプ

トが使用されます。ユーザー定義のリンカー スクリプトが必要な場合は、–Wl,-T
–Wl,<path_to_linker_script> リンカー オプションて指定できます。

ハードウェア インプリメンテーションにマークされた関数が含まれないシステムをビルドする際、sdscc
ではターゲット プラットフォームで使用可能な場合は、ビルド済みハードウェアが使用されます。ビットス
トリーム生成を強制的に実行するには、-rebuild-hardware オプションを使用します。

レポート ファイルは、_sds/reports フォルダーに含まれます。

共有ライブラリを使用する Linux アプリケーションを実行する場合、ライブラリがそのルート ファイル シス
テムまたは SD カードに含まれていて、ライブラリへのパスが LD_LIBRARY_PATH 環境変数に追加され
ている必要があります。

Linux ブート後のオプションの PL コンフィギュレーションLinux ブート後のオプションの PL コンフィギュレーション

sdscc/sds++ で sd_card フォルダーにビットストリーム .bin ファイルが作成される場合、

Linux がブートした後アプリケーション ELF を実行する前にこのビットストリーム ファイルを使用
して PL をコンフィギュレーションできます。使用するエンベデッド Linux コマンドは cat
bin_file > /dev/xdevcfg です。

一般的なオプション

次のコマンド ライン オプションは、どの sdscc コマンドにも適用でき、指定した情報を表示します。
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-sds-pf platform_name

オペレーティング システムとブート ファイルを含むベース システムのハードウェアおよびソフトウェアを
定義するターゲット プラットフォームを指定します。platform_name は、SDSoC™ 環境インストールのプ

ラットフォーム名であるか、プラットフォーム ファイルを含むフォルダーへのファイル パス (パスの最後の
コンポーネントがプラットフォーム名と一致) です。プラットフォームでは、オペレーティング システムとブ
ート ファイルを含むベース ハードウェアおよびソフトウェアが定義されます。アクセラレータのソース ファ
イルをコンパイルするときと ELF ファイルをリンクするときにこのオプションを使用します。使用可能なプ
ラットフォームを表示するには、–sds-pf-list オプションを使用します。

-sds-pf-info platform_name

プラットフォームの一般的な情報を表示します。使用可能なプラットフォームを表示するには、–sds-pf-
list オプションを使用します。表示される情報には、使用可能なシステム コンフィギュレーションが含ま

れており、-sds-sys-config system_configuration オプションで指定できます。

-sds-pf-list

使用可能なプラットフォームの一覧を表示して終了します。表示される情報には、使用可能なシステム
コンフィギュレーションが含まれており、-sds-sys-config system_configuration オプションで指定でき

ます。

-sds-sys-config configuration_name

使用されるソフトウェア プラットフォームを定義するシステム コンフィギュレーションを指定します。 これ
には、ターゲット オペレーティング システムとその他の設定が含まれます。-sds-pf-list および -
sds-pfinfo は、プラットフォームに対して使用可能なシステム コンフィギュレーションをリストするのに

使用可能なオプションです。-sds-sys-config オプションを使用する場合は、-target-os オプショ

ンは指定しないでください。-sds-sys-config オプションを指定しない場合は、デフォルトのシステム

コンフィギュレーションが使用されます。

-sds-proc processor_name

-sds-sys-config オプションで定義されるシステム コンフィギュレーションと一緒に使用するプロセッ

サ名を指定します。システム コンフィギュレーションでは、通常ターゲット CPU が指定されるので、この
オプションは必要ありません。
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-target-os os_name

ターゲット オペレーティング システムを指定します。選択した OS により、使用されるコンパイラ ツール
チェーンとインクルード ファイル、sdscc で追加されたライブラリ パスなどが決まります。os_name は、

次のいずれかになります。

• linux : Linux OS。コマンド ラインに -target-os オプションが指定されない場合は、これがデフ

ォルトになります。

• standalone : スタンドアロンまたはベアメタル アプリケーション

• freertos : FreeRTOS

-sds-sys-config system_configuration オプションを指定する場合、システム コンフィギュレーション

自体でターゲット オペレーティング システムが定義されるので、-target-os オプションは使用しない

でください。-sds-sys-config を指定しないで -target-os オプションを指定すると、-target-os
で指定された OS と一致する OS のシステム コンフィギュレーションが検索されます。

-verbose

STDOUT に詳細出力を表示します。

-version

STDOUT に sdscc バージョン情報を表示します。

--help

コマンド ラインのヘルプ情報を表示します。ダッシュ (-) が 2 個使用されることに注意してください。

次のコマンド ライン オプションは、ソース ファイルをコンパイルするのに使用された sdscc 起動にのみ

使用できます。

-mno-ir

ハードウェア アクセラレータまたはそれらの呼び出し元を含まない中間表現 (IR) が生成されないように
なります。このオプションは、特定のソース ファイルのコンパイル中にエラー条件をオーバーライドする
のに必要でない限り、使用されません。たとえば、IR の生成では Zynq NEON 組み込み関数を含むソ
ース ファイルは処理されません。デフォルトでは、コンパイルされ、アプリケーション プログラムの解析に
使用される際に IR がソース ファイルごとに作成されます。
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ハードウェア関数オプション

