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改訂履歴
次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付 バージョン 改訂内容
2018 年 1 月 26 日 2017.4 • 外部 I/O の使用に関する内容を『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027) に移動。

• マイナーな編集上の変更。
2017 年 12 月 20 日 2017.4 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027) のプロファイリングに関する内容を挿入。
2017 年 8 月 16 日 2017.2 SDx™ IDE 2017.2 用にアップデート。
2017 年 6 月 20 日 2017.1 SDx IDE 2017.1 用にアップデート。
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第 1 章

概要
Zynq®-7000 All Programmable SoC および Zynq UltraScale+™ MPSoC は、ARM® ベースのプ
ロセッサのソフトウェア プログラマビリティと FPGA のハードウェア プログラマビリティを統
合し、1 つのデバイス上に CPU、DSP、ASSP、および混合信号機能を統合して、解析およびハ
ードウェア アクセラレーションを可能にします。SDSoC™ (Software-Defined Development
Environment for System-on-Chip) 環境は、Zynq-7000 AP 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 コンパイラが含まれ、選択
した関数のハードウェア アクセラレーションを可能にします。このガイドでは、ソフトウェア
プログラマ向けに、アクセラレーションに使用されるハードウェアについて、パフォーマンスを
制限または向上する要素や、最高のシステム パフォーマンスを達成するための設計手法などを
説明します。
SDSoC を使用するのにハードウェアの詳細な知識は必要ありませんが、デバイス上で使用可能
なハードウェア リソースについてと、ハードウェア関数で並列化を増加することにより高パフ
ォーマンスを達成する方法を理解しておくと、パフォーマンス要件を満たすためにコンパイラ最
適化指示子を選択するのに役立ちます。
設計手法は、次のとおりです。
• ソフトウェアをプロファイリングし、ハードウェア アクセラレーションが有益である関数を
特定します。

• プログラマブル システム (PS) と呼ばれる CPU とハードウェアをインプリメントするプログ
ラマブル ロジック (PL) の間のデータ転送を最適化します。

• ハードウェアの並列化を最適化します。
このガイドでは、ハードウェア アクセラレーションを達成する方法を説明した後、設計手法を
適用した実際の例を示し、SDSoC プロジェクトで使用可能なパフォーマンス チェックリストを
提供します。

1: 概要
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ガイドの構成
このガイドでは、ハードウェア アクセラレーションに有益な関数を判断するための SDSoC の統
合プロファイリングと、C/C++ 構文のシステム パフォーマンスへの影響を説明します。次の章
が含まれます。
• 第 2 章: SoC とは

FPGA に含まれる計算エレメントについて説明し、プロセッサと比較します。FPGA のメモリ
階層、ロジック エレメント、これらのエレメントの相互関係について説明します。

• 第 3 章: パフォーマンスの見積もり
パフォーマンス見積もりを生成し、結果のレポートを解析する方法を説明します。

• 第 4 章: システム パフォーマンスの向上
全体的なシステム パフォーマンスを向上するためにコンパイラを制御するのに役立つよう
に、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。

• 第 5 章: メモリ アクセスの最適化
PS と PL 間のデータ転送がデータ ムーバーを使用してどのようにインプリメントされるか、
ユーザー指定のコンパイラ指示子を使用して特定のメモリ アーキテクチャ、アドレス指定メ
モリ割り当て、共有、およびキャッシュ コヒーレンシ用に最適化されたデータ ムーバーを選
択する方法を説明します。この章では、メモリ アクセスを向上するための最適化と、その全
体的なデザイン パフォーマンスへの影響を詳細に説明します。

• 第 6 章: ハードウェア関数の最適化
ハードウェア関数を最適化するために使用するコンパイラ指示子について説明し、それらを
適用する方法を示します。この章では、主にデータパス パフォーマンスを向上するための最
適化と、その全体的なデザイン パフォーマンスへの影響を詳細に説明します。

• 第 7 章: 実例
このガイドで学んだ手順を実際のデザイン例にどのように適用するか、ハードウェア エンジ
ニアにより Vivado HLS を使用して開発された既存のハードウェア関数をどのように SDSoC
プロジェクトに組み込むかを示します。デザインに使用される最適化は、データパスとメモ
リ アクセスの両方を向上することを目的としています。これらの最適化はカーネルを向上す
るため順に適用されており、その影響について詳しく説明します。

1: 概要
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第 2 章

SoC とは
FPGA は、製造後に異なるアルゴリズムをプログラム可能な集積回路 (IC) です。最新の FPGA デ
バイスは 200 万個を超えるロジック セルで構成されており、さまざまなソフトウェア アルゴリ
ズムをインプリメントするようコンフィギュレーションできます。従来の FPGA デザイン フロ
ーはプロセッサよりも通常の IC に近いものですが、FPGA は IC 開発と比較してコストの面でか
なり有利であり、ほとんどの場合に同レベルのパフォーマンスを達成可能です。IC と比較した
場合の FPGA のもう 1 つの利点は、動的にリコンフィギュレーション可能であるということで
す。このプロセスはプログラムをプロセッサに読み込むのと同じであり、FPGA ファブリック上
の一部またはすべてのリソースに影響する可能性があります。
SDSoC を使用する際は、FPGA ファブリックで使用可能なリソースと、リソースどうしがター
ゲット アプリケーションを実行するためにどのように相互作用するかの基本的な理解が重要で
す。この章では、SDSoC で任意のアルゴリズムに最適な計算アーキテクチャを得るために必要
な、FPGA に関する基本的な情報を示します。

SoC アーキテクチャ
ザイリンクス FPGA は、ブロック RAM、DSP スライス、PCI Express サポート、およびプログ
ラマブル ファブリックを含むヘテロジニアス計算プラットフォームです。すべての計算リソー
スを同時に使用することができるので、プラットフォーム全体でアプリケーションの並列化およ
びパイプライン処理が可能です。SDSoC は、これらの計算リソースを C/C++ ハードウェア関数
に使用できるようにするザイリンクス ツールです。
FPGA は、基本的には次のエレメントで構成されています。
• ルックアップ テーブル (LUT): ロジック演算を実行します。
• フリップフロップ (FF): LUT の結果を格納するレジスタ エレメントです。
• ワイヤ: エレメントどうしを接続します。
• 入力/出力 (I/O) パッド: FPGA にデータを入力および FPGA からデータを出力する物理ポー
トです。

2: SoC とは
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これらのエレメントを組み合わせることにより、次の図に示す基本的な FPGA アーキテクチャが
得られます。この構造は任意のアルゴリズムをインプリメントするのに十分ですが、得られるイ
ンプリメンテーションの効率は計算スループット、必要なリソース、および達成可能なクロック
周波数により制限されます。

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

CLB CLB CLB CLB

X13468-102417

近年の FPGA アーキテクチャには、基本エレメントに加え、デバイスの計算密度および効率を向
上する計算ブロックおよびデータ ストレージ ブロックが組み込まれています。これらの追加エ
レメントには、次のものがあります。これらについては、次のセクションで詳細に説明します。
• 分散データ ストレージ用のエンベデッド メモリ
• FPGA ファブリックを異なるクロック レートで駆動するための位相ロック ループ (PLL)

• 高速シリアル トランシーバー
• オフチップ メモリ コントローラー
• 積和ブロック

2: SoC とは
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dual-port RAM
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X13468-102417

上の図は、これらのエレメントを搭載する FPGA アーキテクチャを示しています。このアーキテ
クチャにより、FPGA がプロセッサ上で実行されるどんなソフトウェア アルゴリズムでもインプ
リメント可能な柔軟なものになります。FPGA 上のこれらのエレメントはすべて同時に使用す
ることが可能であり、C/C++ アプリケーション用の独自の計算プラットフォームを作成できま
す。

LUT
LUT は FPGA の基本的な構築ブロックであり、N 個のブール変数のロジック ファンクションを
インプリメントできます。基本的にはこのエレメントは真理値表であり、異なる組み合わせの入
力により異なる関数をインプリメントして出力値を得ます。真理値表の最大サイズは N (LUT の
入力数) です。汎用 N 入力 LUT で真理値表によりアクセス可能なメモリ ロケーションの数は
2N であり、2N^N 個の関数をインプリメントできます。ザイリンクス FPGA の典型的な N の値
は 6 です。
LUT のハードウェア インプリメンテーションは、次の図に示すように、マルチプレクサーに接
続されたメモリ セルの集合であると考えることができます。

2: SoC とは
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a

b

c

d

x1 x0

y

X13469-102417

LUT の入力はマルチプレクサーのセレクター ビットとして機能し、出力を選択します。LUT は、
関数計算エンジンおよびデータ ストレージ エレメントとして使用できます。

フリップフロップ
フリップフロップの基本的な構造には、次の図に示すように、データ入力、クロック入力、クロ
ック イネーブル、リセット、およびデータ出力が含まれます。

FF

d_in d_out

clk_en

clk

reset

set

X13470-110617

通常の動作では、データ入力ポートの値がラッチされ、クロックの各パルスで出力に送られま
す。クロック イネーブル ピンを使用することにより、特定の値を複数クロック パルス間保持で
きます。クロックとクロック イネーブルの両方が 1 の場合にのみ新しいデータ入力がラッチさ
れ、データ出力ポートに送られます。

2: SoC とは
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DSP48 ブロック
ザイリンクス FPGA、Zynq®-7000 All Programmable SoC、および Zynq UltraScale+™ MPSoC PL
で使用可能な最も複雑な計算ブロックは、次の図に示す DSP48 ブロックです。
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DSP48 ブロックは、FPGA のファブリックに組み込まれた論理演算ユニット (ALU) です。3 つの
異なるブロックがチェーン接続されており、加減算ユニットが乗算器に、乗算器が加算/減算/累
算エンジンに接続されています。このチェーンにより、1 つの DSP48 ユニットで次の形式の関
数をインプリメントできます。

P=Bx(A+D)+C

または

P +=Bx(A+D)

DSP48 ブロックは、SDSoC でハードウェア関数内の計算負荷の多くを実行するために使用され
ます。SDSoC ツール内の合成フローでは、このブロックが自動的に使用されます。

ブロック RAM およびその他のメモリ
FPGA ファブリックには、RAM、ROM、またはシフト レジスタとして使用可能なエンベデッド
メモリ エレメントが含まれています。これらのエレメントは、ブロック RAM、LUT、およびシ
フト レジスタです。
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ブロック RAM は、比較的大型のデータ セットをオンチップに格納するために FPGA ファブリ
ックにインスタンシエートされるデュアル ポート RAM モジュールです。デバイスには 18k ビ
ットまたは 36k ビットを格納可能な 2 種類のブロック RAM があり、メモリの容量はデバイスに
よって異なります。これらのメモリはデュアル ポートであり、同じクロック サイクルで異なる
ロケーションにアクセスできます。
C/C++ コードでは、ブロック RAM にオンチップのグローバル、ローカル、およびプライベート
メモリ タイプの RAM または ROM をインプリメントできます。RAM 設定では、回路の実行中
いつでもデータを読み出しおよび書き込み可能です。ROM 設定では、回路の実行中データの読
み出しのみが可能です。ROM のデータは FPGA コンフィギュレーションの一部として書き込
まれ、変更することはできません。
先ほど説明したように、LUT はデバイス コンフィギュレーション中に真理値表の内容を書き込
むことができる小型のメモリです。ザイリンクス FPGA の LUT 構造は柔軟性があるので、これ
らのブロックは 64 ビット メモリとして使用可能で、分散メモリと呼ばれます。このメモリは
FPGA 上で最高速のメモリであり、インプリメントされた回路のパフォーマンスを向上するため
にファブリックのどこにでもインスタンシエーションできます。次の図に、アドレス指定可能な
シフト レジスタの構造を示します。
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シフト レジスタは、複数のレジスタをチェーン接続したものです。この構造の目的は、フィル
ターでなど、計算パスでデータを再利用できるようにすることです。たとえば、基本的なフィル
ターは係数のセットに対してデータを乗算する乗算器のチェーンで構成されています。ビルト
インのデータ転送構造は、シフト レジスタを使用して入力データを格納することにより、各ク
ロック サイクルでデータ サンプルをチェーンの次の乗算器に移動します。
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FPGA の並列化とプロセッサ アーキテクチャの
比較
Zynq®-7000 All Programmable SoC または Zynq UltraScale+™ MPSoC のプログラマブル ロジ
ック (PL) ファブリックでは、アプリケーションの実行における並列化をプロセッサ アーキテク
チャよりも詳細に調整できます。ハードウェア関数用に SDSoC で生成されるカスタム プロセ
ッシング マイクロアーキテクチャでの実行パラダイムは、CPU 実行とは異なります。アプリケ
ーションをプロセッサから Zynq-7000 All Programmable SoC または Zynq UltraScale+ MPSoC
に移動する際、これを考慮する必要があります。PL ベースの実行パラダイムの利点を理解する
ため、このセクションではプロセッサ プログラムの実行について簡単に説明します。

プロセッサでのプログラムの実行
プロセッサは、そのタイプにかかわらず、ソフトウェア アプリケーションに必要な計算に変換
される命令のシーケンスとしてプログラムを実行します。この命令のシーケンスは、C/C++ で記
述されたアルゴリズムをプロセッサにネイティブのアセンブリ言語の構文に変換する GCC
(GNU Compiler Collection) などのプロセッサ コンパイラ ツールにより生成されます。たとえ
ば、次の形式の C 関数があるとします。

z=a+b;

プロセッサ コンパイラは、これを次のようなアセンブリ コードに変換します。

ADD $R1,$R2,$R3

このアセンブリ コードは、z の値をプロセッサの内部レジスタの観点から計算する加算演算を定
義しています。この計算の入力値はレジスタ R1 および R2 に格納され、計算結果はレジスタ R3
に格納されます。上記のアセンブリ コードは簡略化されたもので、z の値を計算するために必要
なすべての命令は示されていません。このコードは、プロセッサにデータが到着した後にのみ計
算を実行します。そのため、コンパイラは、中央メモリからデータをプロセッサのレジスタに読
み込み、結果をメモリに書き込むアセンブリ言語命令を作成する必要があります。z の値を計算
する完全なアセンブリ プログラムは、次のとおりです。

LD      a,$R1
LD      b,$R2
ADD     R1,$R2,$R3
ST      $R3,c
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このコードは、2 つの値を加算する単純な演算であっても複数のアセンブリ命令が生成されるこ
とを示しています。各命令の計算レイテンシは、命令のタイプによって異なります。たとえば、
LD 演算を完了するのにかかるクロック サイクル数は、a および b の場所によって異なります。
値がプロセッサ キャッシュにある場合は、ロード演算は数十クロック サイクルで完了します。
値がメインのダブル データ レート (DDR) メモリにある場合は、数百クロック サイクルかかりま
す。値がハード ドライブにある場合は、ロード演算にかかるクロック サイクル数はさらに多く
なります。そのため、キャッシュ ヒット トレースのソフトウェア エンジニアは、キャッシュ ヒ
ット率を上げて命令ごとにかかるプロセッサ時間を短縮するため、メモリのデータの空間局所性
を増加するようアルゴリズムを再構築するのに時間を費やします。

FPGA 上でのプログラムの実行
FPGA は本質的に並列処理ファブリックであり、プロセッサ上で実行可能な任意の論理関数およ
び算術演算関数をインプリメントできます。主な違いは、SDSoC で使用される Vivado® 高位合
成 (HLS) コンパイラは、キャッシュや統合メモリ空間の制限なしで C/C++ ソフトウェア記述を
RTL に変換できるということです。
z 値の計算は、HLS により出力オペランドのサイズを達成するのに必要な数の LUT にコンパイ
ルされます。たとえば、元のソフトウェア プログラムで変数 a、b、および z が short データ型
として定義されているとします。このデータ型は 16 ビット データ コンテナーを定義します
が、HLS により 16 個の LUT としてインプリメントされます。一般的に、1 個の LUT は 1 ビッ
トの計算に対応します。
z の計算に使用される LUT は、この演算専用になります。すべての計算で同じ ALU が共有され
るプロセッサとは異なり、FPGA インプリメンテーションではソフトウェア アルゴリズムの各計
算に対して個別の LUT セットがインスタンシエートされます。
各計算に個別の LUT リソースを割り当てるのに加え、FPGA はメモリ アーキテクチャおよびメ
モリ アクセスのコストでもプロセッサと異なります。FPGA インプリメンテーションでは、演算
での使用点にできるだけ近くなるようにメモリが複数のストレージ バンクに配列されます。こ
れにより、プロセッサを大きく上回るメモリ帯域幅を即座に確保できます。たとえば、ザイリン
クス Zynq®-7100 デバイスには 1,510 個の 18k ビット ブロック RAM があります。メモリ帯域
幅の面では、このデバイスのメモリ レイアウトによりレジスタ レベルでは毎秒 0.5M ビット、
ブロック RAM レベルでは毎秒 23T ビットの容量が得られます。
計算スループットおよびメモリ帯域幅に関しては、スケジューリング、パイプライン、およびデ
ータフローの処理により FPGA ファブリックの機能が活用されます。これらの処理は、ソフト
ウェア アプリケーションの最適な回路レベル インプリメンテーションを得るため、ソフトウェ
ア コンパイル処理における重要な段階です。
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スケジューリング
スケジューリングは、異なる演算間のデータおよび制御の依存性を特定し、各演算をいつ実行す
るかを決定するプロセスです。従来の FPGA デザインではこれは手動のプロセスであり、ハー
ドウェア インプリメンテーション用のソフトウェア アルゴリズムの並列化と呼ばれます。
HLS では、隣接する演算間および時間を超えた依存性が解析されます。これにより、同じクロ
ック サイクルで実行される演算がグループ化され、ハードウェアが関数呼び出しのオーバーラ
ップを許容するよう設定されます。関数呼び出し実行のオーバーラップは、現在の関数呼び出し
が完全に終了しないと同じ演算セットへの次の関数呼び出しを開始できないというプロセッサ
での制限を取り除きます。このプロセスはパイプライン処理と呼ばれ、次のセクションおよび残
りの章で詳細に説明します。