ハードウェア関数オプションには、makefile 内の sdscc オプションをまとめて、コマンド ライン呼び出

しを単純化し、既存の makefile に最小限の変更を加える機能があります。次の makefile の部分で

は、–sds-hw ブロックを使用して SDSFLAGS という makefile 変数に含まれるオプションをすべて収集

し、CC の元の定義を sdscc ${SDSFLAGS} または sds++ ${SDSFLAGS} に置換しています。これによ

り、アプリケーションの元の makefile に最小限の変更を加えるだけで sdscc/sds++ コンパイラの

makefile に変換できます。

APPSOURCES = add.cpp main.cpp
EXECUTABLE = add.elf

CROSS_COMPILE = arm-xilinx-linux-gnueabi-
AR = ${CROSS_COMPILE}ar
LD = ${CROSS_COMPILE}ld
#CC = ${CROSS_COMPILE}g++
PLATFORM = zc702
SDSFLAGS = -sds-pf ${PLATFORM} \

-sds-hw add add.cpp -clkid 1 -sds-end \
-dmclkid 2

CC = sds++ ${SDSFLAGS}

INCDIRS = -I..
LDDIRS =
LDLIBS =
CFLAGS = -Wall -g -c ${INCDIRS}
LDFLAGS = -g ${LDDIRS} ${LDLIBS}

SOURCES := $(patsubst %,../%,$(APPSOURCES))
OBJECTS := $(APPSOURCES:.cpp=.o)

.PHONY: all

all: ${EXECUTABLE}

${EXECUTABLE}: ${OBJECTS}
${CC} ${OBJECTS} -o $@ ${LDFLAGS}

%.o: ../%.cpp
${CC} ${CFLAGS} $<

-sds-hw function_name file [[-files file_list] [-hls-tcl
hls_tcl_directives_file] [-clkid <n>] [-mno-lint]] –sds-end

sdscc コマンド ラインには 0 または複数の –sds-hw ブロックを含めることができ、それぞれのブロック

で最初の引数に最上位ハードウェア関数を、2 番目の引数に含まれるソース ファイルを指定します。-
sds-hw ブロックで関連付けられるファイル名がコンパイルされるソース ファイル名と同じ場合に、オプシ

ョンが適用されます。–sds-hw ブロック外のオプションは必要に応じて適用されます。
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-clkid <n>

アクセラレータ ID を <n> に設定します。<n> の値を次の表に示します。プラットフォームの情報を表示

するには、sdscc –sds-pf-info platform_name コマンドを使用します。clkid オプションを指定し

ない場合は、デフォルトのプラットフォームが使用されます。使用可能なプラットフォームおよび設定をす
べて表示するには、sdscc –sds-pf-list コマンドを使用します。

プラットフォーム <n> の値

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zc702

3 ～ 200 MHz

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zc706

3 ～ 200 MHz

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zed および microzed

3 ～ 200 MHz

0 ～ 25 MHz

1 ～ 100 MHz

2 ～ 125 MHz

zybo

3 ～ 50 MHz

-files file_list

Vivado®HLS を使用して現在の最上位関数をハードウェアにコンパイルするには、1 つまたは複数のフ
ァイルのカンマ区切りのリスト (空白なし) を指定する必要があります。これらのファイルのいずれかに
HLS では使用されないがアプリケーション実行ファイルを生成するのに必要なソース コードが含まれて
いる場合は、ファイルを個別にコンパイルしてオブジェクト ファイル (.o) を作成し、リンク段階でその他の
オブジェクト ファイルとリンクする必要があります。

-hls-tcl hls_tcl_directives_file

Vivado®HLS ツールを使用してハードウェア アクセラレータを合成するときに HLS 指示子を含む Tcl
ファイルを使用します。sdscc では、HLS 合成中に Vivado HLS ツールを駆動するのに使用する

run.tcl ファイルが作成されます。この Tcl ファイルには次のコマンドが含まれています。

# synthesis directives
create_clock -period <clock_period>
config_rtl -reset_level low
source <sdsoc_generated_tcl_directives_file>
# end synthesis directives

第 11 章: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプション

SDSoC 環境ユーザー ガイド

UG1027 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

95

http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=95
https://japan.xilinx.com


–hls-tcl オプションを使用すると、SDSoC 環境で生成された Tcl ファイルの代わりにユーザー定義の

Tcl ファイル が使用されます。指定した Tcl ファイルに正しく機能する指示子ファイルを含めてくださ
い。クロック周期はプラットフォームによって異なります。リセット レベルはアクティブ Low にする必要が
あります。

# synthesis directives
create_clock -period <clock_period>
config_rtl -reset_level low
# user-defined synthesis directives
source <user_hls_tcl_directives_file>
# end user-defined synthesis directives
# end synthesis directives

-mno-lint

ハードウェア アクセラレータ ソース ファイルのスタティック解析がされなくなります。このリント プロセスで
は、ソース ファイルの潜在的なエラーや問題がチェックされます。このオプションは、解析によりハードウ
ェア アクセラレータが生成されない場合に、続行できると確信している場合にのみ使用する必要があり
ます。

コンパイラ マクロ

定義済みマクロを使用すると、#ifdef および #ifndef プリプロセッサ文を含むコードを保護できます。

マクロ名の前後にはアンダースコア (_) を 2 つずつ付けます。__SDSCC__ マクロは、sdscc または

sds++ を使用してソース ファイルをコンパイルするときに定義され、コードが sdscc/sds++ でコンパイ

ルされるか GCC などの別のコンパイラでコンパイルされるかに基づいてコードを保護できます。

sdscc または sds++ で Vivado HLS を使用したハードウェア アクセラレーション向けにソース ファイル

をコンパイルするときは、__SDSVHLS__ マクロが定義され､高位合成が実行されるかされないかに基づ

いてコードを保護できます。

次のコードでは、 sdscc/sds++ でソース コードをコンパイルするときには __SDSCC__ マクロで

sds_alloc() および sds_free() 関数が使用され、別のコンパイラ ツールを使用するときは

malloc() および free() 関数が使用されるように記述されています。

#ifdef __SDSCC__
#include <stdlib.h>
#include "sds_lib.h"
#define malloc(x) (sds_alloc(x))
#define free(x) (sds_free(x))
#endif
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次の例では、__SDSVHLS__ マクロが使用されており、Vivado HLS でハードウェアを生成するときとソフト