パイプライン処理
パイプライン処理は、アルゴリズムのハードウェア インプリメンテーションにおけるデータの
依存性を回避し、並列化のレベルを上げるためのデジタル デザイン手法です。機能が等価にな
るよう元のソフトウェア インプリメンテーションのデータ依存性は保持されますが、必要な回
路は独立した段のチェーンに分割されます。チェーンのすべての段は、同じクロック サイクルで
並列実行されます。唯一の違いは、各段のデータのソースです。計算の各段は、前のクロック
サイクルで前の段で計算された結果からデータ値を受信します。たとえば、次のような関数があ
るとします。

y=(a*x)+b+c

この関数をインプリメントするため、HLS コンパイラにより 1 つの乗算ブロックと 2 つの加算
ブロックがインスタンシエートされます。
次の図に、この計算構造とパイプライン処理の効果を示します。上記の関数例が 2 つ方法でイ
ンプリメントされています。上のインプリメンテーションでは、結果 y の計算に必要なデータパ
スにパイプライン処理は使用されていません。このインプリメンテーションは、計算の開始時に
すべての入力値が既知である必要があり、一度に 1 つの結果 y しか計算できないという点が、対
応するソフトウェア関数と似ています。下のインプリメンテーションは、同じ回路をパイプライ
ン処理したものです。
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この図でデータパス上の正方形は、FPGA ファブリックのフリップフロップ ブロックでインプ
リメントされたレジスタを示します。各正方形は 1 クロック サイクルとしてカウントできま
す。パイプライン処理を使用したインプリメンテーションでは、各結果 y の計算に 3 クロック
サイクルかかります。レジスタを追加することにより、各ブロックが時間的に個別の計算セクシ
ョンに分割されます。
乗算ブロックを含むセクションと 2 つの加算ブロックを含むセクションは並列実行可能なの
で、関数の全体的な計算レイテンシが削減します。データパスの両方のセクションを並列実行す
ることにより、値 y と値 y' (y の次の計算結果) を同時に計算します。最初の結果 y の計算には、
3 クロック サイクルかかります。これは、パイプライン充填時間とも呼ばれます。この最初の計
算後は、各クロック サイクルで y の新しい値が出力されます。計算パイプラインには、現在の
y 計算と次の y 計算のデータ セットの両方が含まれます。
次の図に、処理前のデータ (濃い灰色)、計算途中のデータ (白)、および最終データ (薄い灰色) が
同時に存在していることを示します。各段階の結果は、それぞれ専用のレジスタにキャプチャさ
れます。このような計算のレイテンシは複数サイクルですが、新しい結果は各サイクルで生成さ
れます。
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データフロー
データフローは別のデジタル デザイン手法で、その概念はパイプライン処理と似ています。デ
ータフローの目的は、粗粒度の並列実行を達成することです。ソフトウェア実行では、この変換
は 1 つのプログラム内の関数の並列実行に適用されます。
SDSoC では、プログラムの異なる関数間の相互関係を入力と出力に基づいて評価することによ
り、このレベルの並列化を抽出します。複数の関数が異なるデータ セットを処理し、お互いに
通信しない場合が最も単純です。この場合、各関数に FPGA ロジック リソースが割り当てられ、
ブロックが個別に実行されます。通常のソフトウェア プログラムは、1 つの関数の結果が別の
関数で使用されるなど、より複雑です。これは、プロデューサー/コンシューマー シナリオと呼
ばれます。
ハードウェア アクセラレーション用にマークされた関数間では、データフローが自動実行され
ます。次のコード例では、関数 load_input と 関数 store_output の両方がハードウェア ファブリ
ックにインプリメントするようマークされており、プロデューサー/コンシューマー関係が変数
バッファーを介して存在しています。このコード例に対しては SDSoC でデータフローが自動実
行され、プロデューサー ハードウェア関数 load_input からのデータが使用可能になったらすぐ
にコンシューマー ハードウェア関数が開始するように処理されます。
main() {
int input_r[N], buffer[N], output_w[N];
...
load_input(input_r, buffer);
store_output(buffer, output_w);
...
}
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ハードウェア アクセラレーション用にマークされた関数にサブ関数が含まれる場合は、サブ関
数をデータフローで実行することにより並列化を向上するため、データフロー最適化指示子を使
用する必要があります。
次の図に、データフロー パイプライン処理の概念を示します。合成後、デフォルトでは
func_A、func_B、func_C の順に実行されますが、Vivado HLS DATAFLOW 指示子を使用する
と、各関数がデータが使用可能になったら実行されるようスケジューリングできます。この例の
場合、元の関数のレイテンシと間隔は 8 クロック サイクルです。データフロー最適化を使用す
ると、間隔は 3 クロック サイクルに削減されます。この例に示すタスクは関数ですが、
DATAFLOW 最適化は関数間、関数とループ間、ループ間で実行できます。

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

  return d;
}    

func_A
func_B
func_C

8 cycles

func_A func_B func_C

8 cycles

3 cycles

func_A
func_B

func_C

func_A
func_B

func_C

5 cycles

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

X14266-110617

SDSoC では、サブ関数のプロデューサー/コンシューマー シナリオに 2 つの使用モデルがサポ
ートされています。1 つ目の使用モデルでは、コンシューマーが演算を開始する前にプロデュー
サーが完全なデータ セットを作成します。並列化は、ブロック RAM メモリのペアを ping およ
び pong というメモリ バンクに配列してインスタンシエートすることにより達成します。各関
数は、関数呼び出しの期間中、1 つのメモリ バンク (ping または pong) のみにアクセス可能で
す。新しい関数呼び出しが開始すると、HLS で生成された回路がプロデューサーとコンシュー
マーの両方のメモリ接続を切り替えます。この方法により機能が正しいものになりますが、関数
呼び出し間で達成可能な並列化のレベルが制限されます。
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2 つ目の使用モデルでは、コンシューマーがプロデューサーの部分結果を使用して処理を開始で
き、達成可能な並列化のレベルが関数呼び出し内の実行に拡張されます。両方の関数に対して
HLS で生成されたモジュールは、FIFO メモリ回路を使用して接続されます。このメモリ回路は
ソフトウェア プログラミングのキューとして動作し、モジュール間をデータ レベルで同期化し
ます。関数呼び出し中のどの時点でも、両方のハードウェア モジュールでそれぞれのプログラ
ムが実行されています。ただし、コンシューマー モジュールはプロデューサーからデータが使
用可能になってから計算を開始します。HLS 用語では、コンシューマー モジュールの待機時間
は開始間隔 (II) と呼ばれます。
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第 3 章

パフォーマンスの見積もり
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. [Project Explorer] ビューでプロジェクト名を右クリックし、[Debug As] → [Launch on
hardware (SDx Application Debugger] をクリックしてデバッガーを起動します。

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] をクリックして TCF プロファイラーを起動します。表
示されたウィンドウで [Debug] を展開し、[TCF profiler] を選択します。

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。

5. [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。
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6. [Resume] ボタンをクリックするか F8 キーを押して、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。

7. [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);

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。
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注記: アプリケーションの分割に最も信頼性の高い経験則は CPU 集約型関数のプログラマブル ロジック
への移行ですが、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。

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。アプリケーション プロジェク
ト設定ペインで [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: 概要』 (UG1028) を参照してください。
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。
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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。

-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; と入力し、swdata.xml ファイルが SD カードに書き込まれるようにします。
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第 4 章

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 memcopy 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、『SDx プラグマ リファレンス ガイド』 (UG1253) 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できるように
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。
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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。
表 1:   SDSoC でサポートされるデータ ムーバー

SDSoC のデータ ム
ーバー

Vivado IP のデータ
ムーバー

アクセラレータ IP
のポート タイプ 転送サイズ 連続メモリのみ

axi_lite processing_system7 register、axilite いいえ
axi_dma_simple axi_dma bram、ap_fifo、axis < 8 MB はい
axi_dma_sg axi_dma bram、ap_fifo、axis いいえ

(推奨されない)

axi_fifo axi_fifo_mm_s bram、ap_fifo、axis (≤ 300 B) いいえ
zero_copy accelerator IP aximm master はい

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。データ ムーバーに
は、それぞれ次のようにパフォーマンスとリソースのトレードオフがあります。
• 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 の転
送までしかサポートされていないので、これより大きい転送には向いていません。

• 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。

• axi_dma_sg (スキャッター ギャザー DMA) データ ムーバーは、DMA パフォーマンスが遅
く、ハードウェア リソースの消費が多くなりますが、制限が少なく、プラグマ指示子がない
場合に、最適なデフォルト データ ムーバーとなることがよくあります。

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:AXI_DMA_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、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。
• PS のメモリ システム ポート (A)

• PS とアクセラレータ間およびアクセラレータ間のデータ ムーバー (B)
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• アクセラレータのハードウェア インターフェイス (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 1:   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。

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。システム ポートとしては、Zynq
UltraScale+ MPSoC または Zynq-7000 AP SoC の ACP、AFI (高パフォーマンス ポートに対応)、
MIG (PL ベースの DDR メモリ コントローラーに対応)、またはストリーム ポートを使用できま
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 コヒーレンシがハードウェ
アにより維持されます。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 (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
ウェアにより維持されます。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() で割り当てられる
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。データがその他の方法で割り当てられる場合は、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する場合や、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、またはストリームのいずれかにできます。

4: システム パフォーマンスの向上

SDSoC プロファイリングおよび最適化ガイド  28
UG1235 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1235&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312503%3B%26%2312525%3B%26%2312501%3B%26%2312449%3B%26%2312452%3B%26%2312522%3B%26%2312531%3B%26%2312464%3B%26%2312362%3B%26%2312424%3B%26%2312403%3B%26%2326368%3B%26%2336969%3B%26%2321270%3B%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2017.4&docPage=28


次の sds++ コマンドを使用すると、プラットフォームのシステム ポートがリストされます。
sds++ -sds-pf-info <platform> -verbose

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 データは、常に AXI_LITE データ ムーバーで転送されます。
• 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_FIFO、zero_copy (アクセラレータ マスターの AXI4 バス)、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() を使用して割
り当てられている場合、メモリが物理的に隣接していない場合、SDSoC では通常スキャッタ
ー ギャザー DMA (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: 

構造体のインプリメンテーションは、構造体がハードウェアにどのように渡されるか (値渡
し、参照渡し、または構造体の配列として渡されるか) によって変わります。次の表は、さま
ざまなインプリメンテーションを示しています。

表 2:   構造体のインプリメンテーション

構造体の渡し方 デフォルト (プ
ラグマなし)

#pragma SDS
data zero_copy

(arg)

#pragma SDS
data zero_copy

(arg[0:SIZE])
#pragma SDS

data copy (arg)
#pragma SDS

data copy
(arg[0:SIZE])

値渡し (struct RGB
arg)

各フィールドがフラットになり、それぞれがスカラーまたは配列として渡されます。

これはサポートされておらず、エラーになります。
これはサポートされておらず、エラーになります。

構造体が 1 つの幅
のスカラーにパックされます。

各フィールドがフラットになり、それぞれがスカラーまたは配列として渡されます。
SIZE の値が無視さ
れます。
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表 2:   構造体のインプリメンテーション (続き)

構造体の渡し方 デフォルト (プ
ラグマなし)

#pragma SDS
data zero_copy

(arg)

#pragma SDS
data zero_copy

(arg[0:SIZE])
#pragma SDS

data copy (arg)
#pragma SDS

data copy
(arg[0:SIZE])

値渡し (struct RGB
*arg) または参照
(struct RGB &arg)

各フィールドがフラットになり、それぞれがスカラーまたは配列として渡されます。

構造体が 1 つの幅
のスカラーにパックされ、1 つの値と
して転送されます。
データは AXI4 バス
を介してハードウェア アクセラレー
タに転送されます。

構造体が 1 つの幅
のスカラーにパックされます。
AXI4 バスを介して
ハードウェア アク
セラレータに転送されるデータ値の
数は、SIZE の値
で定義されます。

構造体が 1 つの幅
のスカラーにパックされます。

構造体が 1 つの幅
のスカラーにパックされます。
AXIDMA_SG または
AXIDMA_SIMPLE
を介してハードウェア アクセラレー
タに転送されるデータ値の数は、SIZE
の値で定義されます。

構造体の配列
(struct RGB
arg[1024])

配列の各構造体エレメントが 1 つの
幅のスカラーにパックされます。

配列の各構造体エレメントが 1 つの
幅のスカラーにパックされます。
データは AXI4 バス
を介してハードウェア アクセラレー
タに転送されます。

配列の各構造体エレメントが 1 つの
幅のスカラーにパックされます。
データは AXI4 バス
を介してハードウェア アクセラレー
タに転送されます。
SIZE の値が配列サ
イズよりも優先され、アクセラレータに転送されるデータ値の数が決まります。

配列の各構造体エレメントが 1 つの
幅のスカラーにパックされます。
データは
AXI_DMA_SG
または
AXIDMA_SIM
PLE などのデータ
ムーバーを使用してハードウェア ア
クセラレータに転送されます。

配列の各構造体エレメントが 1 つの
幅のスカラーにパックされます。
データは
AXI_DMA_SG
または
AXI_DMA_SI
MPLE などのデー
タ ムーバーを使用
してハードウェアアクセラレータに転送されます。
SIZE の値が配列
サイズよりも優先され、アクセラレータに転送されるデータ値の数が決まります。

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 (malloc() で割り当てられる) 場合、AXI_DMA_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 3:   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)

AXI_DMA_SG 連続または非連続 > 300

AXI_DMA_Simple 連続 < 8M

AXI_FIFO 非連続 < 300
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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、このような解析ができないこと
もあります。この場合、SDSoC で警告メッセージが表示され、SDS プラグマを使用してメモリ
属性を指定するよう指示されます。次はそのメッセージの例です。
WARNING: [DMAnalysis 83-4492] 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。

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。
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• 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いずれかにできます。
RAM インターフェイスでは、アクセラレータ内でデータにランダムにアクセスできますが、
アクセラレータ内でメモリ アクセスを実行する前に、配列全体をアクセラレータに転送する
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 インターフェイスでは、配列全体を格納するためのメモリは必要ないので、
配列要素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要素を処理中
に次の配列要素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密な順序で配列にアクセスする必要があり、転送されるデータ
量はアクセラレータで予測されるデータ量と同じである必要があります。
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: 

構造体のインプリメンテーションは、構造体がハードウェアにどのように渡されるか (値渡
し、参照渡し、または構造体の配列として渡されるか) によって変わります。データ ムーバー
の構造体のインプリメンテーションの表に、さまざまなインプリメンテーションを示してい
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 のいずれか、arg はアクセラレータ関数の配列引数名で
す。
配列引数のアクセス パターンを RANDAM に指定すると RAM インターフェイスが生成され、
SEQUENTIAL に指定す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要素に厳密な順序でア
クセスする必要があります。
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• 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 2:   直接接続を使用したハードウェア/ソフトウェアの接続

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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ハードウェアへの呼び出しのタイムラインを次の図に示すように考慮すると有益です。
図 3:   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。
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図 4:   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

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。
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。
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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大幅に改善でき、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. ハードウェア関数の最上位インターフェイスには hls::stream を使用しないでください。
このデータ型は、HLS コンパイラがハードウェア関数内に効率的なロジックを合成するのに
役立ちますが、アプリケーション ソフトウェアには意味をなさないからです。

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
HLS interface プラグマはサポートされてはいますが、通常は使用しないでください。sds+
+ コンパイラでは、自動的に適切な 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。
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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。これらの手法は、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です。
詳細は、『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235) を参照してください。
関連項目
• 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。
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
}
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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 5:   ループのパイプライン処理
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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。
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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。
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。
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図 6:   リソースの競合

void foo(m[2]…)  {

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

}
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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。これらの方法を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。
Vivado HLS には、次の図に示すように 3 つの配列分割方法があります。
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。
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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 7:   多次元配列の分割

0 1 2 ... N-3 N-2 N-1

0 1 ... (N/2-1)

N/2 ... N-2 N-1
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N-3
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Vivado HLS で配列を分割するには、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 8:   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 9:   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 サイクルかかると想定した場合、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 10:   関数のデータフローのパイプライン処理

8 cycles

func_A
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func_B func_C func_A func_A

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

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 11:   ループのデータフローのパイプライン処理
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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。
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。『SDSoC 環境ユー
ザー ガイド』 (UG1027) の「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_
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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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第 5 章

メモリ アクセスの最適化
メモリ アクセスおよび PS と PL 間の転送レートを向上することは、ハードウェア関数に適用で
きる最適化の最初のカテゴリです。効率的なメモリ アクセスは、FPGA 上で実行されるハードウ
ェア関数のパフォーマンスに重要です。
通常データは外部 DDR に格納されますが、オフチップ DDR にアクセスするのには時間がかか
かり、システム パフォーマンスが低下する原因となるので、高パフォーマンス システムでは、
データをローカル キャッシュにも格納してメモリ アクセス時間を削減し、実行時間を短縮する
のが一般的です。FPGA には、これらのメモリに加え、データ ブロックを格納して効率的にアク
セスするための小型から中型のローカル メモリがあります。FPGA を使用してパフォーマンス
を向上するシステムのメモリ アーキテクチャは、最も頻繁なメモリ アクセスに最もローカルの
メモリを使用する CPU+GPU または CPU+DSP システムのメモリ アーキテクチャに似ていま
す。
ハードウェア関数を適切に設計すると、ローカル メモリを多用することにより、データのアク
セスおよび格納のレイテンシの影響を最小限に抑えることができます。
推奨される手法には、次のものがあります。
• データ モーション最適化: PS と PL ファブリックの間のデータ転送を含みます。SDSoC 環境
では、PL に選択された関数の引数に基づいてデフォルトのデータ モーション アーキテクチ
ャがインプリメントされますが、データ転送の効率を向上するためデータを連続したメモリ
に格納したり、大型データをより効率的に転送するためにスキャッター ギャザー転送を使用
したりするために、最適化指示子を使用できます。

• データ アクセス パターン: FPGA では、データを高速で同時に処理することが可能です。不適
切なデータ アクセス パターンを使用すると、データフローが途切れ、FPGA がデータを待つ
ことになり、その計算機能を発揮できません。適切なデータ アクセス パターンを使用する
と、データの再読み出しを最小限に抑え、条件分岐を使用して 1 つのサンプルをさまざまな
方法で処理できます。

• オンチップ メモリ: オンチップ メモリは、FPGA のブロック RAM を活用し、物理的に計算の
近くに配置されています。1 サイクルの読み出しおよび書き込みが可能であり、メモリ アク
セス パフォーマンスを大幅に向上します。最適なデータ アクセス パターンを使用した DDR
からこれらのローカル メモリへのデータのコピーは、バースト トランザクションを使用する
ことにより効率的に実行でき、パフォーマンスを向上できます。
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データ モーションの最適化
データ モーション ネットワークは、PS で実行されるプログラムを PL ファブリックにインプリ
メントされたハードウェア関数に接続するために使用されるハードウェアです。SDSoC 環境で
は、データ型に基づいてデータ モーション ネットワークが自動的に作成されますが、指示子を
使用すると、速度およびハードウェア リソースの両方を目的としてインプリメンテーションを
最適化できます。各データ型に対して作成されるデフォルトのデータ モーション ネットワーク
は、次のとおりです。
• スカラー: 