ウェア インプリメンテーションで使用するときとで保護される関数定義に含まれるコードが異なります。

#ifdef __SDSVHLS__
void mmult(ap_axiu<32,1,1,1> A[A_NROWS*A_NCOLS],

ap_axiu<32,1,1,1> B[A_NCOLS*B_NCOLS],
ap_axiu<32,1,1,1> C[A_NROWS*B_NCOLS])

#else
void mmult(float A[A_NROWS*A_NCOLS],

float B[A_NCOLS*B_NCOLS],
float C[A_NROWS*B_NCOLS])

#endif

システム オプション

-apm

AXI Performance Monitor (APM) IP ブロックを挿入し、生成されたすべてのハードウェア/ソフトウェア イ
ンターフェイスを監視します。SDSoC IDE の [Debug] パースペクティブで、[Performance Counters
View] の [Start] ボタンをクリックすると、アプリケーションを実行する前に APM をアクティブにできます。
SDSoC IDE の詳細は、『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028) を参照してください。

-disable-ip-cache

合成済み IP コアのキャッシュを使用しません。合成で IP キャッシュを使用すると、スタティック IP コアを
合成する必要がないので、全体的なビルド時間が短縮されます。ハードウェア システムをインプリメント
するのに必要なリソースが使用可能なリソースよりも少しだけ多い場合は、-disable-ip-cache オプシ

ョンを使用するとすべての IP コアがデザインのコンテキストで合成され、リソース使用量が削減されてイ
ンプリメンテーションが可能となる可能性があります。

-dm-sharing <n>

–dm-sharing <n> オプションを使用すると、最初のスケジュールを緩めることができる場合に、データ

ムーバーが共有可能かどうかを確認できるようになります。共有レベルは、指定しない場合、デフォルト
で 0 (low) です。その他の値は 1 (medium)、2 (high)、3 (maximum – スケジュールを無制限に緩めること
が可能) です。たとえば、データ ムーバーの共有を最大限にするには、sdscc -dm-sharing 3 と指定

します。
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-dmclkid <n>

データ モーション ネットワーク クロック ID を <n> に設定します。<n> の値を次の表に示します。プラッ

トフォームの情報を表示するには、sdscc –sds-pf-info platform_name コマンドを使用します。

dmclkid オプションを指定しない場合は、デフォルトのプラットフォームが使用されます。使用可能なプ

ラットフォームおよび設定をすべて表示するには、sdscc –sds-pf-list コマンドを使用します。

プラットフォーム <n> の値

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zc702

3 ～ 200 MHz

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zc706

3 ～ 200 MHz

0 ～ 166MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

zed および microzed

3 ～ 200 MHz

0 ～ 25 MHz

1 ～ 100 MHz

2 ～ 125 MHz

zybo

3 ～ 50 MHz

-emulation <mode>

サブシステムを処理する QEMU を使用したシステムのエミュレーションとプログラマブル ロジックのため
の Vivado ロジック シミュレータを実行するのに必要なファイルを生成します。<mode> には、PL 用に作
成されるシミュレーション モードのタイプ、debug または optimized を指定します。sds++ を実行した

のと同じディレクトリで sdsoc_emulator コマンドを入力して、現在のシェルでエミュレーションを実行し

ます。このオプションは、Linux ホストでのみサポートされます。

-impl-strategy <strategy_name>

デフォルト ストラテジ、たとえば Performance_Explore の代わりに使用する Vivado インプリメンテーショ
ン ストラテジ名を指定します。ストラテジ名は、[Strategy] メニューの [Vivado Implementation Settings]
ダイアログ ボックスに表示されます。ストラテジについては、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: イン
プリメンテーション』 (UG904) を参照してください。合成およびインプリメンテーション用に Tcl ファイルを
作成するには、set_property strategy <strategy_name> [get_runs impl_1] と追加します。
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-impl-tcl tcl_file

Sdscc/sds++ で通常生成されるコマンドを使用せず、合成およびインプリメンテーション コマンドを含

む Vivado Tcl ファイルを使用するよう指定します。次のコード ブロックは、Vivado 合成およびインプリメ
ンテーションをユーザー デザインで実行するために生成された sdscc/sds++ Tcl ファイルの例です

(<working_directory>/_sds/p0/ipi/top.impl.tcl)。

# ***************************************************
# Open the Vivado Project
# ***************************************************
open_project /home/user/test/_sds/p0/ipi/zc702.xpr
# ***************************************************
# Run synthesis and implementation
# ***************************************************
set_property STEPS.OPT_DESIGN.IS_ENABLED true [get_runs impl_1]
set_property STEPS.OPT_DESIGN.ARGS.DIRECTIVE Default [get_runs impl_1]
reset_run synth_1
launch_runs synth_1 -jobs 16
wait_on_run synth_1
set synth_ok 0
set synth_status [get_property STATUS [get_runs synth_1]]
set synth_progress [get_property PROGRESS [get_runs synth_1]]
if {$synth_status == "synth_design Complete!" && $synth_progress == "100%"}
{

set synth_ok 1
}
if {$synth_ok == 0} {

puts "ERROR: \[SDSoC 0-0\]: Synthesis failed : status $synth_status :
progress
$synth_progress"
exit 1