スカラー データ型は、常に AXI_LITE データ ムーバーで転送されます。これは、インプリメ
ントするのに必要なハードウェア リソースが非常に少ないメモリ マップド インターフェイ
スで、ハンドシェイク付きの 1 ワード読み込み/書き出し転送を実行します。このため、スカ
ラー データ型は、起動ごとに 1 回しか転送されない関数引数に理想的です。システムを最適
化する際、これらのデータ型をアドレス指定する必要はほとんどありません。

• 配列: 

配列には複数のデータ値が含まれ、高速 DMA 転送を使用すると、より効率的に転送されま
す。SDSoC 環境には、ハードウェアの効率とハードウェアをインプリメントするのに使用さ
れるリソースを制御するためのオプションが多数あり、特定のデータ ムーバーを選択するこ
ともできます。

• ポインター: 

プラグマを使用しない場合、C/C++ で 1 次元配列型が示されている場合でも、ポインター引
数はデフォルトではスカラーとして処理されます。ポインターの書き込みまたは読み出しが
複数回実行される場合は、プラグマを使用してデータが効率的に転送されるようにする必要
があります。

• 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、使用される
データ ムーバーはスカラーか配列かによってデータ メンバーごとに異なります。構造体/ク
ラスの配列の場合、データ モーション ネットワークは前述の配列と同じです。

SDSoC 環境のデフォルトの動作を理解しておくと、要件に基づいて最適なデータ モーション ネ
ットワークを選択することが可能です。
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メモリ割り当て
sdscc/sds++ コンパイラは、プログラムを解析し、ペイロード サイズ、アクセラレータのハ
ードウェア インターフェイス、および関数引数のプロパティに基づいて、ソフトウェアとハー
ドウェア間の各ハードウェア関数呼び出しの要件を満たすデータ ムーバーを選択します。コン
パイラで配列引数を物理的に隣接したメモリに確実に配置できる場合､最も効率の高いデータ
ムーバーを使用できます。次の sds_lib ライブラリ関数を使用して配列を割り当てまたはメ
モリ マップすると、メモリが物理的に隣接していることをコンパイラに通知できます。
sds_alloc(size_t size); // guarantees physically contiguous memory
sds_mmap(void *paddr, size_t size, void *vaddr); // paddr must point to 
contiguous memory
sds_register_dmabuf(void *vaddr, int fd); // assumes physically contiguous 
memory

プログラム構造が原因で sdscc コンパイラでメモリが隣接していることを推測できない場合
は、次のような警告メッセージが表示されます。
WARNING: [DMAnalysis 83-4492] Unable to determine the memory attributes 
passed to foo_arg_A of function foo at foo.cpp:102

次のプラグマを関数宣言の直前に挿入すると、データが物理的に隣接するメモリに割り当てられ
ていることをコンパイラに通知できます。このプラグマは、物理的に隣接したメモリに割り当て
ることを指定するものではないことに注意してください。物理的に隣接したメモリを割り当て
るには、sds_alloc を使用してください。
#pragma SDS data mem_attribute (A:PHYSICAL_CONTIGUOUS) // default is 
NON_PHYSICAL_CONTIGUOUS

コピーおよび共有メモリ セマンティクス
デフォルトでは、ハードウェア関数呼び出しには関数引数のコピー インおよびコピー アウト セ
マンティクスが関係します。ハードウェア関数引数の共有メモリ モデルを強制することもでき
ますが、バースト転送のスループットが良い一方で、プログラマブル ロジックから外部 DDR へ
のレイテンシが CPU と比較して大幅に長くなることに注意する必要があります。変数転送で共
有メモリ セマンティクスを使用することを宣言するには、次のプラグマを関数宣言の直前に挿
入します。
#pragma SDS data zero_copy(A[0:<array_size>]) // array_size = number of 
elements

合成可能なハードウェア関数内では、共有メモリから 1 語を読み書き (zero_copy プラグマを使
用) するのは通常非効率です。memcpy を使用してメモリからデータをバーストで読み書きし、
ローカル メモリに格納する方が効率的です。
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コピーおよびゼロ コピー メモリ セマンティクスでは、プログラマブル ロジックと外部 DDR の
間でデータをストリーミングしてメモリ効率を最大化し、変数に対して非シーケンシャル アク
セスおよび繰り返しアクセスを実行する必要がある場合にハードウェア関数内のローカル メモ
リにデータを格納するのも効率的な方法です。たとえば、ビデオ アプリケーションでは通常デ
ータがピクセル ストリームとして入力され、FPGA メモリにライン バッファーがインプリメン
トされてピクセル ストリーム データへの複数アクセスがサポートされます。
ハードウェア関数で配列データ転送にストリーミング アクセスが許容される (各エレメントが
インデックス順に 1 回だけアクセスされる) ことを sdscc に宣言するには、次のプラグマを関
数プロトタイプの直前に挿入します。
#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL) // access pattern = 
SEQUENTIAL | RANDOM

ポインター型引数としてハードウェア関数に渡された配列では、コンパイラが転送サイズを推論
できる場合もありますが、できない場合は次のようなメッセージが表示されます。
WARNING: [DMAnalysis 83-4439] Cannot determine data size for argument p of 
function foo

次を使用して転送するデータのサイズを指定します。
#pragma SDS data copy(p[0:<array_size>]) // for example, int *p

データ転送サイズは関数呼び出しごとに変更可能で、プラグマ定義で <array_size> を関数呼
び出しのスコープ内で設定することにより (サイズ設定のすべての変数はその関数へのスカラー
引数)、ハードウェア関数に不要なデータ転送を回避できます。
#pragma SDS data copy(A[0:L+2*T/3]) // scalar arguments L, T to same 
function

データ キャッシュ コヒーレンシ
sdscc/sds++ コンパイラでは、システムで必要なデータ ムーバーに対して自動的にソフトウ
ェア コンフィギュレーション コードが生成されます。このコードには、必要に応じて下位デバ
イス ドライバーへのインターフェイスも含まれます。デフォルトでは、システム コンパイラで、
CPU とハードウェア関数の間で転送される配列に割り当てられたメモリのキャッシュ コヒーレ
ンシが保持されると想定されます。このため、ハードウェア関数にデータを転送する前にキャッ
シュを消去し、ハードウェア関数からメモリにデータを転送する前にキャッシュを無効にするコ
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ードがコンパイラで生成される場合があります。どちらの処理も正確性を保つために必要です
が、パフォーマンスに影響します。Zynq® デバイスの HP ポートなどを使用する場合は、CPU
がメモリにアクセスせず、アプリケーションの正確性がキャッシュ コヒーレンシに依存しない
ことが確実であれば、デフォルトを変更できます。不要なキャッシュ消去のオーバーヘッドを回
避するには、次の API を使用してメモリを割り当てます。
void *sds_alloc_non_cacheable(size_t size)

キャッシュ不可能なメモリの典型的な使用例としては、一部のフレーム バッファーがプログラ
マブル ロジックからアクセスされるが CPU からはアクセスされないビデオ アプリケーション
が挙げられます。

データ アクセス パターン
FPGA では大量の並列アーキテクチャによりプロセッサのシーケンシャル演算よりもかなり高
速に演算を実行できるので、そのパフォーマンスを活用するため、C コードのインプリメントに
FPGA が選択されます。
ここでは、C コードのアクセス パターンが結果にどう影響するかについて説明します。最も注
意が必要なアクセス パターンはハードウェア関数への入力および出力のパターンですが、ハー
ドウェア関数内にボトルネックがあると、関数への入力および出力の転送レートに悪影響を及ぼ
すので、関数内のアクセス パターンを考慮することをお勧めします。
このセクションでは画像のたたみ込みアルゴリズムについて説明し、データ アクセス パターン
がパフォーマンスに悪影響を与え、適切なパターンを使用することにより FPGA の並列化および
パフォーマンス機能を活用できることを示します。
• まずアルゴリズムを確認し、FPGA でのパフォーマンスの制限となるデータ アクセスについ
て説明します。

• 次に、最高のパフォーマンスを達成するためのアルゴリズムの記述方法について説明します。

不適切なデータ アクセス パターンを使用したアルゴリズム
ここでは画像に適用される標準的なたたみ込み関数を使用して、FPGA で可能なパフォーマンス
が C コードによりどのように劣化するかを説明します。この例では、データに対してまず水平
たたみ込みが実行された後、垂直たたみ込みが実行されます。画像のエッジのデータはたたみ込
み範囲外にあるので、最後に境界周辺のデータが処理されます。
アルゴリズムでの処理は、次の順で実行されます。
• 水平たたみ込み
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• 垂直たたみ込み
• 境界ピクセル処理
static void convolution_orig(
  int width,
  int height,
  const T *src,
  T *dst,
  const T *hcoeff,
  const T *vcoeff) {
  T local[MAX_IMG_ROWS*MAX_IMG_COLS];

// Horizontal convolution
  HconvH:for(int col = 0; col < height; col++){
    HconvWfor(int row = border_width; row < width - border_width; row++){
      Hconv:for(int i = - border_width; i <= border_width; i++){
      }
    }
  }

// Vertical convolution
  VconvH:for(int col = border_width; col < height - border_width; col++){
    VconvW:for(int row = 0; row < width; row++){
      Vconv:for(int i = - border_width; i <= border_width; i++){
      }
    }
  }

// Border pixels
  Top_Border:for(int col = 0; col < border_width; col++){
  }
  Side_Border:for(int col = border_width; col < height - border_width; col+
+){
  }
  Bottom_Border:for(int col = height - border_width; col < height; col++){
  }
}

標準水平たたみ込み
最初に、次の図のように水平方向のたたみ込みを実行します。
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First Output Second Output Final Output

src

Hsamp
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Hcoeff

Hsamp

Hcoeff

Hsamp

Hcoeff

X14296-121417

たたみ込みは、K 個のデータ サンプルと K 個のたたみ込み係数を使用して実行されます。上の
図では K の値は 5 ですが、この値はコードで定義されます。たたみ込みを実行するには、K 個
以上のデータ サンプルが必要です。たたみ込みウィンドウは、画像外にあるピクセルを含む必
要があるため、最初のピクセルでは開始できません。
対称たたみ込みを実行すると、src 入力からの最初の K 個のデータ サンプルが水平係数でたた
み込まれ、最初の出力が計算されます。2 つ目の出力を計算するには、次の K 個のデータ サン
プルが使用されます。この計算は、最後の出力が書き込まれるまで各行に対して実行されます。
この操作を実行する C コードは次のとおりです。
const int conv_size = K;

const int border_width = int(conv_size / 2);

#ifndef __SYNTHESIS__
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T * const local = new T[MAX_IMG_ROWS*MAX_IMG_COLS];

#else // Static storage allocation for HLS, dynamic otherwise

T local[MAX_IMG_ROWS*MAX_IMG_COLS];

#endif

Clear_Local:for(int i = 0; i < height * width; i++){

  local[i]=0;

}

// Horizontal convolution

HconvH:for(int col = 0; col < height; col++){

  HconvWfor(int row = border_width; row < width - border_width; row++){

    int pixel = col * width + row;

    Hconv:for(int i = - border_width; i <= border_width; i++){

      local[pixel] += src[pixel + i] * hcoeff[i + border_width];

    }

  }

}

このコードは簡単でわかりやすいものですが、ハードウェアの結果の質に悪影響を及ぼす問題が
いくつかあります。
1 つ目の問題は、C コンパイル中に大型ストレージが必要であるということです。アルゴリズム
の中間結果は内部 local 配列に格納されます。HEIGHT*WIDTH の配列が必要で、1920*1080 の
標準ビデオ画像では 2,073,600 の値が保持されます。
• Zynq®-7000 All Programmable SoC または Zynq UltraScale+™ MPSoC をターゲットとする
クロス コンパイラおよび多くのホスト システムでは、この量のローカル ストレージのためラ
ンタイムでスタック オーバーフローが発生します (ターゲット デバイス上での実行、Vivado
HLS 内での協調シミュレーションの実行など)。local 配列のデータはスタックに配置され、
OS で管理されるヒープには含まれません。arm-linux-gnueabihf-g++ でクロス コンパ
イルする際は、-Wl,"-z stacksize=4194304" リンカー オプションを使用して十分なス
タック空間を割り当てます。このオプションの構文は、リンカーによって異なります。関数
がハードウェアでのみ実行される場合は、__SYNTHESIS__ マクロを使用するとこのような問
題を回避できます。このマクロは、ハードウェア関数がハードウェアに合成されるときにシ
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ステム コンパイラにより自動的に定義されます。上記のコードでは、C シミュレーション中
にダイナミック メモリ割り当てを使用してコンパイルの問題を回避しており、合成中はスタ
ティック ストレージのみが使用されます。このマクロを使用する短所は、C シミュレーショ
ンで検証されたコードが合成されるコードとは異なるものになることです。この例の場合は
コードは複雑ではないので、動作は同じになります。

• この local 配列の主な問題は、FPGA インプリメンテーションの質です。これは配列なので、
内部 FPGA ブロック RAM を使用してインプリメントされます。これは、FPGA 内にインプリ
メントするにはかなり大きいメモリであり、より大型でコストのかかる FPGA デバイスが必
要となる可能性があります。DATAFLOW 最適化を使用して、小型で効率的な FIFO を介して
データをストリーミングすると、ブロック RAM の使用を最小限に抑えることはできますが、
データがストリーミングでシーケンシャルに使用されるようにする必要があります。現在の
ところ、そのような要件はありません。

2 つ目の問題は、パフォーマンスと local 配列の初期化に関するものです。Clear_Local ループは
local 配列の値を 0 に設定するために使用されます。高パフォーマンスで実行するためにこのル
ープをハードウェアでパイプライン処理しても、この操作をインプリメントするのに約 2 百万ク
ロック サイクル必要です。このメモリの初期化中、システムで画像処理を実行することはでき
ません。同じデータの初期化は、HConv ループ内の一時的な変数を使用して、書き出し前に累
積を初期化することにより実行できます。
最後の問題は、データのスループット、つまりシステム パフォーマンスがデータ アクセス パタ
ーンにより制限されることです。
• 最初のたたみ込み出力を作成するため、最初の K 個の値が入力から読み出されます。
• 2 つ目の出力の計算には、新しい値が読み出され、その後同じ K-1 個の値が再度読み出され
ます。

高パフォーマンスの FPGA を得るには、PS へのアクセスを最小限に抑えることが重要です。前
に既にフェッチされたデータに再度アクセスすることは、システムのパフォーマンスに悪影響を
与えます。FPGA では多数の計算を同時に実行して高パフォーマンスを達成することが可能で
すが、データのフローが値を再読み出しするために頻繁に中断されると高パフォーマンスは得ら
れません。
注記: 高パフォーマンスを達成するには、PS からのデータにアクセスするのは 1 回のみにし、小型のロー
カル ストレージ (小型から中型のサイズの配列) に格納して再利用する必要があります。
上記のコードでは、データを何度も読み出す必要があるので、DMA 操作を使用してプロセッサ
から直接ストリーミングできません。
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標準垂直たたみ込み
次の段階では、次の図に示す垂直たたみ込みを実行します。

First Output Second Output Final Output

local

Vsamp

dst

Vcoeff

Vsamp

Vcoeff

Vsamp

Vconv

X14299-110617

垂直たたみ込みのプロセスは、水平たたみ込みと似ています。たたみ込み係数 (この場合は
Vcoeff) を使用したたたみ込みには、K 個のデータ サンプルが必要です。垂直方向の最初の K 個
のサンプルを使用して最初の出力が作成された後、次の K 個の値を使用して 2 つ目の出力が作
成されます。この処理は、最後の出力が作成されるまで各列に対して実行されます。
水平および垂直の境界効果により、垂直たたみ込み後の画像はソース画像 src よりも小さくな
ります。
これらの処理を実行するコードは、次のとおりです。
Clear_Dst:for(int i = 0; i < height * width; i++){
  dst[i]=0;
}
// Vertical convolution
VconvH:for(int col = border_width; col < height - border_width; col++){

5: メモリ アクセスの最適化

SDSoC プロファイリングおよび最適化ガイド  57
UG1235 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1235&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312503%3B%26%2312525%3B%26%2312501%3B%26%2312449%3B%26%2312452%3B%26%2312522%3B%26%2312531%3B%26%2312464%3B%26%2312362%3B%26%2312424%3B%26%2312403%3B%26%2326368%3B%26%2336969%3B%26%2321270%3B%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2017.4&docPage=57


  VconvW:for(int row = 0; row < width; row++){
    int pixel = col * width + row;
    Vconv:for(int i = - border_width; i <= border_width; i++){
      int offset = i * width;
      dst[pixel] += local[pixel + offset] * vcoeff[i + border_width];
    }
  }
}

このコードには、水平たたみ込みコードを使用して既に説明した問題と同様の問題があります。
• 出力画像 dst の値 を 0 に設定するのに、多数のクロック サイクルが費やされます。この場
合、1920*1080 画像サイズに対してさらに約 2 百万サイクル必要です。

• local 配列に格納されたデータを再度読み出すために、各ピクセルが複数回アクセスされま
す。

• 出力配列/ポート dst に対しても、各ピクセルが複数回書き込まれます。
上記のコードのアクセス パターンでは、大型の local 配列が必要となります。アルゴリズムで
は、最初の計算を実行するために行 K のデータが使用可能になっていることが必要です。次の
列に進む前に各行のデータを処理するため、画像全体がローカルに格納されている必要がありま
す。そのためすべての値が格納されるので、FPGA に大型のローカル ストレージが作成されま
す。
さらに、local 配列からデータがストリーミング出力されないので、コンパイラ指示子を使用
してハードウェア関数のパフォーマンスを最適化する段階に達したときに、水平および垂直ルー
プ間のデータのフローを FIFO (高パフォーマンスで低リソースのユニット) を使用して制御する
ことができません。FIFO は、シーケンシャル アクセス パターンでのみ使用可能です。このコー
ドでは任意/ランダム アクセスが必要なため、パフォーマンスを向上するにはピンポン ブロック
RAM が必要です。ローカル配列のインプリメンテーションに必要なメモリが 2 倍の約 4 百万
個のデータ サンプルになり、1 つの FPGA には大きすぎます。
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標準境界ピクセルたたみ込み
たたみ込みの最後の段階では、境界周辺のデータを作成します。これらのピクセルは、たたみ込
み出力の最も近いピクセルを再利用することにより作成されます。次の図に、これをどのように
達成するかを示します。