}
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream
wait_on_run impl_1
# ***************************************************
# Save bitstream for SD card creation
# ***************************************************
set bitstream [get_property top [current_fileset]].bit
set directory [get_property directory [current_run]]
file copy -force [file join $directory $bitstream] [file join $directory
bitstre
am.bit]
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-Impl-tcl オプションが指定された場合は、合成およびインプリメンテーション コマンドは指定されて

いる Tcl ファイルを参照するコマンドと置き換えられます。Tcl ファイルには、コマンドのリストをコメントと
して含め (launch_runs、reset_run、wait_on_run)、run 名 synth_1 および impl_1 を使用する

必要があります。

# ***************************************************
# Open the Vivado Project
# ***************************************************
open_project /home/user/test/_sds/p0/ipi/zc702.xpr
# ***************************************************
# Run synthesis and implementation
# ***************************************************
# User synthesis and implementation TCL was specified.
# It must include these commands and run names :
#   launch_runs synth_1 -jobs 16
#   reset_run   synth_1
#   wait_on_run synth_1
#   set synth_ok 0
#   set synth_status [get_property STATUS [get_runs synth_1]]
#   set synth_progress [get_property PROGRESS [get_runs synth_1]]
#   if {$synth_status == "synth_design Complete!" && $synth_progress ==
"100%"} {
#     set synth_ok 1
#   }
#   if {$synth_ok == 0} {
#     puts "ERROR: \[SDSoC 0-0\]: Synthesis failed : status $synth_status :
progre
ss $synth_progress"
#     exit 1
#   }
#   launch_runs impl_1  -to_step write_bitstream
#   wait_on_run impl_1
# ***************************************************
source /home/user/test/impl.tcl
# End user implementation TCL
# ***************************************************
# Save bitstream for SD card creation
# ***************************************************
set bitstream [get_property top [current_fileset]].bit
set directory [get_property directory [current_run]]
file copy -force [file join $directory $bitstream] [file join $directory
bitstre
am.bit]
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次に示すサンプルの impl.tcl Tcl ファイルでは、opt_design および phys_opt_design コマンドが

Explore 指示子と共に使用されています。

set_property STEPS.OPT_DESIGN.IS_ENABLED true [get_runs impl_1]
set_property STEPS.OPT_DESIGN.ARGS.DIRECTIVE Explore [get_runs impl_1]
set_property STEPS.PHYS_OPT_DESIGN.IS_ENABLED true [get_runs impl_1]
set_property STEPS.PHYS_OPT_DESIGN.ARGS.DIRECTIVE Explore [get_runs impl_1]
reset_run synth_1
launch_runs synth_1 -jobs 16
wait_on_run synth_1
set synth_ok 0
set synth_status [get_property STATUS [get_runs synth_1]]
set synth_progress [get_property PROGRESS [get_runs synth_1]]
if {$synth_status == "synth_design Complete!" && $synth_progress == "100%"}
{

set synth_ok 1
}
if {$synth_ok == 0} {

puts "ERROR: \[SDSoC 0-0\]: Synthesis failed : status $synth_status :
progress
$synth_progress"
exit 1

}
launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream
wait_on_run impl_1

-instrument-stub

カウンター関数 sds_clock_counter() への呼び出しを含む生成されたハードウェア関数スタブを計

測します。ハードウェア関数スタブを計測すると、関数への各呼び出しに対して、送信および受信関数
を呼び出すのに必要な時間、待機した時間が表示されます。

-maxthreads <n>

Vivado 配置配線などの一部のタスクを高速化するためのマルチスレッドに使用するスレッド数を指定し

ます。有効なスレッド数は 1 ～ 8 です。デフォルト値は 4 ですが、マシンのコア数を超える数のスレッド
は使用されません。また、OS の一般的な制限がすべてのタスクに適用されます。

-mno-bitstream

プログラマブル ロジック (PL) をコンフィギュレーションするのに使用するデザインのビットストリームを生
成しません。通常、ビットストリームは Vivado インプリメンテーション機能を実行して生成されますが、ビ
ットストリームの生成にはデザインのサイズと複雑性によって数分から数時間かかります。このオプション
を使用すると、ハードウェアの生成に影響しないフローを反復実行する場合にこの手順をディスエーブ
ルにできます。アプリケーション ELF はビットストリーム生成前にコンパイルされます。
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-mno-boot-files

SD カード イメージを sd_card フォルダーに生成しません。このフォルダーには、デバイスをブートして

指定の OS を起動するのに必要なアプリケーション ELF およびファイルが含まれます。このオプション
を使用すると、sd_card フォルダーの作成をディスエーブルにし、このフォルダーに含まれている以前

のバージョンを保持できます。

-poll-mode <0|1>

1 に設定すると DMA ポーリング モードがイネーブルになり、0 (デフォルト) に設定すると割り込みモー

ドがイネーブルになります。たとえば DMA ポーリング モードを指定するには、sdscc-poll-mode 1 オ

プションを追加します。

-rebuild-hardware

ハードウェアにマップされた関数のないソフトウェアのみのデザインをビルドする場合、sdscc ではプラ

ットフォーム内で使用可能な場合はビルド済みビットストリームが使用されますが、このオプションを使用
するとシステム全体が強制的にビルドされます。

-synth-strategy <strategy_name>

デフォルト ストラテジ、たとえば Flow_RuntimeOptimized の代わりに使用する Vivado 合成ストラテジ名
を指定します。ストラテジ名は、[Strategy] メニューの [Vivado Synthesis Settings] ダイアログ ボックスに
表示されます。ストラテジについては、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 合成』 (UG901) を参照し
てください。合成およびインプリメンテーション用に Tcl ファイルを作成するには、set_property
strategy <strategy_name> [get_runs synth_1] と追加します。

-trace

–trace オプションを使用すると、デザインにハードウェアおよびソフトウェア構造が挿入され、トレース

機能が有効になります。

-trace-no-sw

–trace-no-sw オプションを使用すると、トレース機能を使用した場合に、ソフトウェアを実装せずにデ

ザインにハードウェア トレース モニターが挿入されます。

第 11 章: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプション

SDSoC 環境ユーザー ガイド

UG1027 (v2016.3) 2016 年 11 月 30 日 japan.xilinx.com

102

http://japan.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?v=2016.3;d=ug901-vivado-synthesis.pdf;a=xVivadoPreconfiguredStrategies
http://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2016.3&docPage=102
https://japan.xilinx.com


コンパイラ ツールチェーン サポート

SDSoC 環境ではザイリンクス ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれるのと同じ GNU ARM クロスコンパ
イラ ツールチェーンが使用されます。Linaro ベースの GCC コンパイラ ツールチェーンでは、
Zynq®-7000 および Zynq UltraScale+™ ファミリ デバイスがサポートされます。このセクションには便利
なツールチェーンの使用方法に関する追加情報が含まれます。

アプリケーションをコンパイルおよびリンクする際は、SDSoC 環境と同じコンパイラ ツールチェーンとオ
プションを使用して、オブジェクト ファイルとライブラリ ビルトのみを使用してください。ソフトウェア ライブ
ラリおよびソフトウェア コンポーネント (Linux カーネル、ルート ファイルシステム、BSP ライブラリおよび
その他のプリビルド ライブラリ) に含まれるすべての SDSoC は、その含まれているツールチェーンを使
用して構築されます。sdscc または sds++ を使用してオブジェクト ファイルをコンパイルする場合は、少
しのオプションが自動的に挿入されます。下位のツールチェーンを起動する際には、同じオプションを
使用する必要があります。たとえば、Zynq-7000 の浮動小数点アプリケーション バイナリ インターフェイ
ス (ABI) を使用する場合、ユーザーのバイナリ オブジェクトには互換性がないので、SDSoC Zynq-7000
バイナリ オブジェクトおよびライブラリとはリンクできません。

次の表は、Zynq-7000 のツールチェーンとオプションの sdscc および sds++ の使用方法をまとめたもの
です。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動する代わりにツールチェーンの gcc お
よび g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必要があります。

使用法 説明

Zynq-7000 ARM ベアメタル コンパイラおよび
リンカー オプション

-mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard

Zynq-7000 ARM ベアメタル リンカー オプショ
ン

-Wl,--build-id=none -specs=<specfile>

<specfile> は次を含む

*startfile:

crti%O%s crtbegin%O%s

Zynq-7000 ARM ベアメタル コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch32/<host>/gcc-
arm-none-eabi/bin

ツールチェーン接頭辞: arm-none-eabi

gcc 実行ファイル: arm-none-eabi-gcc

g++ 実行ファイル: arm-none-eabi-g++

Zynq-7000 SDSoC ベアメタル ソフトウェア
(lib、include)

${SDSOC_install}/aarch32-none

Zynq-7000 ARM Linux コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch32/<host>/gcc-
arm-linux-gnueabi/bin

ツールチェーン接頭辞: arm-linux-gnueabihf-

gcc 実行ファイル: arm-linux-gnueabihf-

g++ 実行ファイル: arm-linux-gnueabihf-g++
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使用法 説明

Zynq-7000 SDSoC Linux ソフトウェア (lib、
include)

${SDSOC_install}/aarch32-linux

次の表は、Zynq UltraScale+ Cortex-A53 のツールチェーンとオプションの sdscc および sds++ の使用
方法をまとめたものです。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動する代わりにツール
チェーンの gcc および g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必要があります。

使用法 説明

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コンパイラおよ
びリンカー オプション

デフォルト オプションを使用

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル リンカー オプシ
ョン

-Wl,--build-id=none

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/
aarch64/<host>/aarch64-none/bin

ツールチェーン接頭辞: aarch64-none-elf

gcc 実行ファイル: aarch64-none-elf-gcc

g++ 実行ファイル: aarch64-none-elf-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC ベアメタル ソフトウェア
(lib、include)

${SDSOC_install}/aarch64-none

Zynq UltraScale+ ARM Linux コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/
aarch64/<host>/aarch64-linux/bin

ツールチェーン接頭辞: aarch64-linux-gnu-

gcc 実行ファイル: aarch64-linux-gnu-gcc

g++ 実行ファイル: aarch64-linux-gnu-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC Linux ソフトウェア (lib、
include)

${SDSOC_install}/aarch64-linux

次の表は、Zynq UltraScale+ Cortex-R5 のツールチェーンとオプションの sdscc および sds++ の使用
方法をまとめたものです。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動する代わりにツール
チェーンの gcc および g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必要があります。

使用法 説明

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コンパイラおよ
びリンカー オプション

デフォルト オプションを使用

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル リンカー オプ
ション

-Wl,--build-id=none

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コンパイラ ${SDSOC_install)/SDK/gnu/
armr5/<host>/gcc-arm-none-eabi/bin

ツールチェーン接頭辞: armr5-none-eabi

gcc 実行ファイル: armr5-none-eabi-gcc
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使用法 説明

g++ 実行ファイル: armr5-none-eabi-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC ベアメタル ソフトウェア
(lib、include)