Top Left Top Row Top Right

Left and Right Edges Bottom Left and Bottom Row Bottom Right

dst

dst

X14294-121417

境界領域は、最も近い有効な値を使用して作成されます。図に示す操作は、次のコードで実行さ
れます。
int border_width_offset = border_width * width;
int border_height_offset = (height - border_width - 1) * width;

// Border pixels

Top_Border:for(int col = 0; col < border_width; col++){
  int offset = col * width;
  for(int row = 0; row < border_width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_width_offset + border_width];
  }
  for(int row = border_width; row < width - border_width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_width_offset + row];
  }
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  for(int row = width - border_width; row < width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_width_offset + width - border_width - 1];
  }
}

Side_Border:for(int col = border_width; col < height - border_width; col++)
{
  int offset = col * width;
  for(int row = 0; row < border_width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[offset + border_width];
  }
  for(int row = width - border_width; row < width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[offset + width - border_width - 1];
  }
}

Bottom_Border:for(int col = height - border_width; col < height; col++){
  int offset = col * width;
  for(int row = 0; row < border_width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_height_offset + border_width];
  }
  for(int row = border_width; row < width - border_width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_height_offset + row];
  }
  for(int row = width - border_width; row < width; row++){
    int pixel = offset + row;
    dst[pixel] = dst[border_height_offset + width - border_width - 1];
  }
}

このコードには、データに繰り返しアクセスするという同じ問題があります。FPGA 外の dst
配列に格納されたデータは、入力データとして複数回読み出されることが可能になっている必要
があります。最初のループでも、dst[border_width_offset + border_width] が複数回
読み出されますが、border_width_offset および border_width の値は変更されません。
このコードは、読み出しと書き込みのどちらも非常にわかりやすいものです。SDSoC 環境でイ
ンプリメントすると約 120M クロック サイクルであり、CPU のパフォーマンスよりも少し長く
なります。ただし、次のセクションで示すように最適なデータ アクセス パターンを使用すると、
同じアルゴリズムをクロック サイクルごとに 1 ピクセルのレート (約 2M クロック サイクル) で
FPGA にインプリメントできます。
このように、次のような不適切なデータ アクセス パターンを使用すると、パフォーマンスが低
下し、FPGA インプリメンテーションのサイズが大きくなります。
• データを繰り返し読み出すために複数回アクセスする。可能な場合は、ローカル ストレージ
を使用してください。

• データに任意またはランダムにアクセスする。データをローカルに配列として格納する必要
があり、リソースが多く必要になります。
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• 配列のデフォルト値を設定する。クロック サイクル数が多くなり、パフォーマンスが低下し
ます。

最適なデータ アクセス パターンを使用したアルゴリズム
前のセクションで説明したたたみ込みの例 (リソース使用量が最小の高パフォーマンス デザイ
ン) をインプリメントするには、次の点が重要です。
• システム中のデータフローを最大限にします。データフローが途切れてしまうようなコーデ
ィング手法やアルゴリズム処理は避けてください。

• データの再利用を最大限にします。ローカル キャッシュを使用して、同じデータを何回も読
み出す必要がないようにし、入力データのフローが途切れないようにします。

• 条件分岐を含めます。これは CPU、GPU、または DSP ではコストがかかりますが、FPGA で
は最適な方法です。

最初の段階では、システムから FPGA、FPGA からシステムにデータがどのように流れるかを理
解します。たたみ込みアルゴリズムは、画像に対して実行されます。画像からのデータは、次の
図に示すような標準のラスター走査順序で転送されます。

Width

Height

X14298-121417

データが FPGA にストリーミング方式で転送された場合、FPGA ではそれをストリーミング方式
で処理し、同じ方式で転送し戻す必要があります。
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次に示すたたみ込みアルゴリズムでは、このコード形式を使用しています。この抽象レベルで
は、コードが簡潔に示されますが、各ループ間に中間バッファー hconv および vconv がありま
す。これらはストリーミング方式でアクセスされるので、最終的なインプリメンテーションでは
1 つのレジスタに最適化されます。
template<typename T, int K>
static void convolution_strm(
int width,
int height,
T src[TEST_IMG_ROWS][TEST_IMG_COLS],
T dst[TEST_IMG_ROWS][TEST_IMG_COLS],
const T *hcoeff,
const T *vcoeff)
{    

T hconv_buffer[MAX_IMG_COLS*MAX_IMG_ROWS];
T vconv_buffer[MAX_IMG_COLS*MAX_IMG_ROWS];
T *phconv, *pvconv;

// These assertions let HLS know the upper bounds of loops
assert(height < MAX_IMG_ROWS);
assert(width < MAX_IMG_COLS);
assert(vconv_xlim < MAX_IMG_COLS - (K - 1));
// Horizontal convolution
HConvH:for(int col = 0; col < height; col++) {
  HConvW:for(int row = 0; row < width; row++) {    
    HConv:for(int i = 0; i < K; i++) {
    }
  }
}
// Vertical convolution
VConvH:for(int col = 0; col < height; col++) {
  VConvW:for(int row = 0; row < vconv_xlim; row++) {
    VConv:for(int i = 0; i < K; i++) {
    }
  }
}
Border:for (int i = 0; i < height; i++) {
  for (int j = 0; j < width; j++) {
  }
}

これで 3 つの処理ループに条件分岐が含まれ、データが連続処理されるようになります。

最適な水平たたみ込み
FPGA インプリメンテーションで効率的な方法で計算を実行するため、水平たたみ込みは次の図
に示すように計算されます。
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前の K 個のサンプルを使用してたたみ込み結果を計算する必要があるので、サンプルが一時キ
ャッシュ hwin にコピーされます。このようにローカル ストレージを使用すると、PS から値を
読み込み直す必要はなく、データのフローは途切れません。最初の計算では、hwin に結果を計
算するのに十分な値が含まれていないので、条件により出力値は書き出されません。
アルゴリズムは入力サンプルを読み込み続け、hwin キャッシュに格納します。新しいサンプル
が読み込まれるたびに、不要なサンプルが hwin から排出されます。K 番目の入力が読み込まれ
ると、最初の出力値を書き込むことができるようになります。このように、最後のサンプルが読
み込まれるまで行ごとに処理されます。この段階で hwin に格納されているのは最後の K 個の
サンプルだけであり、そのすべてがたたみ込み計算に必要となります。
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次に示すように、この操作を実行するコードでは、ローカル ストレージを使用することにより
PL からの再読み込みを回避して最終インプリメンテーションでローカル ストレージからの読み
出しを並列に実行できるようにし、さらに条件分岐を多用して各新しいデータ サンプルを異な
る方法で処理できるようにしています。
// Horizontal convolution 
phconv=hconv_buffer; // set / reset pointer to start of buffer

// These assertions let HLS know the upper bounds of loops
assert(height < MAX_IMG_ROWS);
assert(width < MAX_IMG_COLS);
assert(vconv_xlim < MAX_IMG_COLS - (K - 1));
HConvH:for(int col = 0; col < height; col++) {
  HConvW:for(int row = 0; row < width; row++) {
#pragma HLS PIPELINE
    T in_val = *src++;
    // Reset pixel value on-the-fly - eliminates an O(height*width) loop
    T out_val = 0;
      HConv:for(int i = 0; i < K; i++) {
        hwin[i] = i < K - 1 ? hwin[i + 1] : in_val;
        out_val += hwin[i] * hcoeff[i];
      }
      if (row >= K - 1) {
        *phconv++=out_val;
    }
  }
}

上記のコードでは、一時変数 out_val を使用してたたみ込み計算が実行されています。この変
数は、計算の実行前に 0 に設定されるので、前の例で示したように、値をリセットするために 2
百万クロック サイクルを費やす必要はありません。
プロセス全体を通して、src 入力のサンプルはラスター ストリーミング方式で処理されます。す
べてのサンプルが順番に読み込まれます。タスクからの出力は破棄または使用されますが、タス
クは常に計算を実行し続けます。この点が、CPU で実行するために記述されたコードと異なり
ます。
最適な垂直たたみ込み
垂直たたみ込みでは、FPGA 向けのストリーミング データ モデルを記述するのが困難です。デ
ータには列ごとにアクセスする必要がありますが、画像全体を格納するのは望ましくありませ
ん。ソリューションは、次の図に示すようにライン バッファーを使用することです。
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先ほどと同様、サンプルはストリーミング方式で読み込まれますが、この場合は hls::stream の
hconv から読み込まれます。このアルゴリズムでは、最初のサンプルを処理するのに少なくと
も K-1 行のデータが必要です。この前に実行される計算はすべて、条件を使用することにより破
棄します。
ライン バッファーには、K-1 行のデータを格納できます。新しいサンプルが読み込まれるたび
に、別のサンプルがライン バッファーから排出されます。つまり、最新のサンプルが計算に使
用されると、そのサンプルがライン バッファーに格納され、古いサンプルが排出されます。こ
れにより、K-1 行のみをキャッシュすればよく、ローカル ストレージの使用が最小限に抑えら
れます。ライン バッファーにはローカルで格納するために複数行が必要ですが、たたみ込みの
カーネル サイズ K はフル ビデオ画像の 1080 行よりもかなり小さくなります。
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最初の計算は、K 行目にある最初のサンプルが読み込まれると実行されます。その後、最後のピ
クセルが読み込まれるまで値が出力されます。
// Vertical convolution 
phconv=hconv_buffer; // set/reset pointer to start of buffer
pvconv=vconv_buffer; // set/reset pointer to start of buffer
VConvH:for(int col = 0; col < height; col++) {
  VConvW:for(int row = 0; row < vconv_xlim; row++) {
#pragma HLS DEPENDENCE variable=linebuf inter false
#pragma HLS PIPELINE
    T in_val = *phconv++;
    // Reset pixel value on-the-fly - eliminates an O(height*width) loop
    T out_val = 0;
    VConv:for(int i = 0; i < K; i++) {
      T vwin_val = i < K - 1 ? linebuf[i][row] : in_val;
      out_val += vwin_val * vcoeff[i];
      if (i > 0)
        linebuf[i - 1][row] = vwin_val;
    }
    if (col >= K - 1) {
      *pvconv++ = out_val;
  }
}

上記のコードでは、デザインのサンプルがすべてストリーミング方式で処理されます。タスク
は、継続して実行されます。再読み出し (または再書き込み) の回数を最小限に抑えるコーディン
グ スタイルに従う場合、データをローカルでキャッシュする必要があります。これは、FPGA
をターゲットにする場合の理想的なストラテジです。
最適な境界ピクセルたたみ込み
このアルゴリズムの最後には、エッジ ピクセルを境界領域に複製します。一定したデータフロ
ーおよびデータ再利用を実現するため、ローカル キャッシュが使用されます。次の図に、境界
サンプルがどのように画像に組み込まれるかを示します。
• 各サンプルが垂直たたみ込みからの vconv 出力から読み込まれます。
• サンプルが 4 つのピクセル タイプのいずれかとしてキャッシュに格納されます。
• サンプルが出力ストリームに書き出されます。
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次に、境界ピクセルの位置を決定するコードを示します。
// Border pixels
pvconv=vconv_buffer; // set/reset pointer to start of buffer
Border:for (int i = 0; i < height; i++) {
  for (int j = 0; j < width; j++) {
    T pix_in, l_edge_pix, r_edge_pix, pix_out;
#pragma HLS PIPELINE
    if (i == 0 || (i > border_width && i < height - border_width)) {
      // read a pixel out of the video stream and cache it for
      // immediate use and later replication purposes
      if (j < width - (K - 1)) {
        pix_in = *pvconv++;
        borderbuf[j] = pix_in;
      }
      if (j == 0) {
        l_edge_pix = pix_in;
      }
      if (j == width - K) {
        r_edge_pix = pix_in;
      }
    }
    // Select output value from the appropriate cache resource
    if (j <= border_width) {
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      pix_out = l_edge_pix;
    } else if (j >= width - border_width - 1) {
      pix_out = r_edge_pix;
    } else {
       pix_out = borderbuf[j - border_width];
    }
    *dst++=pix_out;
  }
}

このコードの明らかな違いは、タスク内に条件文が多く使用されている点です。これにより、タ
スクがパイプライン処理された後、データが継続的に処理されるようになります。条件文の結果
はパイプラインの実行には影響しません。結果は出力値に影響しますが、入力サンプルが使用可
能である限り、パイプラインは継続的に処理されます。
最適なデータ アクセス パターン
FPGA で最適なパフォーマンスを得るためのデータ アクセス パターンは、次のとおりです。
• データ入力の読み込みを最小限にします。データがブロックに読み込まれると、多くの並列
パスに簡単に供給できますが、ハードウェア関数への入力がパフォーマンスのボトルネック
になることがあります。データを読み込んだ後、再利用する必要がある場合は、ローカル キ
ャッシュを使用します。

• 配列、特に大型の配列へのアクセスを最小限に抑えます。配列はブロック RAM にインプリメ
ントされますが、ブロック RAM では I/O ポートと同様ポート数が限られるので、パフォー
マンスのボトルネックになることがあります。配列は小型の配列および個別のレジスタに分
割できますが、大型の配列を分割すると使用されるレジスタ数が多くなります。小型のロー
カル キャッシュを使用して累積などの結果を保持してから、最終結果を配列に書き出すよう
にします。

• パイプライン処理されたタスクであっても、タスクを条件で実行するのではなく、パイプラ
イン処理されたタスク内で条件分岐を実行するようにします。条件文は、パイプラインで個
別のパスとしてインプリメントされます。データが 1 つのタスクから次のタスク内で実行さ
れる条件に流れるようにすると、システムのパフォーマンスが向上します。

• 入力の読み込みと同様にポートはボトルネックになるので、出力の書き出しを最小限にしま
す。追加のアクセスを複製すると、問題がシステム内に先送りされるだけです。

データをストリーミング方式で処理する C コードでは、関数引数に対する読み出し/書き込みを
一度のみにすると、FPGA に効率的にインプリメントできるようになります。FPGA が必要なパ
フォーマンスで動作しない理由をデバッグするよりも、高パフォーマンスの FPGA インプリメン
テーションが得られる C のアルゴリズムを設計する方が生産的です。
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第 6 章

ハードウェア関数の最適化
SDSoC 環境ではヘテロジニアス クロス コンパイルが導入されており、Zynq-7000 SoC および
Zynq UltraScale+ MPSoC CPU の ARM CPU 用クロス コンパイラと、ハードウェア関数用の PL
クロス コンパイラとして Vivado HLS が含まれています。このセクションでは、デフォルトの動
作と、Vivado HLS クロス コンパイラに関連する最適化指示子について説明します。
Vivado HLS のデフォルトの動作では、ハードウェアが C/C++ コードを正確に反映するように、
関数およびループが順次実行されます。最適化指示子を使用すると、パイプライン処理を使用す
ることにより、ハードウェア関数のパフォーマンスが大幅に向上します。この章では、高パフォ
ーマンスを達成するようデザインを最適化するための一般的な手法を示します。
Vivado HLS を使用してデザインを最適化する際には、さまざまな目標が考えられます。この設
計手法では、クロック サイクルごとに新しい入力データ 1 サンプルを処理するパフォーマンス
ができるだけ高いデザインを作成することを目標としていると想定されるので、そのための最適
化がレイテンシまたはリソースを削減する最適化の前に実行されます。
ここで説明する最適化の詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を
参照してください。
特定の最適化の詳細を確認する前に、設計手法を確認し、ハードウェア関数の最適化をグローバ
ルな観点で理解しておくことをお勧めします。
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ハードウェア関数の最適化手法
ハードウェア関数は、Vivado HLS コンパイラによりプログラマブル ロジック (PL) のハードウェ
アに合成されます。このコンパイラでは、C/C++ コードが FPGA ハードウェア インプリメンテ
ーションに自動的に変換されますが、ほかのコンパイラと同様、コンパイラ デフォルトが使用
されます。Vivado HLS には、コンパイラ デフォルトだけでなく、コード内にプラグマを使用し
て C/C++ コードに適用できる最適化が多数あります。この章では、適用可能な最適化と、推奨
される適用手法を説明します。
ハードウェア関数を最適化するには、次の 2 つのフローがあります。
• トップダウン フロー: SDSoC 環境内でプログラムがトップダウンでハードウェア関数に分解
され、自動的にデータフロー モードで動作する関数のパイプラインがシステム コンパイラで
作成されるようにします。各ハードウェア関数のマイクロアーキテクチャは、Vivado HLS を
使用して最適化します。

• ボトムアップ フロー: Vivado Design Suite に含まれる Vivado HLS コンパイラを使用してハ
ードウェア関数をシステムとは別に最適化します。ハードウェア関数を解析して、最適化指
示子を使用してデフォルトとは異なるインプリメンテーションを作成し、その結果のハード
ウェア関数を SDSoC 環境に組み込みます。

ボトムアップ フローは、ソフトウェアとハードウェアが別のチームによって最適化される場合
や、ソフトウェア プログラマが自社またはパートナーからの既存のハードウェア インプリメン
テーションを利用する場合などによく使用されます。どちらのフローもサポートされており、同
じ最適化手法を使用できます。どちらのワークフローでも同じ高パフォーマンスのシステムを
作成できます。この選択は各チームおよび組織によるワークフロー決定事項であり、ザイリンク
スではどちらのフローを使用するかは特に推奨しません。両方のフローの例が 7: 実例に示され
ています。
次の図は、ハードウェア関数の最適化手法を示しています。
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デザインのシミュレーション - C 関数の検証

デザインの合成 - デザインのベースライン制約の作成

1:  初期最適化 - インターフェイス (およびデータ パック) の定義
- ループ トリップ カウントの定義

2:  パフォーマンスのためのパイプライン処理 - パイプラインおよびデータフロー

3:  パフォーマンスのための構造最適化 - メモリおよびポートの分割
- 偽依存性の削除

4:  レイテンシの削減 - レイテンシ要件の指定 (オプション)

5:  エリアの縮小 - 共有によるリソースの復元 (オプション)