${SDSOC_install}/armr5-none

Zynq-7000 ソース ファイルをコンパイルするのに sdscc および sds++ を使用する際、NEON 組み込み
関数が含まれていれば、ソース ファイルを処理および解析する SDSoC ツールでエラーが発生します。
ハードウェア アクセラレータ (または呼び出し元) ソース ファイルに NEON 組み込み関数が含まれる場
合は、__SDSCC__ および __SDSVHLS__ マクロを使用して保護してください。ハードウェア アクセラレー

タまたは呼び出し元を含まず、NEON 組み込み関数を使用するソース ファイルの場合は、GNU ツール
チェーンを使用して直接コンパイルしてオブジェクトを sds++ とリンクするか、これらのソース ファイルに
対して sdscc/sds++ コマンド ライン オプション -mno-ir を追加できます。このオプションを使用すると、
解析に使用される中間表記 (IR) を作成する Clang ベースのツールが起動されなくなります。これは、ア
クセラレータまたは呼び出し元がないので、これらのツールが必要ないとわかっているからです。SDSoC
環境を使用する場合、ソース ファイルを右クリックし、[Properties] → [C/C++ Build Settings] →
[Settings] をクリックして [Settings] ダイアログ ボックスを開きます。
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GCC 用のライブラリのエクスポート
この章では、sdscc/sds++ コンパイラを使用し、プログラマブル ロジックにインプリメントされるハードウ

ェア関数へのエントリ ポイントを含めてライブラリをビルドする方法について説明します。このライブラリ
は、Zynq®-7000 All Programmable SoC 用の標準 GCC リンカーを使用して後でアプリケーションへリン
クできます。ライブラリだけでなく、sdscc ではハードウェア関数とデータ モーション ネットワークを含め

た FPGA ビットストリームを含む完全なブート イメージも生成されます。これで、標準 GCC ツールチェ
ーンを使用してハードウェア関数を呼び出すソフトウェア アプリケーションを開発できるようになります。
このようなコードはすばやくコンパイルされ、ハードウェアが変更されることはありません。つまり、同じハ
ードウェア システムをターゲットして sdscc で生成されたブート環境を使用しながら、任意のソフトウェ

ア開発環境で GNU ツールチェーンを使用してソフトウェアを開発できます。

注記: 現在の SDSoC リリースでは、ライブラリはスレッドセーフではありませんので、アプリケーション (多くのスレッ
ドおよびプロセスが含まれることあり) 内の 1 つのスレッドから呼び出される必要があります。

注記: 現在の SDSoC リリースでは、共有ライブラリは Linux ターゲット アプリケーション用にのみ作成できます。

共有ライブラリのビルド

共有ライブラリをビルドするには、sdscc に少なくとも 1 つのアクセラレータが必要です。次の例では、

行列乗算および行列加算の 2 つのハードウェア アクセラレータへの 3 つのエントリ ポイントを示しま
す。これらのファイルは samples/libmatrix/build ディレクトリにあります。

• mmult_accel.cpp: 行列乗算のアクセラレータ コード

• mmult_accel.h: 行列乗算のヘッダー ファイル

• madd_accel.cpp: 行列加算のアクセラレータ コード

• madd_accel.h: 行列加算のヘッダー ファイル

• matrix.cpp: アクセラレータを呼び出し、データ モーション ネットワークを判断するコード

• matrix.h: ライブラリのヘッダー ファイル

matrix.cpp ファイルには、アクセラレータ インターフェイスと、ハードウェア関数のプラットフォームとの

通信方法 (プラットフォームとアクセラレータ間のデータ モーション ネットワーク) を定義する関数が含ま
れます。関数 madd は 1 つの行列加算アクセラレータを呼び出し、関数 mmult は 1 つの行列乗算アク

セラレータを呼び出します。2 つのハードウェア関数を使用して、行列乗算の出力が行列加算の入力に
直接接続された別の関数 mmultadd がインプリメントされます。

/* matrix.cpp */
#include "madd_accel.h"
#include "mmult_accel.h"

void madd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
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out_C[MSIZE*MSIZE])
{

madd_accel(in_A, in_B, out_C);
}

void mmult(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
out_C[MSIZE*MSIZE])
{

mmult_accel(in_A, in_B, out_C);
}

void mmultadd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
in_C[MSIZE*MSIZE],
float out_D[MSIZE*MSIZE])
{

float tmp[MSIZE * MSIZE];

mmult_accel(in_A, in_B, tmp);
madd_accel(tmp, in_C, out_D);

}

matrix.h ファイルは共有ライブラリへの関数インターフェイスを定義し、アプリケーションのソース コー

ドに含められます。

/* matrix.h */
#ifndef MATRIX_H_
#define MATRIX_H_

#define MSIZE 16

void madd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
out_C[MSIZE*MSIZE]);

void mmult(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
out_C[MSIZE*MSIZE]);

void mmultadd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float
in_C[MSIZE*MSIZE],
float out_D[MSIZE*MSIZE]);

#endif /* MATRIX_H_ */

makefile は、mmult_accel、madd、および mmult_add 関数を指定することによりプロジェクトのビル

ド方法を示します。

SDSFLAGS = \
-sds-pf ${PLATFORM} \
-sds-hw mmult_accel mmult_accel.cpp -sds-end \
-sds-hw madd_accel madd_accel.cpp -sds-end

通常の共有ライブラリの場合と同様に、位置独立コード (-fpic オプション) を含むオブジェクト ファイル

が生成されます。
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sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o mmult_accel.o mmult_accel.cpp
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o madd_accel.o madd_accel.cpp
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o matrix.o matrix.cpp

オブジェクト ファイルをリンクするには、標準の方法にも従い、–shared オプションを使用します。

sds++ ${SDSFLAGS} -shared -o libmatrix.so mmult_accel.o madd_accel.o
matrix.o

プロジェクトをビルドすると、次のファイルが生成されます。

• libmatrix.so: GCC を使用してリンクおよびランタイムで使用するための共有ライブラリ

• sd_card: ボードをブートする SD カード イメージが含まれるディレクトリ

ライブラリの配布

次の構造を使用すると、GCC を使用して標準的な方法でアプリケーションにコンパイルおよびリンクでき
ます。

<path_to_library>/include/matrix.h
<path_to_library>/lib/libmatrix.so
<path_to_library>/sd_card

注記: sd_card フォルダーを SD カードにコピーし、ボードの起動に使用します。このイメージには、ランタイムで

使用される libmatrix.so ファイルのコピーが含まれます。

ライブラリを使用したコンパイルおよびリンク

次に、GCC コンパイラでライブラリを使用する例を示します。ライブラリを使用するには、ヘッダー ファイ
ル matrix.h を含め、必要なライブラリ関数を呼び出します。

/* main.cpp (pseudocode) */
#include "matrix.h"

int main(int argc, char* argv[])
{

float *A, *B, *C, *D;
float *J, *K, *L;
float *X, *Y, *Z;
...
mmultadd(A, B, C, D);
...
mmult(J, K, L);
...
madd(X, Y, Z);
...

}
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ライブラリを使用してコンパイルするには、コンパイラを実行する際にヘッダー ファイルを指定する必要
があります。ヘッダー ファイルへのパスは、-I オプションを使用して指定します。samples/
libmatrix/use ディレクトリにサンプル ファイルがあります。

注記: 上記のコードは説明のための擬似コードであり、このディレクトリに含まれる main.cpp ファイルとは異なりま

す。このファイルには、完全にコンパイルおよび実行するため、さらにコードが含まれます。

gcc –I <path_to_library>/include –o main.o main.c

ライブラリをリンクするには、リンカーを実行する際にライブラリを指定する必要があります。ライブラリへ
のパスは、-L オプションを使用して指定します。また、リンカーにライブラリに対してリンクするよう指示す

るため -l オプションを使用します。

gcc –I <path_to_library>/lib –o main.elf main.o -lmatrix

GCC コンパイラおよびリンカー オプションの使用に関する詳細は、GCC の資料を参照してください。

ランタイムでのライブラリの使用

ランタイムでは、実行ファイルを読み込む際にローダーにより共有ライブラリが検索されます。ボードを
Linux プロンプトにブートした後、ELF ファイルを実行する前に、LD_LIBRARY_PATH 環境変数にライブ

ラリへのパスを追加します。ライブラリを構築したときに作成された sd_card には既にライブラリが含ま

れているので、sd_card のマウント ポイントへのパスを指定する必要があります。

たとえば、sd_card が /mnt にマウントされている場合は、次のコマンドを使用します。

export LD_LIBRARY_PATH=/mnt

共有ライブラリのエクスポート

次に、SDSoC 環境 GUI を使用して SDSoC 環境の共有ライブラリと対応する SD カード ブート イメージ
をエクスポートする例を示します。

1. [File] → [New] → [SDSoC Project] をクリックし、[New Project] ダイアログ ボックスを開きます。

2. 新しい SDSoC プロジェクトを作成します。

a. [Project name] フィールドに「libmatrix」と入力します。

b. [Platform] で [zc702 を選択します。

c. [Shared Library] チェック ボックスをオンにします。

d. [Next] をクリックします。

3. アプリケーション テンプレートを選択します。

a. [Available Templates] で [Matrix Shared Library] を選択します。

b. [Finish] をクリックします。
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[Project Explorer] ビューに libmatrix という新しい SDSoc 共有ライブラリ プロジェクトが作成され

ます。このプロジェクトには mmult_accel および madd_accel の 2 つのハードウェア関数が含ま

れており、[SDx Project Settings] に表示されます。

4. ライブラリをビルドします。

a. [Project Explorer] ビューで libmatrix プロジェクトを選択します。

b. [Project] → [Build Project] をクリックします。

ビルドが完了すると、SDDebug (または現在のコンフィギュレーション) フォルダーにブート SD カード
イメージが含まれるようになります。
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SDSoC 環境の API
この章では、SDSoC 環境で開発されたアプリケーションに使用可能な sds_lib の関数について説明し

ます。

注記: ライブラリを使用するには、ソース ファイルに #include "sds_lib.h" を含めます。sds_lib.h の前に

stdlib.h 含め、size_t 型の宣言を提供する必要があります。

SDSoC™ 環境の API では、メモリ空間をマップし、非同期のアクセラレータの呼び出しが完了するのを
待機する関数が提供されています。

void sds_wait(unsigned int id)
id で指定されているキューの最初のアクセラレータが完了するのを待機します。非同期関数の実行

に示すように、#pragma SDS wait(id) を使用することもできます。

void *sds_alloc(size_t size)
物理的に隣接している size バイトの配列を割り当てます。

void *sds_alloc_non_cacheable(size_t size)
キャッシュ不可能としてマークされた size バイトの物理的に隣接している配列を割り当てます。この

関数で割り当てられたメモリは、プロセッシング システムでキャッシュされません。このメモリへのポイ
ンターは、次と併せてハードウェア関数に渡す必要があります。

#pragma SDS data mem_attribute (p:NON_CACHEABLE)

void sds_free(void *memptr)
sds_alloc() で割り当てられた配列を解放します。

void *sds_mmap(void *physical_addr, size_t size, void *virtual_addr)
物理アドレス (physical_addr) にあるメモリの size バイトにアクセスする仮想アドレス マップを作