X15638-110617

この図は、この手法のすべての手順を示しています。次のセクションで、最適化の詳細を説明し
ます。
重要: デザインは、手順 3 の後に最適なパフォーマンスになります。
手順 4 はデザイン全体のレイテンシを最小限に抑えるか、特定の制御をするために使用し、レイ
テンシが問題となるようなアプリケーションでのみ必要です。手順 5 では、ハードウェア イン
プリメンテーションに必要なリソースを削減します。これは、通常大型のハードウェア関数が使
用可能なリソースにインプリメントできなかった場合にのみ使用します。FPGA のリソース数
は決まっているので、パフォーマンス目標が達成されていれば、より小型のインプリメンテーシ
ョンを作成する利点は通常ありません。
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ベースラインのハードウェア関数
ハードウェア関数の最適化の前に、既存コードとコンパイラのデフォルトを使用して達成される
パフォーマンスを理解し、パフォーマンスがどのように測定されるか把握することが重要です。
これは、ハードウェアにインプリメントする関数を選択して、プロジェクトを構築することによ
り達成できます。
プロジェクトを構築すると、レポート (<project name>/<build_config>/_sds/vhls/
<hw_function>/solution/syn/report/<hw_function>.rpt) を IDE のレポート セク
ションに表示できるようになります。このレポートには、パフォーマンスの見積もりと使用率の
見積もりが表示されます。
パフォーマンス見積もりでの重要なのは、順にタイミング、間隔、レイテンシです。
• タイミング サマリには、ターゲットとクロック周波数の見積もりが表示されます。クロック
周波数の見積もりがターゲットよりも大きい場合、ハードウェアはこのクロック周波数では
機能しません。この場合、クロック周波数を [Project Settings] の [Data Motion Network
Clock Frequency] オプションを使用して削減する必要があります。ただし、これはフローの
この段階ではあくまでも見積もりにすぎないので、見積もりがターゲットを 20% しか超えて
いない場合などは、残りのフローを進めることが可能なこともあります。ビットストリーム
が生成されるときにさらに最適化が適用されるので、タイミング要件を満たす可能性はまだ
ありますが、これはハードウェア関数でタイミングが満たされない可能性があることを示し
ています。

• 開始間隔 (II) は、関数で新しい入力を受信できるようになるまでのクロック サイクル数で、
通常システムの最も重要なパフォーマンス メトリクスです。理想的なハードウェア関数で
は、ハードウェアでクロック サイクルごとに 1 サンプルのレートでデータが処理されます。
ハードウェアに渡される最大容量のデータ セットがサイズ N (例: my_array[N]) の場合、最適
な II は N + 1 になります。つまり、ハードウェア関数では N 個のデータ サンプルが N クロ
ック サイクルで処理され、N 個のサンプルすべてが処理された 1 クロック サイクル後に新し
いデータを受信できます。II が N 未満のハードウェア関数を作成することはできますが、利
点はほとんどなく、必要な PL のリソースが増加します。ハードウェア関数は残りのシステム
よりも速いレートでデータを生成して消費するので、ほとんどの場合理想的なものになりま
す。

• ループ開始間隔とは、ループの次の繰り返しでデータの処理が開始するまでのクロック サイ
クル数です。このメトリクスは、詳細な解析でパフォーマンスのボトルネックを発見して削
除する際に重要となります。

• レイテンシとは、関数がすべての出力値を計算するのに必要なクロック サイクル数で、デー
タが適用されてから使用可能になるまでの時間です。ほとんどのアプリケーションでは、ハ
ードウェア関数のレイテンシがソフトウェア関数またはシステム関数 (DMA など) のレイテ
ンシを大きく上回る場合などは特に、これが問題となることはほとんどありませんが、アプ
リケーションで問題とならないことを確認しておく必要があります。
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• ループ繰り返しレイテンシはループ 1 回分を終了するのにかかるクロック サイクル数、ルー
プ レイテンシはループのすべての繰り返しを実行するのにかかるサイクル数です。

レポートの「Area Estimates」セクションには、ハードウェア関数をインプリメントするのに PL
で必要となるリソース数、およびデバイスで使用可能なリソース数が示されます。重要なメトリ
クスは使用率 (Utilization (%)) で、100% を超えないようにする必要があります。100% を超えて
いる場合は、そのハードウェア関数をインプリメントするのに十分なリソースがないことを示し
ており、より大型の FPGA デバイスに移行することが必要な可能性があります。これは、タイミ
ングと同様、フローのこの段階ではあくまでも見積もりです。使用率が 100% を少しだけ超えて
いる場合は、ビットストリーム作成中にハードウェアが最適化される可能性があります。
ハードウェア関数から、システムに必要なパフォーマンスとメトリクスはわかるはずです。ま
た、クロック サイクルなどのハードウェアの概念を熟知していなくても、高パフォーマンスの
ハードウェア関数では II = N + 1 (N はその関数で処理される最大データ セット) であることが
わかります。現在のデザイン パフォーマンスと基本的なパフォーマンス メトリクスについて理
解したら、次はハードウェア関数に最適化指示子を適用します。

メトリクスのための最適化
次の表に、デザインに追加するかどうかを最初に考慮する必要のある指示子をリストします。
表 4:   最適化ストラテジの手順 1: メトリクスのための最適化

指示子およびコンフィギュレーション 説明
LOOP_TRIPCOUNT 可変範囲のループに使用されます。ループの繰り返し回数の見積もりを指定します。これは合成には影響がなく、レポートにのみ影響します。

ハードウェア関数を最初にコンパイルすると、レポート ファイルにレイテンシと開始間隔 (II) が
数値ではなくクエスチョン マーク (?) として表示されることがよくあります。デザインに可変
範囲のループがある場合は、コンパイラでレイテンシまたは II を判断できず、この状況を示すた
めにクエスチョン マーク (?) が使用されます。可変範囲のループでは、ループの繰り返し回数の
上限が可変の高さ、幅、深さのパラメーターなどのようにハードウェア関数への入力引数である
ため、ループの繰り返し回数の上限をコンパイル時に決定できません。
この状況を解消するには、ハードウェア関数のレポートで数値が示されていない最下位ループを
見つけ、LOOP_TRIPCOUNT 指示子を使用して tripcount の見積もり値を指定します。tripcount
は、見積もられる繰り返し回数の最小値、平均値、最大値です。これにより、レイテンシと II の
値がレポートされるようになり、さまざまな最適化を適用したインプリメンテーションを比較で
きるようになります。
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LOOP_TRIPCOUNT 値はレポートにしか使用されず、結果のハードウェア インプリメンテーシ
ョンには影響がないので、任意の値を使用できますが、より正確な値を使用した方が有益なレポ
ートが得られます。

パフォーマンスのためのパイプライン処理
高パフォーマンス デザインを作成する次の段階では、関数、ループ、および演算をパイプライ
ン処理します。パイプライン処理により、同時処理が最大限に実行されるようになり、最高のパ
フォーマンスを得ることができます。次の表に、パイプライン処理のために使用する指示子を示
します。
表 5:   最適化ストラテジの手順 2: パフォーマンスのためのパイプライン処理

指示子およびコンフィギュレーション 説明
PIPELINE ループまたは関数内で演算を同時に実行できるようにして開始間隔を削減します。
DATAFLOW タスク レベルのパイプライン処理を有効にし、関数およびルー

プが同時に実行されるようにします。開始間隔を最小にするために使用します。
RESOURCE 変数 (配列、算術演算) をインプリメントするために使用される

ハードウェア リソースのパイプライン処理を指定します。
Config Compile ボトムアップ フローを使用する場合に、繰り返し回数に基づい

てループが自動的にパイプライン処理されるようにします。

最適化プロセスのこの段階では、できるだけ多くの同時処理演算が作成されます。PIPELINE 指
示子は関数およびループに適用できます。DATAFLOW 指示子を関数およびループを含むレベ
ルで使用すると、それらを並列実行できます。RESOURCE 指示子が必要なことはまれですが、
最高レベルのパフォーマンスを達成できるようにするために使用可能です。
推奨されるのはボトムアップ方式で、次の点に注意する必要があります。
• 関数およびループの中には、サブ関数が含まれるものがあります。サブ関数がパイプライン
処理されていないと、それより上位の関数がパイプライン処理されたときにあまり改善が見
られないことがあります。これは、サブ関数がパイプライン処理されていないことが原因で
す。

• 関数およびループの中には、下位ループが含まれるものがあります。PIPELINE 指示子を使用
すると、それより下の階層のループすべてが自動的に展開され、かなり多くのロジックが作
成される可能性があります。このため、下位階層のループをパイプライン処理することを推
奨します。
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• 上位階層をパイプライン処理してその階層より下のループを展開した方が良い場合、可変範
囲のループは展開できず、その上の階層のループおよび関数はパイプライン処理できません。
この問題を回避するには、可変範囲のループをパイプライン処理し、DATAFLOW 最適化を使
用してパイプライン処理されたループが同時に実行されるようにして、ループを含む関数の
パフォーマンスを向上します。または、可変範囲を削除するようループを記述し直します。
条件付きブレークを使用して最大の上限を適用します。

最適化プロセスのこの段階での基本的なストラテジは、タスク (関数およびループ) をできるだけ
パイプライン処理することです。どの関数およびループをパイプライン処理するかについての
詳細は、ハードウェア関数のパイプライン ストラテジを参照してください。
あまり一般的ではありませんが、演算子レベルでパイプライン処理を適用することもできます。
たとえば、FPGA のワイヤ配線により予期しない大きな遅延が発生し、デザインを必要なクロッ
ク周波数でインプリメントすることが困難な場合があります。このような場合、RESOURCE 指
示子を使用して乗算器、加算器、およびブロック RAM などの特定の演算をパイプライン処理し
てロジック レベルにパイプライン レジスタ段を追加し、ハードウェア関数でデータが再帰の必
要なしでできるだけ高いパフォーマンス レベルで処理されるようにします。
注記: Config コマンドを使用すると、最適化のデフォルト設定を変更できます。これらのコマンドは、ボ
トムアップ フローを使用した場合に Vivado HLS 内からのみ使用できます。詳細は、『Vivado Design Suite
ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を参照してください。

ハードウェア関数のパイプライン ストラテジ
高パフォーマンスのデザインを得るのに重要な最適化指示子は、PIPELINE および DATAFLOW
指示子です。このセクションでは、さまざまな C コード アーキテクチャにこれらの指示子を適
用する方法を説明します。
C/C++ 関数には、フレーム ベースとサンプル ベースの 2 種類のコード形式があります。どちら
のコード形式を使用しても、ハードウェア関数は同じパフォーマンスでインプリメントできま
す。違いは、最適化指示子の適用方法のみです。
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フレーム ベースの C コード
フレーム ベースのコード形式の主な特徴は、各トランザクションで関数により複数のデータ サ
ンプル (1 データ フレーム) が処理されることです。データ フレームは、ポインター演算を使用
してアクセスされる、データを含む配列またはポインターとして供給されます。トランザクショ
ンは、C 関数の完全な実行 1 回と考えられます。このコード形式では、データは通常連続したル
ープまたは入れ子のループで処理されます。
次に、フレーム ベースの C コード例を示します。
void foo(
  data_t in1[HEIGHT][WIDTH],
  data_t in2[HEIGHT][WIDTH],
  data_t out[HEIGHT][WIDTH] {
  Loop1: for(int i = 0; i < HEIGHT; i++) {
    Loop2: for(int j = 0; j < WIDTH; j++) {
      out[i][j] = in1[i][j] * in2[i][j];
        Loop3: for(int k = 0; k < NUM_BITS; k++) {
          . . . .
        }
    }
 }

C/C++ コードをパイプライン処理してハードウェアでのパフォーマンスを向上する場合は、デ
ータのサンプルが処理されるレベルに PIPELINE 最適化指示子を配置します。
上記の例は、画像またはビデオ フレームを処理するのに使用されるコードで、ハードウェア関
数を効率的にパイプライン処理する方法を示しています。2 つの入力セットがデータ フレーム
として関数に供給され、出力もデータ フレームです。この関数をパイプライン処理できる箇所
は、次のように複数あります。
• foo 関数のレベル
• Loop1 ループのレベル
• Loop2 ループのレベル
• Loop3 ループのレベル
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これらの各箇所に PIPELINE 指示子を配置した場合の長所と短所を考慮することにより、コード
のどこにパイプライン指示子を配置するのが最適なのかを判断するのに役立ちます。
関数レベル: 関数は、入力としてデータ フレーム (in1 および in2) を受信します。関数が II=1 (各
クロック サイクルごとに新しい入力セットを読み込み) でパイプライン処理されると、in1 と in2
のすべての HEIGHT*WIDTH 値が 1 つのクロック サイクルで読み込まれるようコンパイルされ
ます。これが意図するデザインであるという可能性は低いはずです。
PIPELINE 指示子を関数 foo に適用する場合、この階層の下位にあるループすべてを展開する必
要があります。これは、パイプライン内に順序ロジックを存在させることはできないというパイ
プライン処理の要件です。このため、ロジックのコピーが HEIGHT*WIDTH*NUM_ELEMENT 個
作成され、デザインが大きくなります。
データは順番にアクセスされるので、ハードウェア関数へのインターフェイスの配列は、次のよ
うな複数のハードウェア インターフェイスのタイプとしてインプリメントできます。
• ブロック RAM インターフェイス
• AXI4 インターフェイス
• AXI4-Lite インターフェイス
• AXI4 Stream インターフェイス
• FIFO インターフェイス
ブロック RAM インターフェイスは、クロックごとに 2 サンプルを供給可能なデュアル ポート
インターフェイスとしてインプリメントできます。その他のインターフェイス タイプでは、クロ
ックごとに 1 サンプルしか供給できないので、これがボトルネックになり、高度に並列化され
た大型ハードウェア デザインですべてのデータを並列処理できず、ハードウェア リソースが無
駄に使用される結果となります。
Loop1 レベル: Loop1 内のロジックでは、2 次元行列の行全体が処理されます。ここに PIPELINE
指示子を配置すると、クロック サイクルごとに 1 行を処理するデザインが作成されます。これ
により、これより下のループは展開されるので、追加のロジックが作成されます。ただし、この
追加ロジックを利用するには、クロック サイクルごとにデータの行全体 (各ワードが
WIDTH*<number of bits in data_t> ビット幅になる HEIGHT データ ワードの配列) を転送する
のが唯一の方法です。
PS で実行されるホスト コードがこのような大型データ ワードを処理できることはまれなので、
この場合も高度に並列化されたハードウェア リソースで、帯域幅の制限のため並列実行できな
いという結果になる可能性があります。
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Loop2 レベル: Loop2 内のロジックでは、配列からの 1 サンプルが処理されます。画像アルゴリ
ズムの場合は、これが 1 つのピクセルのレベルです。デザインでクロック サイクルごとに 1 サ
ンプル処理される場合は、これがパイプライン処理を実行するレベルです。これは、インターフ
ェイスが PS に入出力されるデータを消費して生成するレートでもあります。
これにより Loop3 が完全に展開されますが、クロックごとに 1 サンプル処理されるようになり
ます。Loop3 の演算がすべて並列処理されることが要件です。典型的なデザインでは、Loop3 の
ロジックはシフト レジスタで、1 ワード内のビットを処理します。クロックごとに 1 サンプル
処理されるようにするには、ループを展開してこれらの処理が並列実行されるようにしてくださ
い。Loop2 をパイプライン処理することにより作成されるハードウェア関数では、クロックごと
に 1 データ サンプル処理され、必要なデータ スループットを達成するのに必要な場合にのみ並
列ロジックが作成されます。
Loop3 レベル: 前述のように Loop2 が各データ サンプルまたはピクセルを演算をする場合、
Loop3 のロジックでは通常ビット レベル タスクまたはデータ シフト タスクが実行されるので、
このレベルではピクセルごとに複数の演算が実行されます。このレベルでパイプライン処理を
実行すると、クロックごとにこのループの各演算が 1 回実行されるので、ピクセルごとに
NUM_BITS クロックとなり、各ピクセルまたはデータ サンプルが複数クロックのレートで処理
されます。
たとえば、Loop3 にウィンドウィングまたはたたみ込みアルゴリズム用に前のピクセルを保持す
るシフト レジスタが含まれているとします。このレベルに PIPELINE 指示子を追加すると、各ク
ロック サイクルでデータ値が 1 つシフトされるようになります。デザインは Loop2 のロジッ
クに戻って NUM_BITS 回の繰り返し後に次の入力を読み込むので、データ処理レートはかなり
遅くなります。
この例の場合、パイプライン処理する理想的な箇所は Loop2 です。
フレーム ベースのコードの場合、ループ レベルでパイプライン処理し、通常はサンプルのレベ
ルで演算を実行するループをパイプライン処理することをお勧めします。確信がない場合は、C
コードに print コマンドを記述し、これが各クロック サイクルで実行するレベルであるかどうか
を確認してください。
上記の例では入れ子のループのセットが 1 つしかありませんが、階層の同レベルに複数のループ
がある場合は、ループごとに PIPELINE 指示子を配置するのに最適な場所を決定してから、
DATAFLOW 指示子を関数に適用して、各ループが同時に実行されるようにします。
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サンプル ベースの C コード
次にサンプル ベースの C コードの例を示します。このコード形式の主な特徴は、トランザクシ
ョンごとに関数で 1 つのデータ サンプルが処理されることです。
void foo (data_t *in, data_t *out) {
  static data_t acc;
  Loop1: for (int i=N-1;i>=0;i--) {
    acc+= ..some calculation..;
  }
  *out=acc>>N;
}

サンプル ベースのコード形式では、関数にスタティック変数が含まれることがよくあります。
スタティック変数の値は、アキュムレータやサンプル カウンターなど、関数呼び出し間で保持
される必要があります。
サンプル ベースのコードを使用すると、PIPELINE 指示子の位置が明確になり、II = 1 を達成し
て、クロック サイクルごとに 1 つのデータ値が処理されるようにできます。このためには、関
数のパイプライン処理が必要です。
パイプライン処理により関数内のループがすべて展開され、追加ロジックが作成されますが、こ
れを回避する方法はありません。Loop1 がパイプライン処理されない場合、完了するのに最低で
も N クロック サイクルかかります。この後にのみ、関数は次の x 入力値を読み込むことができ
ます。
サンプル レベルで動作する C コードを使用する際は、常に関数をパイプライン処理するように
します。
このタイプのコード形式では、ループは通常配列に対して実行され、シフト レジスタまたはラ
イン バッファー関数が実行されます。パフォーマンスのための構造最適化に示すように、これ
らの配列を個別のエレメントに分割し、すべてのサンプルが 1 クロック サイクルでシフトされ
るようにするのが一般的な方法です。配列がブロック RAM にインプリメントされる場合、各ク
ロック サイクルで読み込みまたは書き出しできるのは最大 2 サンプルだけなので、これがデー
タ処理のボトルネックとなります。
この例でのソリューションは、関数 foo をパイプライン処理することです。これにより、クロ
ックごとに 1 サンプル処理するデザインが得られます。
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パフォーマンスのための構造最適化
C コードに、必要なパフォーマンスを達成するための関数またはループのパイプライン処理を妨
げるような記述が含まれていることがあります。これは通常、C コードの構造または PL ロジッ
クをインプリメントするのに使用されるデフォルトのロジック構造からわかります。この場合、
コードを変更する必要のあることもありますが、ほとんどの場合は追加の最適化指示子を使用す
ることによりこれらの問題を解決できます。
次に、最適化指示子を使用してインプリメンテーションの構造およびパイプライン処理のパフォ
ーマンスを改善する例を示します。最初の例では、ループに PIPELINE 指示子を追加して、ルー
プのパフォーマンスを改善しています。このコード例は、関数内で使用されているループを示し
ています。
#include "bottleneck.h"
dout_t bottleneck(...) {
  ...
  SUM_LOOP: for(i=3;i<N;i=i+4) {
#pragma HLS PIPELINE
    sum += mem[i] + mem[i-1] + mem[i-2] + mem[i-3];
  }
  ...
}

上記のコードがハードウェアにコンパイルされると、次のメッセージが表示されます。
INFO: [SCHED 61] Pipelining loop 'SUM_LOOP'.
WARNING: [SCHED 69] Unable to schedule 'load' operation ('mem_load_2', 
bottleneck.c:62) on array 'mem' due to limited memory ports.
INFO: [SCHED 61] Pipelining result: Target II: 1, Final II: 2, Depth: 3.
I

この例の問題は、配列が PL ファブリックの効率的なブロック RAM リソースを使用してインプ
リメントされていることです。これにより、小型でコスト パフォーマンスの高い高速デザイン
が得られます。ただし、ブロック RAM では、DDR や SRAM などのメモリと同様、データ ポー
ト数が通常 2 までに制限されます。
上記のコードでは、sum の値を計算するのに mem からの 4 つのデータ値が必要です。mem は配
列であり、データ ポート数が 2 つのみのブロック RAM にインプリメントされるので、各クロ
ック サイクルで読み出しまたは書き込みできるのは 2 つの値のみです。この構成では、sum の
値を 1 クロック サイクルで計算することは不可能であり、データの消費または生成の開始間隔
(II) は 1 です (クロックごとに 1 つのデータ サンプルを処理)。
メモリ ポート数の制限による問題は、配列 mem に ARRAY_PARTITION 指示子を使用すると解決
できます。この指示子を使用すると、配列が複数の小型の配列に分割され、データ ポート数が
増加し、高パフォーマンスのパイプライン処理が可能になります。
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次に示すように指示子を追加すると、配列 mem が 2 つのデュアル ポート メモリに分割され、4
つの読み出しすべてを 1 クロック サイクルで実行できるようになります。配列を分割するに
は、複数のオプションがあります。この例では、係数 2 での循環分割により、最初のパーティシ
ョンに元の配列からの要素 0、2、4 などが含まれ、2 つ目のパーティションに要素 1、3、5 な
どが含まれます。分割することにより 2 つのデュアル ポート ブロック RAM (合計 4 つのデー
タ ポート) が使用されるようになるので、要素 0、1、2、および 3 を 1 つのクロック サイクル
で読み出すことができます。
注記: アクセラレータとして選択された関数の引数である配列に対しては、ARRAY_PARTITION 指示子は
使用できません。
#include "bottleneck.h"
dout_t bottleneck(...) {
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=mem cyclic factor=2 dim=1
  ...
  SUM_LOOP: for(i=3;i<N;i=i+4) {
#pragma HLS PIPELINE
    sum += mem[i] + mem[i-1] + mem[i-2] + mem[i-3];
  }
  ...
}

ループおよび関数をパイプライン処理する際には、ほかにも問題が発生する可能性があります。
次の表に、これらの問題に対処するのに有益な、データ構造のボトルネックを削減する指示子を
リストします。
表 6:   最適化ストラテジの手順 3: パフォーマンスのための構造最適化

指示子およびコンフィギュレーション 説明
ARRAY_PARTITION 大型の配列を複数の配列または個別のレジスタに分割し、データへのアクセスを改善してブロック RAM のボトルネックを削

除します。
DEPENDENCE ループ キャリー依存性を克服し、ループをパイプライン処理で

きるようにする (またはより短い間隔でパイプラインできるよ
うにする) 追加情報を提供します。

INLINE 関数をインライン化し、関数の階層をすべて削除します。関数の境界を超えたロジック最適化をイネーブルにし、関数呼び出しのオーバーヘッドを削減することによりレイテンシ/間隔を
改善します。

UNROLL for ループを展開し、複数の演算を 1 つにまとめたものではな
く、複数の個別の演算を作成して、ハードウェアの並列化を向上します。これにより、ループの部分展開が可能になります。

Config Array Partition グローバル配列を含めた配列の分割方法と、分割が配列ポートに影響するかどうかを指定します。
Config Compile 自動ループ パイプラインおよび浮動小数点の math 最適化な

ど、合成特有の最適化を制御します。
Config Schedule 合成のスケジューリング段階で使用するエフォート レベル、出

力メッセージの詳細度、およびタイミングを満たすためにパイプライン処理されたタスクの開始間隔 (II) を緩和するかどうか
を指定します。

Config Unroll 指定したループ繰り返し数以下のすべてのループを展開します。
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配列の自動分割には、ARRAY_PARTITION 指示子だけでなく、配列分割のコンフィギュレーショ
ン (Config Array Partition) も使用できます。
ループをパイプライン処理する際に暗示される依存性を削除するため、DEPENDENCE 指示子が
必要な場合があります。このような依存性は、次のように SCHED-68 メッセージでレポートさ
れます。
@W [SCHED-68] Target II not met due to carried dependence(s)

INLINE 指示子を使用すると、関数の境界が削除されます。これは、ロジックまたはループを 1
レベル上の階層に移動するために使用できます。ロジックをその上の関数に含め、ループを上の
階層に統合すると、上の階層では中間サブ関数呼び出しのオーバーヘッドなしですべてのループ
を同時実行する DATAFLOW 最適化を使用できるので、関数内のロジックをより効率的にパイプ
ライン処理できるようになる場合があります。これにより、デザインのパフォーマンスを向上で
きる可能性があります。
ループを必要な開始間隔 (II) でパイプライン処理できない場合は、UNROLL 指示子が必要である
可能性があります。ループをパイプライン処理しても II=4 しか達成できない場合、システム内
のその他のループおよび関数も II=4 に制約されます。ループを展開するとさらにロジックが作
成されますが、ボトルネックは削除されるので、場合によってはループを展開または部分展開す
ると有益です。ループをパイプライン処理しても II=4 しか達成できない場合、係数 4 を使用し
てループを展開すると、ループの 4 つの繰り返しを並列処理するロジックが作成され、II=1 を達
成できます。
Config コマンドを使用すると、最適化のデフォルト設定を変更できます。これらのコマンドは、
ボトムアップ フローを使用した場合に Vivado HLS 内からのみ使用できます。詳細は、『Vivado
Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を参照してください。
開始間隔 (II) を改善するために最適化指示子を使用できない場合、コードの変更が必要となる可
能性があります。この例が『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) に示さ
れています。

レイテンシの削減
コンパイラで開始間隔 (II) を最小限に抑える処理が終了すると、レイテンシを最小限に抑えるた
めの処理が実行されます。次の表にリストされる最適化指示子を使用すると、特定のレイテンシ
を指定したり、生成されたレイテンシよりも短いレイテンシを達成するように指定して、結果の
II が大きくなってもレイテンシ指示子を満たすようにされるようにできます。これにより、デザ
インのパフォーマンスが低下する可能性があります。
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ほとんどのアプリケーションにはスループット要件はありますが、レイテンシ要件はないので、
レイテンシ指示子は通常必要ありません。ハードウェア関数がプロセッサと統合される場合、プ
ロセッサのレイテンシが通常システムの制限要因となります。
ループおよび関数がパイプライン処理されない場合、現在のタスクが完了するまで次の入力セッ
トを読み込むことはできないので、スループットがレイテンシにより制限されます。
表 7:   最適化ストラテジの手順 4: レイテンシの削減

指示子 説明
LATENCY 最小および最大レイテンシ制約を指定します。
LOOP_FLATTEN 入れ子のループを 1 つのループに展開して、ループ遷移のオーバ

ーヘッドを削減し、レイテンシを改善します。入れ子のループは、PIPELINE 指示子を適用すると、自動的にフラットになりま
す。

LOOP_MERGE 連続するループを結合して、全体的なレイテンシを削減し、ロジック リソースの共有を増やして最適化を向上します。

ループ最適化指示子は、ループ階層をフラットにしたり、連続するループを結合するために使用
できます。レイテンシを向上できるのは、通常ループで作成されたロジックに入って出るまでに
制御ロジックで 1 クロック サイクル費やされるからです。ループ間の遷移数が少ないほど、デ
ザインが完了するまでにかかるクロック数も少なくなります。
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エリアの削減
ハードウェアでは、ロジック関数をインプリメントするのに必要なリソース数はデザイン エリ
アと呼ばれます。デザイン エリアは、決まったサイズの PL ファブリックでどれだけのリソース
が使用されるかも意味します。エリアは、ハードウェアがターゲット デバイスにインプリメン
トするには大きすぎる場合、およびハードウェア関数が使用可能なエリアをかなり高い割合 (>
90%) で消費している場合などに重要となります。この場合、ハードウェア ロジックどうしをワ
イヤ接続しようとすると、ワイヤ自体がリソースを必要とするので、接続が困難になります。
必要なパフォーマンス ターゲット (または開始間隔 (II)) が満たされたら、次は同じパフォーマン
スを維持しながらエリアを削減します。ただし、ハードウェア関数が必要なパフォーマンスで動
作していて、残りの PL のスペースにインプリメントされるハードウェア関数がほかにない場合
は、エリアを削減しても意味がないので、この段階はオプションです。
最もよく使用されるエリア最適化は、データフロー メモリ チャネルの最適化で、ハードウェア
関数をインプリメントするのに必要なブロック RAM リソース数を削減できます。各デバイス
のブロック RAM リソースの数には制限があります。
DATAFLOW 最適化を使用している場合に、デザインのタスクがストリーミング データであるか
どうかをコンパイラで判断できない場合は、ピンポン バッファーを使用してデータフロー タス
ク間にメモリ チャネルがインプリメントされます。これには、それぞれサイズ N (N はタスク間
を転送されるサンプル数で、通常はタスク間で渡される配列のサイズ) の 2 つのブロックが必要
です。デザインがパイプライン処理されて、データが 1 つのタスクから次のタスクにストリー
ミングされて値がシーケンシャルに生成および消費される場合は、STREAM 指示子を使用して
配列がストリーミング方式 (深さを指定可能な単純な FIFO を使用) でインプリメントされるよ
うに指定すると、エリアを大幅に削減できます。レジスタを使用して浅い FIFO がインプリメン
トされます。PL ファブリックには、多数のレジスタが含まれています。
ほとんどのアプリケーションでは、深さを 1 に指定すると、メモリ チャネルが単純なレジスタ
としてインプリメントされます。ただし、アルゴリズムでデータ圧縮または外挿がインプリメン
トされ、生成されるよりも多くのデータが消費されたり、消費されるよりも多くのデータが生成
されるようなタスクがある場合は、一部の配列の深さを大きくする必要があります。
• 同じレートでデータを生成および消費するタスクでは、それらの間に配列を指定して深さ 1
でストリーミングされるようにします。

• データ レートを X:1 で削減するタスクでは、タスクの入力に配列を指定して、深さ X でスト
リーミングされるようにします。関数内のこれより前の配列の深さもすべて X にして、FIFO
がフルになったためにハードウェア関数が停止することがないようにします。

• データ レートを 1:Y で増加するタスクでは、タスクの出力に配列を指定して、深さ Y でスト
リーミングされるようにします。関数内のこれより後の配列の深さもすべて Y にして、FIFO
がフルになったためにハードウェア関数が停止することがないようにします。
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注記: 設定した深さが小さすぎると、FIFO がフルになって残りのシステムが待機状態になるため、ハード
ウェア エミュレーション中にハードウェア関数が停止してパフォーマンスが低下したり、場合によっては
デッドロック状態になることがあります。
次の表に、デザインをインプリメントするために使用されるリソースを最小限に抑える場合に考
慮すべきその他の指示子を示します。
表 8:   最適化ストラテジの手順 5: エリアの削減

指示子およびコンフィギュレーション 説明
ALLOCATION 使用される演算、ハードウェア リソース、または関数の数を制

限します。これによりハードウェア リソースが強制的に共有さ
れますが、レイテンシは増加する可能性があります。

ARRAY_MAP 複数の小型の配列を 1 つの大型の配列に結合し、ブロック RAM
リソース数を削減します。

ARRAY_RESHAPE 配列を多数の要素を含むものからワード幅の広いものに変更します。ブロック RAM 数を増やさずにブロック RAM アクセスを
向上するのに有益です。

DATA_PACK 内部構造体のデータ フィールドをワード幅の広い 1 つのスカラ
ーにパックして、1 つの制御信号ですべてのフィールドを制御で
きるようにします。

LOOP_MERGE 連続するループを結合して、全体的なレイテンシを削減し、共有を増やして最適化を向上します。
OCCURRENCE 関数またはループをパイプライン処理する際に、あるロケーションのコードがそれを含む関数またはループのコードよりも低速で実行されるように指定します。
RESOURCE 変数 (配列、算術演算) をインプリメントするために使用される

特定のハードウェア リソース (コア) を指定します。
STREAM 特定のメモリ チャネルを FIFO (オプションで深さを指定) とし

てインプリメントするよう指定します。
Config Bind 合成のバインド段階で使用するエフォート レベルを指定しま

す。使用される演算数をグローバルに最小限に抑えるために使用します。
Config Dataflow DATAFLOW 最適化でのデフォルトのメモリ チャネルと FIFO

の深さを指定します。

演算数を制限し、演算をインプリメントするのに使用するコア (ハードウェア リソース) を選択
するには、ALLOCATION と RESOURCE 指示子を使用します。たとえば、関数またはループに
乗算器が 1 つだけ使用されるように制限し、パイプライン乗算器を使用してインプリメントされ
るよう指定できます。
開始間隔を向上するために ARRAY_PARITION 指示子を使用する場合は、その代わりに
ARRAY_RESHAPE 指示子を使用することも考慮してみてください。ARRAY_RESHAPE 最適化
では、配列の分割と同様のタスクが実行されますが、分割により作成された要素がより幅の広い
データ ポートを持つ 1 つのブロック RAM に再結合され、必要な RAM リソース数が増加しない
ようにすることができる可能性があります。
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C コードに類似のインデックスを持つ一連のループが含まれる場合、LOOP_MERGE 指示子を使
用してループを結合することにより実行できるようになる最適化もあります。最後に、パイプラ
イン領域のコードの一部が、領域の残りの部分よりも小さい開始間隔で動作する場合は、
OCCURENCE 指示子を使用して、このロジックが低いレートで実行されるよう最適化できます。
注記: Config コマンドを使用すると、最適化のデフォルト設定を変更できます。これらのコマンドは、ボ
トムアップ フローを使用した場合に Vivado HLS 内からのみ使用できます。詳細は、『Vivado Design Suite
ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を参照してください。

デザイン最適化のワークフロー
最適化を実行する前に、プロジェクト内に新しいビルド コンフィギュレーションを作成するこ
とをお勧めします。別のビルド コンフィギュレーションを使用すると、結果のセットを異なる
結果のセットと比較できます。[Manage Build Configurations for the Project] ツールバー ボタン
を使用すると、標準の Debug および Release コンフィギュレーションに加えて、より便利な名
前 (Opt_ver1 および UnOpt_ver など) のカスタム コンフィギュレーションを [Project Settings]
ダイアログ ボックスに作成できます。
異なるビルド コンフィギュレーションを使用すると、結果だけでなく、ログ ファイルや FPGA
のインプリメントに使用される出力 RTL ファイルも比較できます (RTL ファイルはハードウェ
ア デザインを熟知したユーザーにのみ推奨)。
高パフォーマンス デザインを得るための基本的な最適化ストラテジは、次のとおりです。
• 初期またはベースライン デザインを作成します。
• ループおよび関数をパイプライン処理します。DATAFLOW 最適化を適用してループおよび
関数が同時に実行されるようにします。

• 配列のボトルネックやループの依存性など、パイプラインを制限する問題を解決します
(ARRAY_PARTITION および DEPENDENCE 指示子を使用)。

• 特定のレイテンシを指定するか、データフロー メモリ チャネルのサイズを削減し、
ALLOCATION および RESOUCES 指示子を使用してさらにエリアを削減します。

注記: パフォーマンスを満たすため、必要に応じてコードを変更します。
エリアを削減するよりも前に、まずパフォーマンスを満たすようにします。できるだけ少ないリ
ソースでデザインを作成することがストラテジである場合は、パフォーマンスを改善する手順を
実行しないようにします。ただし、ベースラインの結果は最小のデザインに近いものとなりま
す。
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最適化プロセス中は、コンパイル後にコンソールへの出力 (またはログ ファイル) を確認するこ
とをお勧めします。コンパイラで指定した最適化のパフォーマンス目標が達成できなかった場
合、目標が自動的に緩和され (クロック周波数は例外)、達成できる目標でデザインが作成されま
す。このため、コンパイルのログ ファイルとレポートを確認して、どのような最適化が実行さ
れたのか理解しておくことが重要です。
最適化の適用に関する詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を参
照してください。
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第 7 章

実例
この章では、実際の例を示し、トップダウン フローおよびボトムアップ フローの両方で最適化
を実行する方法を説明します。
• トップダウン フローは、Lucas-Kanade (LK) オプティカル フロー アルゴリズムを使用して説
明します。