成します。

• physical_addr: マップする物理アドレス

• size: マップされる物理アドレスのサイズ

• virtual_addr:

◦ ヌルではない場合、physical_addr に仮想アドレスが既にマップされていると判断され、

sds_mmap によりマッピングがトラックされます。

◦ ヌルの場合は、sds_mmap で mmap() により仮想アドレスが生成され、virtual_addr で

この値が割り当てられます。

void *sds_munmap(void *virtual_addr)
sds_mmap() を使用して作成された物理アドレスと関連付けられた仮想アドレスのマップを解除しま

す。

unsigned long long sds_clock_counter(void)
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細粒度の時間間隔計測に使用されるフリーランニング カウンターと関連付けられている値を返しま
す。カウンターでは ARM CPU のクロック サイクルがカウントされ、0 に戻ります。
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その他のリソースおよび法的通知

ザイリンクス リソース
アンサー、資料、ダウンロード、フォーラムなどのサポート リソースは、ザイリンクス サポート サイトを参照
してください。

ソリューション センター
デバイス、ツール、IP のサポートについては、ザイリンクス ソリューション センターを参照してください。
デザイン アシスタント、デザイン アドバイザリ、トラブルシューティングのヒントなどが含まれます。

参考資料

次の資料は、この資料を補足するためのものです。

日本語版のバージョンは、英語版より古い場合があります。

1. 『SDx 環境リリース ノート、インストールおよびライセンス ガイド』 (UG1238)

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)

3. 『SDSoC 環境最適化ガイド』 (UG1235)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: 入門』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. 『SDSoC 環境チュートリアル: リファレンス デザインからプラットフォームを作成』 (UG1236)

7. SDSoC 開発環境ウェブ ページ

8. 『UltraFast エンベデッド デザイン設計手法ガイド』 (UG1046: 英語版、日本語版)

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

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

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

12. Vivado® Design Suite 資料

13. 『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: カスタム IP の作成とパッケージ』 (UG1118)
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お読みください: 重要な法的通知

本通知に基づいて貴殿または貴社 (本通知の被通知者が個人の場合には「貴殿」、法人その他の団体
の場合には「貴社」。以下同じ) に開示される情報 (以下「本情報」といいます) は、ザイリンクスの製品を
選択および使用することのためにのみ提供されます。適用される法律が許容する最大限の範囲で、(1)
本情報は「現状有姿」、およびすべて受領者の責任で (with all faults) という状態で提供され、ザイリンク
スは、本通知をもって、明示、黙示、法定を問わず (商品性、非侵害、特定目的適合性の保証を含みま
すがこれらに限られません)、すべての保証および条件を負わない (否認する) ものとします。また、(2)
ザイリンクスは、本情報 (貴殿または貴社による本情報の使用を含む) に関係し、起因し、関連する、い
かなる種類・性質の損失または損害についても、責任を負わない (契約上、不法行為上 (過失の場合を
含む)、その他のいかなる責任の法理によるかを問わない) ものとし、当該損失または損害には、直接、
間接、特別、付随的、結果的な損失または損害 (第三者が起こした行為の結果被った、データ、利益、
業務上の信用の損失、その他あらゆる種類の損失や損害を含みます) が含まれるものとし、それは、た
とえ当該損害や損失が合理的に予見可能であったり、ザイリンクスがそれらの可能性について助言を受
けていた場合であったとしても同様です。ザイリンクスは、本情報に含まれるいかなる誤りも訂正する義
務を負わず、本情報または製品仕様のアップデートを貴殿または貴社に知らせる義務も負いません。事
前の書面による同意のない限り、貴殿または貴社は本情報を再生産、変更、頒布、または公に展示して
はなりません。一定の製品は、ザイリンクスの限定的保証の諸条件に従うこととなるので、
https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。IP コア
は、ザイリンクスが貴殿または貴社に付与したライセンスに含まれる保証と補助的条件に従うことになりま
す。ザイリンクスの製品は、フェイルセーフとして、または、フェイルセーフの動作を要求するアプリケー
ションに使用するために、設計されたり意図されたりしていません。そのような重大なアプリケーションに
ザイリンクスの製品を使用する場合のリスクと責任は、貴殿または貴社が単独で負うものです。
https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。

自動車用のアプリケーションの免責条項

オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に従った
安全コンセプトまたは余剰性の機能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開における使用ま
たは車両の制御に影響するアプリケーション (「セーフティ アプリケーション」) における使用は保証され
ていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステムについて、その使用前または提供前に安全を
目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なしにセーフティ アプリケーションで製品を
使用するリスクはすべて顧客が負い、製品の責任の制限を規定する適用法令および規則にのみ従うも
のとします。

© Copyright 2016 Xilinx, Inc. Xilinx、Xilinx のロゴ、Artix、ISE、Kintex、Spartan、Virtex、Vivado、
Zynq、およびこの文書に含まれるその他の指定されたブランドは、米国およびその他各国のザイリンクス
社の商標です。OpenCL および OpenCL のロゴは Apple Inc. の商標であり、Khronos による許可を受
けて使用されています。PCI、 PCIe、 および PCI Express は PCI-SIG の商標であり、ライセンスに基づ
いて使用されています。すべてのその他の商標は、それぞれの保有者に帰属します。

この資料に関するフィードバックおよびリンクなどの問題につきましては、jpn_trans_feedback@xilinx.com
まで、または各ページの右下にある [フィードバック送信] ボタンをクリックすると表示されるフォームから
お知らせください。フィードバックは日本語で入力可能です。いただきましたご意見を参考に早急に対
応させていただきます。なお、このメール アドレスへのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじ
めご了承ください。
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