• ボトムアップ フローには、ステレオ ビジョン ブロック マッチング アルゴリズムを使用しま
す。

この章では、これらの例に適用された最適化指示子とその理由を示します。

トップダウン: オプティカル フローのアルゴリズ
ム
Lucas-Kanade (LK) 法は、オプティカル フローの見積もりや、2 つの関連画像間におけるピクセ
ル移動の見積もりに広く使用される差分手法です。このシステム例では、関連画像は 1 つのビ
デオ ストリームの現在の画像と前の画像です。LK 法は計算集約型のアルゴリズムで、隣接する
ピクセル領域に適用され、最小二乗の差を使用して一致するピクセルを見つけます。
次に、このアルゴリズムをインプリメントするコードを示します。2 つの入力ファイルが読み込
まれ、fpga_optflow 関数で処理され、結果が出力ファイルに書き出されています。
int main()
{
    FILE *f;
    pix_t *inY1 = (pix_t *)sds_alloc(HEIGHT*WIDTH);
    yuv_t *inCY1 = (yuv_t *)sds_alloc(HEIGHT*WIDTH*2);
    pix_t *inY2 = (pix_t *)sds_alloc(HEIGHT*WIDTH);
    yuv_t *inCY2 = (yuv_t *)sds_alloc(HEIGHT*WIDTH*2);
    yuv_t *outCY = (yuv_t *)sds_alloc(HEIGHT*WIDTH*2);
    printf("allocated buffers\n");

    f = fopen(FILEINAME,"rb");
    if (f == NULL) {
        printf("failed to open file %s\n", FILEINAME);
        return -1;
    }
    printf("opened file %s\n", FILEINAME);
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    read_yuv_frame(inY1, WIDTH, WIDTH, HEIGHT, f);
    printf("read 1st %dx%d frame\n", WIDTH, HEIGHT);
    read_yuv_frame(inY2, WIDTH, WIDTH, HEIGHT, f);
    printf("read 2nd %dx%d frame\n", WIDTH, HEIGHT);

    fclose(f);
    printf("closed file %s\n", FILEINAME);

    convert_Y8toCY16(inY1, inCY1, HEIGHT*WIDTH);
    printf("converted 1st frame to 16bit\n");
    convert_Y8toCY16(inY2, inCY2, HEIGHT*WIDTH);
    printf("converted 2nd frame to 16bit\n");

    fpga_optflow(inCY1, inCY2, outCY, HEIGHT, WIDTH, WIDTH, 10.0);
    printf("computed optical flow\n");

    // write optical flow data image to disk
    write_yuv_file(outCY, WIDTH, WIDTH, HEIGHT, ONAME);

    sds_free(inY1);
    sds_free(inCY1);
    sds_free(inY2);
    sds_free(inCY2);
    sds_free(outCY);
    printf("freed buffers\n");

return 0;
}

これは、標準 C/C++ データ型を使用した典型的なトップダウンのデザイン フローです。次に示
す fpa_optflow 関数には、readMatRows、computeSum、computeFlow、getOutPix、
writeMatRows というサブ関数が含まれています。
int fpga_optflow (yuv_t *frame0, yuv_t *frame1, yuv_t *framef, int height, 
int width, int stride, float clip_flowmag)
{
#ifdef COMPILEFORSW
      int img_pix_count = height*width;
#else
      int img_pix_count = 10;
#endif

  if (f0Stream == NULL) f0Stream = (pix_t *) malloc(sizeof(pix_t) * 
img_pix_count);
  if (f1Stream == NULL) f1Stream = (pix_t *) malloc(sizeof(pix_t) * 
img_pix_count);
  if (ffStream == NULL) ffStream = (yuv_t *) malloc(sizeof(yuv_t) * 
img_pix_count);

  if (ixix == NULL) ixix = (int *) malloc(sizeof(int) * img_pix_count);
  if (ixiy == NULL) ixiy = (int *) malloc(sizeof(int) * img_pix_count);
  if (iyiy == NULL) iyiy = (int *) malloc(sizeof(int) * img_pix_count);
  if (dix == NULL) dix = (int *) malloc(sizeof(int) * img_pix_count);
  if (diy == NULL) diy = (int *) malloc(sizeof(int) * img_pix_count);

  if (fx == NULL) fx = (float *) malloc(sizeof(float) * img_pix_count);
  if (fy == NULL) fy = (float *) malloc(sizeof(float) * img_pix_count);

  readMatRows (frame0, f0Stream, height, width, stride);
  readMatRows (frame1, f1Stream, height, width, stride);
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  computeSum (f0Stream, f1Stream, ixix, ixiy, iyiy, dix, diy, height, 
width);
  computeFlow (ixix, ixiy, iyiy, dix, diy, fx, fy, height, width);
  getOutPix (fx, fy, ffStream, height, width, clip_flowmag);

  writeMatRows (ffStream, framef, height, width, stride);

  return 0;
}

この例では、fpga_optflow 内のすべての関数がライブ ビデオ データを処理するので、ハード
ウェア アクセラレーションを実行し、PS とのデータ転送に DMA を使用すると有益です。5 つ
の関数すべてをハードウェア関数に指定すると場合、システムのトポロジは次の図のようになり
ます。

システムは、ハードウェアと、パフォーマンスを詳細に解析するためのイベント トレースにコ
ンパイルできます。
ここでの問題は、終了するまでに時間がかかり過ぎることです (1 フレームに 15 秒)。HD ビデオ
を処理するには、毎秒 60 フレームまたは 16.7 ms ごとに 1 フレーム処理される必要がありま
す。この場合、システムがターゲット パフォーマンスを満たすようにするため使用できる最適
化指示子があります。

オプティカル フローのメモリ アクセス最適化
前述のように、設計手法の最初のタスクはデータ転送の最適化です。この場合、システムはスト
リーミング ビデオを処理するので (各サンプルを連続処理)、メモリ転送最適化では、すべてのア
クセスがシーケンシャルに実行されることが SDSoC 環境で認識されるようにします。
これには、関数シグネチャの前に SDSoC プラグマを追加して、すべての関数に適用されるよう
にします。
#pragma SDS data access_pattern(matB:SEQUENTIAL, pixStream:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data mem_attribute(matB:PHYSICAL_CONTIGUOUS)
#pragma SDS data copy(matB[0:stride*height])
void readMatRows (yuv_t *matB, pix_t* pixStream,
        int height, int width, int stride);

#pragma SDS data access_pattern(pixStream:SEQUENTIAL, dst:SEQUENTIAL)
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#pragma SDS data mem_attribute(dst:PHYSICAL_CONTIGUOUS)
#pragma SDS data copy(dst[0:stride*height])
void writeMatRows (yuv_t* pixStream, yuv_t *dst,
        int height, int width, int stride);

#pragma SDS data access_pattern(f0Stream:SEQUENTIAL, f1Stream:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data access_pattern(ixix_out:SEQUENTIAL, ixiy_out:SEQUENTIAL, 
iyiy_out:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data access_pattern(dix_out:SEQUENTIAL, diy_out:SEQUENTIAL)
void computeSum(pix_t* f0Stream, pix_t* f1Stream,
        int* ixix_out, int* ixiy_out, int* iyiy_out,
        int*  dix_out, int* diy_out,
        int height, int width);

#pragma SDS data access_pattern(ixix:SEQUENTIAL, ixiy:SEQUENTIAL, 
iyiy:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data access_pattern(dix:SEQUENTIAL, diy:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data access_pattern(fx_out:SEQUENTIAL, fy_out:SEQUENTIAL)
void computeFlow(int* ixix, int* ixiy, int* iyiy,
        int* dix, int* diy,
        float* fx_out, float* fy_out,
        int height, int width);

#pragma SDS data access_pattern(fx:SEQUENTIAL, fy:SEQUENTIAL, 
out_pix:SEQUENTIAL)
void getOutPix (float* fx, float* fy, yuv_t* out_pix,
        int height, int width, float clip_flowmag);

プロセッサへのインターフェイスである readMatRows および writeMatRows 関数引数では、メ
モリ転送は物理的に隣接したメモリからシーケンシャルにアクセスされるように指定され、デー
タは単にアクセラレータからアクセスされるのではなく、ハードウェア関数にコピーおよびハー
ドウェア関数からコピーされます。これにより、データが効率的にコピーされます。
• シーケンシャル: データは処理されるのと同じ順序でシーケンシャルに転送されます。この
タイプの転送では、高速データ処理レートのハードウェア オーバーヘッドは最小限であり、
エリア効率の高いデータ ムーバーが使用されます。

• 隣接: データは隣接したメモリからアクセスされるので、データ転送レートにスキャッター ギ
ャザー オーバーヘッドはなく、効率的で高速のハードウェア データ ムーバーが使用されま
す。この指示子は main() 関数内の関連する scs_alloc ライブラリ呼び出しでサポートさ
れており、これらの引数のデータが隣接するメモリに格納されます。

• コピー: データはアクセラレータにコピーおよびアクセラレータからコピーされるので、CPU
または DDR メモリへのデータ アクセスは必要ありません。ポインターが使用されるので、
コピーするデータのサイズが指定されます。

残りのハードウェア関数では、データ転送は単にシーケンシャルと指定されるので、PL ファブ
リックの関数が最も効率的なハードウェアを使用して接続されます。
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オプティカル フローのハードウェア関数最適化
最高レベルのパフォーマンスで実行するため、ハードウェア関数にも最適化指示子が必要です。
これらは既にデザイン サンプルに含まれています。詳細は、ハードウェア関数の最適化手法を
参照してください。このデザイン例のハードウェア関数のほとんどは、getOutPix 関数と同様に
主に PIPELINE 指示子を使用して最適化されています。getOutPix 関数の特徴は次のとおりで
す。
• サブ関数に INLINE 最適化が適用され、これらの関数のロジックが上位の関数に統合されま
す。この統合は小型の関数では自動的に実行されますが、この指示子を使用するとサブ関数
が常にインライン化されるので、サブ関数をパイプライン処理する必要はありません。

• getOutPix 関数内のループは、データを各ピクセル レベルで処理するループであり、クロッ
クごとに 1 ピクセル処理するように PIPELINE 指示子で最適化されます。
pix_t getLuma (float fx, float fy, float clip_flowmag)
{
#pragma HLS inline
  float rad = sqrtf (fx*fx + fy*fy);

  if (rad > clip_flowmag) rad = clip_flowmag; // clamp to MAX
  rad /= clip_flowmag;                // convert 0..MAX to 0.0..1.0
  pix_t pix = (pix_t) (255.0f * rad);

  return pix;
}

pix_t getChroma (float f, float clip_flowmag)
{
#pragma HLS inline
  if (f >   clip_flowmag ) f =  clip_flowmag; // clamp big positive f to  
MAX
  if (f < (-clip_flowmag)) f = -clip_flowmag; // clamp big negative f to -
MAX
  f /= clip_flowmag;                // convert -MAX..MAX to -1.0..1.0
  pix_t pix = (pix_t) (127.0f * f + 128.0f);  // convert -1.0..1.0 to 
-127..127 to 1..255

  return pix;
}

void getOutPix (float* fx, 
                float* fy, 
                yuv_t* out_pix,
                int height, int width, float clip_flowmag)
{
  int pix_index = 0;
  for (int r = 0; r < height; r++) {
    for (int c = 0; c < width; c++) {
      #pragma HLS PIPELINE
      float fx_ = fx[pix_index];
      float fy_ = fy[pix_index];

      pix_t outLuma = getLuma (fx_, fy_, clip_flowmag);
      pix_t outChroma = (c&1)? getChroma (fy_, clip_flowmag) : getChroma 
(fx_, clip_flowmag);
      yuv_t yuvpix;
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      yuvpix = ((yuv_t)outChroma << 8) | outLuma;

      out_pix[pix_index++] = yuvpix;
    }
  }
}

ARRAY_PARTITION および DEPENDENCE 指示子の例は、computeSum 関数を参照してくださ
い。この関数では、img1Win.配列に ARRAY_PARTITION 指示子が使用されています。img1Win
は配列なので、デフォルトで最大 2 つのポートを持つブロック RAM にインプリメントされま
す。次に、コードのサマリを示します。
• img1Win は、クロック サイクルごとに 1 サンプルを処理するようにパイプライン処理された

for ループで使用されます。
• img1Win は for ループ内で 8 + (KMEDP1-1) + (KMEDP1-1) 回読み出されます。
• img1Win は for ループ内で (KMEDP1-1) + (KMEDP1-1) 回書き込まれます。
void computeSum(pix_t* f0Stream, 
                 pix_t* f1Stream, 
                 int*   ixix_out, 
                 int*   ixiy_out, 
                 int*   iyiy_out, 
                 int*   dix_out, 
                 int*   diy_out)
{

   static pix_t img1Win [2 * KMEDP1], img2Win [1 * KMEDP1];
   #pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=img1Win complete dim=0
    ...
   for (int r = 0; r < MAX_HEIGHT; r++) {
     for (int c = 0; c < MAX_WIDTH; c++) {
        #pragma HLS PIPELINE
        ...
        int cIxTopR = (img1Col_ [wrt] - img1Win [wrt*2 + 2-2]) /2 ;
        int cIyTopR = (img1Win [ (wrt+1)*2 + 2-1] - img1Win [ (wrt-1)*2 
+ 2-1])  /2;
        int delTopR = img1Win [wrt*2 + 2-1] - img2Win [wrt*1 + 1-1];
        ...
        int cIxBotR = (img1Col_ [wrb] - img1Win [wrb*2 + 2-2]) /2 ;
        int cIyBotR = (img1Win [ (wrb+1)*2 + 2-1] - img1Win [ (wrb-1)*2 
+ 2-1]) /2;
        int delBotR = img1Win [wrb*2 + 2-1] - img2Win [wrb*1 + 1-1];
        ...
        // shift windows
        for (int i = 0; i < KMEDP1; i++) {
          img1Win [i * 2] = img1Win [i * 2 + 1];
        }
        for (int i=0; i < KMEDP1; ++i) {
          img1Win  [i*2 + 1] = img1Col_ [i];
          ...
        }
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        ...
      } // for c
   }  // for r
   ...
}

ブロック RAM ではクロック サイクルごとに 2 アクセスまでしかサポートされないので、これら
のアクセスすべてを 1 クロックで完了することはできません。前述のように、
ARRAY_PARTITION 指示子を使用して配列を小型のブロックに分割します。この例では、
complete オプションを使用して個別の要素に分割しています。これにより、配列のすべての要
素に同時に並列アクセスでき、for ループでクロック サイクルごとにデータが処理されるように
なります。
最後に確認する指示子は、DEPENDENCE です。csIxix 配列に、DEPENDENCE 指示子が適用さ
れています。次のコードでは、この配列が読み出された後別のインデックスを使用して書き込ま
れ、パイプライン処理されたループ内でこれらの読み出しおよび書き込みが実行されています。
 void computeSum(pix_t* f0Stream, 
                 pix_t* f1Stream, 
                 int*   ixix_out, 
                 int*   ixiy_out, 
                 int*   iyiy_out, 
                 int*   dix_out, 
                 int*   diy_out)
{
  ...
   static int csIxix [MAX_WIDTH], csIxiy [MAX_WIDTH], csIyiy [MAX_WIDTH], 
csDix [MAX_WIDTH], csDiy [MAX_WIDTH];
   ...
   #pragma HLS DEPENDENCE variable=csIxix inter WAR false
   ...
   int zIdx= - (KMED-2);
   int nIdx = zIdx + KMED-2;

   for (int r = 0; r < MAX_HEIGHT; r++) {
     for (int c = 0; c < MAX_WIDTH; c++) {
        #pragma HLS PIPELINE
        ...
        if (zIdx >= 0) {
          csIxixL = csIxix [zIdx];
          ...
       }
       ...
        csIxix [nIdx] = csIxixR;
        ...
        zIdx++;
        if (zIdx == MAX_WIDTH) zIdx = 0;
        nIdx++;
        if (nIdx == MAX_WIDTH) nIdx = 0;
        ...
      } // for c
   }  // for r
   ...
}
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ループがハードウェアでパイプライン処理されると、配列へのアクセスは時間的に重なります。
コンパイラで配列へのすべてのアクセスが解析され、N 回目の書き込みにより N + K 回目のデー
タが上書きされて値が変わってしまうような条件があると、警告メッセージが表示されます。こ
の警告により、II = 1 のパイプラインはインプリメントされなくなります。
次に、インデックス 0 から 9 の配列に対して読み出しと書き込みをループで複数回実行する例
を示します。上記のコードと同様に、読み出しと書き込みのアドレス カウンターが異なり、ル
ープのすべての繰り返しが終了する前に 0 に戻ることがあります。これらの演算は、パイプライ
ン処理されたインプリメンテーションと同様、時間的に重なります。

R4---------W8
  R5---------W9
    R6---------W0
      R7---------W1
        R8–––------W2
          R9--------W3
            R0--------W4
              R1--------W5
                R2--------W6

各繰り返しが次の繰り返しの開始前に終了するシーケンシャル C コードでは、読み出しと書き
込みの順序は明確ですが、同時実行されるハードウェア パイプラインではアクセスが重なり、
異なる順序で実行されます。上記に示すように、インデックス 8 (R8) からの読み出しが、R8 の
前に実行されるはずであったインデックス 8 (W8) への書き込みよりも前に実行される可能性が
あります。
コンパイラでこの状況に関する警告メッセージが表示され、DEPENDENCE 指示子が false に
設定されていて WAR (Write-After-Read) に依存性はないことが示されているので、II=1 で実行
されるパイプライン処理ハードウェアが作成されます。
DEPENDENCE 指示子は通常、コードのスタティック解析では認識されない関数外部のアルゴリ
ズム動作と条件をコンパイラに通知するために使用します。DEPENDENCE 指示子が正しく設
定されていないと、ハードウェアの結果がソフトウェアでの結果と異なる場合に、ハードウェア
エミュレーションで問題が発生します。

オプティカル フローの結果
データ転送とハードウェア関数の両方を最適化したら、ハードウェア関数をコンパイルし直し
て、イベント トレースを使用してパフォーマンスを解析します。次の図に、イベント トレース
の開始を示します。パイプライン処理されたハードウェア関数は前の関数が終了するまで実行
されません。各ハードウェア関数はデータが使用可能になるとデータを処理し始めます。
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次の図はイベント トレースの全体図で、システムが最高速で実行されるように並列実行される
すべてのハードウェア関数とデータ転送を示しています。
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レーンの 1 つにカーソルを置くと、アクセラレータのランタイムの期間がポップアップで表示さ
れます。実行時間は 15.5 ms 未満であり、毎秒 60 フレームを達成するための要件である 16.8
ms を満たしています。

ボトムアップ: ステレオ ビジョン アルゴリズム
ステレオ ビジョン アルゴリズムは、水平方向にずらして配置された 2 つのカメラからの画像を
使用して、人間の視覚と同様、2 つの視点からの 2 つの映像を表示します。映像からの相対的な
深さの情報は、2 つの画像を比較して視差マップを作成することで取得できます。視差マップで
は、水平座標のオブジェクトどうしの相対的な位置は値が対応するピクセル位置の映像の深さに
反比例するようエンコードされます。
ボトムアップ手法では、Vivado HLS で既に合成済みの完全に最適化されたデザインから開始し、
最適化済みのハードウェア関数を SDSoC 環境でソフトウェアと統合します。このフローを使
用すると、HLS を熟知したハードウェア設計者が高度な HLS 機能を使用してハードウェア関数
全体を構築して最適化した後、それをソフトウェア プログラマが利用できます。
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次のセクションでは、ステレオ ビジョンのデザイン例を使用して、Vivado HLS で最適化された
ハードウェア関数から開始し、SDSoC 環境を使用して、ボードで実行されるハードウェアとソ
フトウェアを完全なシステムに統合するアプリケーションを構築する手順を説明します。次の
図に、既存のハードウェア関数 stereo_remap_bm を SDSoC 環境に組み込んだ最終的なシステム
を示します。

ボトムアップ フローでは、この資料で説明する SDSoC 環境の一般的な最適化手法を逆にしま
す。つまり、最適化済みのハードウェア関数から始めて、それを SDSoC 環境に組み込んだ後、
データ転送を最適化します。

ステレオ ビジョンのハードウェア関数の最適化
次の既存のハードウェア関数 stereo_remap_bm のコードでは、最適化プラグマを示していま
す。これは、次のような関数です。
• readLRinput、writeDispOut、writeDispOut というサブ関数が含まれ、これらも最適化されて
います。

• Vivado HLS ビデオ ライブラリ hls_video.h から namespace hls という接頭辞の付いた最
適化済みの関数が使用されています。これらのサブ関数では、独自のデータ型 MAT が使用さ
れています。

#include "hls_video.h"

#include "top.h"

#include "transform.h"

void readLRinput (yuv_t *inLR,

        hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1>& img_l,
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        hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1>& img_r,

        int height, int dual_width, int width, int stride)

{

  for (int i=0; i < height; ++i) {

#pragma HLS loop_tripcount min=1080 max=1080 avg=1080

    for (int j=0; j < stride; ++j) {

#pragma HLS loop_tripcount min=1920 max=1920 avg=1920

    #pragma HLS PIPELINE

      yuv_t tmpData = inLR [i*stride + j];      // from yuv_t array: 
consume height*stride

      if (j < width)

          img_l.write (tmpData & 0x00FF);    // to HLS_8UC1 stream

      else if (j < dual_width)

          img_r.write (tmpData & 0x00FF);    // to HLS_8UC1 stream

    }

  }

}

void writeDispOut(hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1>& img_d,

                    yuv_t *dst,

                    int height, int width, int stride)

{

  pix_t tmpOut;

  yuv_t outData;

  for (int i=0; i < height; ++i) {

#pragma HLS loop_tripcount min=1080 max=1080 avg=1080

    for (int j=0; j < stride; ++j) {

#pragma HLS loop_tripcount min=960 max=960 avg=960

#pragma HLS PIPELINE

      if (j < width) {

        tmpOut = img_d.read().val[0];
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        outData = ((yuv_t) 0x8000) | ((yuv_t)tmpOut);

        dst [i*stride +j] = outData;

      }

      else {

        outData = (yuv_t) 0x8000;

        dst [i*stride +j] = outData;

      }

    }

  }

}

namespace hls {

void SaveAsGray(

            Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16SC1>& src,

            Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1>& dst)

{

    int height = src.rows;

    int width = src.cols;

    for (int i = 0; i < height; i++) {

#pragma HLS loop_tripcount min=1080 max=1080 avg=1080

        for (int j = 0; j < width; j++) {

#pragma HLS loop_tripcount min=960 max=960 avg=960

#pragma HLS pipeline II=1

            Scalar<1, short> s;

            Scalar<1, unsigned char> d;

            src >> s;

            short uval = (short) (abs ((int)s.val[0]));

            // Scale to avoid overflow.  The right scaling here for a

            // good picture depends on the NDISP parameter during

            // block matching.
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            d.val[0] = (unsigned char)(uval >> 1);

            //d.val[0] = (unsigned char)(s.val[0] >> 1);

            dst << d;

        }

    }

}

} // namespace hls

int stereo_remap_bm_new(

        yuv_t *img_data_lr,

        yuv_t *img_data_disp,

        hls::Window<3, 3, param_T > &lcameraMA_l,

        hls::Window<3, 3, param_T > &lcameraMA_r,

        hls::Window<3, 3, param_T > &lirA_l,

        hls::Window<3, 3, param_T > &lirA_r,

        param_T (&ldistC_l)[5],

        param_T (&ldistC_r)[5],

        int height,         // 1080

        int dual_width,       // 1920 (two 960x1080 images side by side)

        int stride_in,        // 1920 (two 960x1080 images side by side)

        int stride_out)       // 960

{

    int width = dual_width/2; // 960

#pragma HLS DATAFLOW

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1> img_l(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1> img_r(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1> img_l_remap(height, 
width);    // remapped left image

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1> img_r_remap(height, 
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width);    // remapped left image

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_8UC1> img_d(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16SC2> map1_l(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16SC2> map1_r(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16UC2> map2_l(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16UC2> map2_r(height, width);

    hls::Mat<IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, HLS_16SC1> img_disp(height, width);

    hls::StereoBMState<15, 32, 32> state;

// ddr -> kernel streams: extract luma from left and right yuv images

// store it in single channel HLS_8UC1 left and right Mat's

    readLRinput (img_data_lr, img_l, img_r, height, dual_width, width, 
stride_in);

//////////////////////// remap left and right images, all types are 
HLS_8UC1 //////////

    hls::InitUndistortRectifyMapInverse(lcameraMA_l, ldistC_l, lirA_l, 
map1_l, map2_l);

    hls::Remap<8>(img_l, img_l_remap, map1_l, map2_l, HLS_INTER_LINEAR);

    hls::InitUndistortRectifyMapInverse(lcameraMA_r, ldistC_r, lirA_r, 
map1_r, map2_r);

    hls::Remap<8>(img_r, img_r_remap, map1_r, map2_r, HLS_INTER_LINEAR);

////////// find disparity of remapped images //////////

    hls::FindStereoCorrespondenceBM(img_l_remap, img_r_remap, img_disp, 
state);

    hls::SaveAsGray(img_disp, img_d);

  // kernel stream -> ddr : output single wide

  writeDispOut (img_d, img_data_disp, height, width, stride_out);

  return 0;
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}

int stereo_remap_bm(

        yuv_t *img_data_lr,

        yuv_t *img_data_disp,

        int height,        // 1080

        int dual_width,    // 1920 (two 960x1080 images side by side)

        int stride_in,    // 1920 (two 960x1080 images side by side)

        int stride_out)    // 960

{

//1920*1080

//#pragma HLS interface m_axi port=img_data_lr depth=2073600

//#pragma HLS interface m_axi port=img_data_disp depth=2073600

    hls::Window<3, 3, param_T > lcameraMA_l;

    hls::Window<3, 3, param_T > lcameraMA_r;

    hls::Window<3, 3, param_T > lirA_l;

    hls::Window<3, 3, param_T > lirA_r;

    param_T ldistC_l[5];

    param_T ldistC_r[5];

    for (int i=0; i<3; i++) {

        for (int j=0; j<3; j++) {

            lcameraMA_l.val[i][j]=cameraMA_l[i*3+j];

            lcameraMA_r.val[i][j]=cameraMA_r[i*3+j];

            lirA_l.val[i][j]=irA_l[i*3+j];

            lirA_r.val[i][j]=irA_r[i*3+j];

        }

    }

    for (int i=0; i<5; i++) {

        ldistC_l[i] = distC_l[i];

        ldistC_r[i] = distC_r[i];
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    }

    int ret = stereo_remap_bm_new(img_data_lr,

                                img_data_disp,

                                lcameraMA_l,

                                lcameraMA_r,

                                lirA_l,

                                lirA_r,

                                ldistC_l,

                                ldistC_r,

                                height,

                                dual_width,

                                stride_in,
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                                stride_out);

    return ret;

}

ハードウェア関数の最適化手法で説明したように、使用されている主な最適化指示子は
PIPELINE および DATAFLOW 指示子です。このほか、LOOP_TRIPCOUNT 指示子が使用されて
います。
データ フレームを処理するハードウェア関数の最適化に関する推奨事項に従って、PIPELINE 指
示子はサンプル レベル (この場合、ピクセル レベル) でデータを処理する for ループすべてに適
用されています。これにより、ハードウェア パイプライン処理が使用され、最高パフォーマン
スのデザインが達成されます。
LOOP_TRIPCOUNT 指示子が for ループに使用されています。この for ループではループ イン
デックスの上限が変数で定義されているので、正確な値はコンパイル時には不明です。トリップ
カウントまたはループ繰り返し数に見積もり値を使用すると、Vivado HLS で生成されるレポー
トに、レイテンシおよび開始間隔 (II) の見積もり値が含まれるようになります。この指示子は、
作成されるハードウェアには影響せず、レポートにのみ影響します。
最上位関数 stereo_remap_bm には、最適化されたサブ関数と Vivado HLS ビデオ ライブラリ
(hls_video.h) からの多くの関数が含まれます。Vivado HLS のライブラリ関数の詳細は、
『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 高位合成』 (UG902) を参照してください。Vivado HLS ビ
デオ ライブラリの関数は既に最適化済みであり、できるだけ高パフォーマンスでインプリメン
トされるようにするためのすべての最適化指示子を含みます。最上位関数には最適化されたサ
ブ関数が含まれているので、必要なのは、DATAFLOW 指示子を使用して、各サブ関数がデータ
が使用可能になった直後にハードウェアで実行を開始するようにすることだけです。
int stereo_remap_bm(..) {

#pragma HLS DATAFLOW

  readLRinput (img_data_lr, img_l, img_r, height, dual_width, width, stride

  hls::InitUndistortRectifyMapInverse(lcameraMA_l, ldistC_l, lirA_l, 
map1_l, map2_l);

  hls::Remap<8>(img_l, img_l_remap, map1_l, map2_l, HLS_INTER_LINEAR);

  hls::InitUndistortRectifyMapInverse(lcameraMA_r, ldistC_r, lirA_r, 
map1_r, map2_r);

  hls::Remap<8>(img_r, img_r_remap, map1_r, map2_r, HLS_INTER_LINEAR);

  hls::Duplicate(img_l_remap, img_l_remap_bm, img_l_remap_pt);

  hls::FindStereoCorrespondenceBM(img_l_remap_bm, img_r_remap, img_disp, 
state);
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  hls::SaveAsGray(img_disp, img_d);

  writeDispOut (img_l_remap_pt, img_d, img_data_disp, height, dual_width, 
width, stride);

}

SDSoC 環境では、データが使用可能になるとすぐに自動的に 1 つのハードウェア関数から次の
関数に渡されるので、通常 DATAFLOW 最適化は必要ありません。ただし、この例では
stereo_remap_bm 内の関数で Vivado HLS のデータ型 hls::stream が使用されています。
このデータ型は、ARM プロセッサでコンパイルできず、SDSoC 環境のハードウェア関数インタ
ーフェイスでは使用できません。そのため、最上位ハードウェア関数は stereo_remap_bm で
ある必要があり、サブ関数間で高パフォーマンスの転送が達成できるように DATAFLOW 指示子
が使用されています。このようになっていない場合は、DATAFLOW を削除して、
stereo_remap_bm 内の各サブ関数をハードウェア関数として指定できます。
この例のハードウェア関数では、Vivado HLS データ型 hls::stream に基づいたデータ型 MAT
が使用されています。hls::stream データ型は、シーケンシャルにのみアクセスできるので、
データは入力されると出力されます。
• ソフトウェア シミュレーションでは、hls::stream データ型のサイズは無限です。
• ハードウェアでは、hls::stream データ型が 1 つのレジスタとしてインプリメントされ、
ストリーミング データは前のデータが上書きされる前に消費されると想定されるので、一度
に 1 つのデータ値しか格納できません。

最上位関数 stereo_remap_bm をハードウェア関数として指定すると、ソフトウェア環境でこ
れらのハードウェア型の影響を無視できます。ただし、これらの関数を SDSoC 環境に組み込む
と、ARM プロセッサでコンパイルできないので、システムはハードウェア エミュレーションお
よびターゲット プラットフォーム上での実行によってのみ検証可能です。
重要: Vivado HLS ハードウェア データ型を含むハードウェア関数を SDSoC 環境に組み込む場
合は、Vivado HLS 環境内で C コンパイルおよびハードウェア シミュレーションで完全に検証さ
れた状態にしてください。
重要: hls::stream データ型は Vivado HLS 内で使用するよう設計されており、エンベデッド
CPU でソフトウェアを実行するのには不向きなので、このデータ型は最上位関数インターフェ
イスには含めないようにしてください。
ハードウェア関数のいずれかの引数で Vivado HLS 特有のデータ型が使用されている場合、関数
引数リストにネイティブ C/C++ 型のみを含む最上位 C/C++ ラッパー関数にその関数を含める
必要があります。
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ステレオ ビジョンのメモリ最適化
最適化済みのハードウェア関数を SDSoC 環境のプロジェクトにインポートしたら、まずインタ
ーフェイス最適化をすべて削除します。PS とハードウェア関数間のインターフェイスは、ハー
ドウェア関数のデータ型とデータ アクセスに基づいて自動的に管理され、最適化されます。デ
ータ モーションの最適化を参照してください。
• ハードウェア関数の INTERFACE 指示子を削除します。
• ハードウェア関数引数リストの変数を参照する DATA_PACK 指示子を削除します。
• 関数引数にネイティブ C/C++ データ型のみを使用するラッパーに最上位関数を含めて、

Vivado HLS のハードウェア データ型を削除します。
この例では、アクセラレーションされる関数は 1 つの最上位ハードウェア関数
stereo_remap_bm に含まれています。
int main() {

  unsigned char *inY = (unsigned char *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH);
  unsigned short *inCY = (unsigned short *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH*2);
  unsigned short *outCY = (unsigned short *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH*2);
  unsigned char *outY = (unsigned char *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH);

  // read double wide image from disk
  if (read_yuv_file(inY, DUALWIDTH, DUALWIDTH, HEIGHT, FILEINAME) != 0)
    return -1;

  convert_Y8toCY16(inY, inCY, HEIGHT*DUALWIDTH);

  stereo_remap_bm(inCY, outCY, HEIGHT, DUALWIDTH, DUALWIDTH);

  // write single wide image to disk
  convert_CY16toY8(outCY, outY, HEIGHT*DUALWIDTH);
  write_yuv_file(outY, DUALWIDTH, DUALWIDTH, HEIGHT, ONAME);

  // write single wide image to disk
  sds_free(inY);
  sds_free(inCY);
  sds_free(outCY);
  sds_free(outY);
  return 0;
}
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ハードウェアへのメモリ アクセスを最適化する際は、ハードウェア関数に渡されるデータ型を
確認することが重要です。関数シグネチャを確認すると、最適化する主要な変数は入力データ
ストリーム img_data_lr と出力データ ストリーム img_data_disp であることがわかりま
す。
int stereo_remap_bm( 
        yuv_t *img_data_lr,
        yuv_t *img_data_disp,
        int height,
        int dual_width,
        int stride);

データはシーケンシャルに転送されるので、まず両方の引数のアクセス パターンを
SEQUENTIAL と定義します。次の最適化では、データ転送がスキャッター ギャザー DMA の動
作により中断されないように memory_attribute を PHYSICAL_CONTIGUOUS|
NON_CACHEABLE に指定します。これにはメモリを sds_lib からの sds_alloc を使用して
割り当てるようにする必要もあります。
#include "sds_lib.h"
int main() {

  unsigned char *inY = (unsigned char *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH);
  unsigned short *inCY = (unsigned short *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH*2);
  unsigned short *outCY = (unsigned short *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH*2);
  unsigned char *outY = (unsigned char *)sds_alloc(HEIGHT*DUALWIDTH);

}

最後に、copy 指示子でデータがアクセラレータにコピーされるようにし、共有メモリからアク
セスされないようにします。

#pragma SDS data access_pattern(img_data_lr:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data mem_attribute(img_data_lr:PHYSICAL_CONTIGUOUS|
NON_CACHEABLE)
#pragma SDS data copy(img_data_lr[0:stride*height])
#pragma SDS data access_pattern(img_data_disp:SEQUENTIAL)
#pragma SDS data mem_attribute(img_data_disp:PHYSICAL_CONTIGUOUS|
NON_CACHEABLE)
#pragma SDS data copy(img_data_disp[0:stride*height])
int stereo_remap_bm( 
        yuv_t *img_data_lr,
        yuv_t *img_data_disp,
        int height,
        int dual_width,
        int stride);

これらの最適化指示子を使用すると、最も効率的な転送になるように PS と PL 間のメモリ アク
セスが最適化されます。
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ステレオ ビジョンの結果
Vivado HLS で最適化されたハードウェア関数をラップして Vivado HLS のハードウェア データ
型がハードウェア関数のインターフェイスに露出しないようにし、インターフェイス指示子を削
除してデータ転送を最適化し、ハードウェア関数をコンパイルし直したら、イベント トレース
を使用してパフォーマンスを解析します。
次に示すイベント トレースの全体図では、システムのパフォーマンスができるだけ高くなるよ
うに、ハードウェア関数とデータ転送のすべてが並列実行されていることが示されています。

レーンの 1 つにカーソルを置くと、アクセラレータのランタイムの期間がポップアップで表示さ
れます。実行時間は 15.86 ms であり、ライブ ビデオの毎秒 60 フレームを達成するために必要
な条件の 16.8 ms を満たしています。
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付録 A

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
このガイドの補足情報は、次の資料を参照してください。
注記: 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: 概要』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
7. 『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)

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

9. 『Zynq UltraScale+ MPSoC ソフトウェア開発者向けガイド』 (UG1137: 英語版、日本語版)

10.『ZC702 評価ボード (Zynq-7000 XC7Z020 All Programmable SoC 用) ユーザー ガイド』
(UG850)
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11.『ZCU102 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG1182)

12.『PetaLinux ツール資料: ワークフロー チュートリアル』 (UG1156)

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

14.『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)

15. Vivado® Design Suite の資料

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。
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自動車用のアプリケーションの免責条項
オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に
従った安全コンセプトまたは余剰性の機能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開に
おける使用または車両の制御に影響するアプリケーション (「セーフティ アプリケーション」) に
おける使用は保証されていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステムについて、その使
用前または提供前に安全を目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なし
にセーフティ アプリケーションで製品を使用するリスクはすべて顧客が負い、製品の責任の制限
を規定する適用法令および規則にのみ従うものとします。
著作権
© Copyright 2016-2018 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。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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