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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。

セクション 改訂内容
2018 年 7 月 2 日 バージョン 2018.2

デザイン フローの概要 デザイン フローの概要の図をアップデート。
資料全体でアップデート: マイナーな編集上のアップデート。

図をアップデート。
第 1 章: SDSoC の概要 章全体の内容をアップデート。
第 2 章: SDSoC 環境 章全体の内容をアップデート。

PS/PL ブロック図をアップデート。
フロー図をアップデート。

第 3 章: SDSoC 環境 すべてのセクションをアップデート。
デザイン フローの概要の図にエミュレーションを含有。

第 4 章: C 呼び出し可能な IP ライブラリ 章全体をアップデート。
2018 年 6 月 6 日 バージョン 2018.2

資料全体でアップデート: 図をアップデート。
SDSoC の概要 章を追加。
SDSoC 環境 章をアップデート。

• 入門情報を追加。
• PS/PL C 呼び出し可能ブロック図を変更。
• パイプライン処理されたデータ転送と計算の図を追加。
• 章のトピックに情報とリンクを追加。
デザイン フローの概要
SDx GUI の使用
SDx ワークスペースの使用

SDSoC アプリケーションの作成 章のタイトルを変更。すべてのセクションで変更。
ワークスペースの使用: 環境変数とコマンド シェルに関する情報を統合。
アプリケーション プロジェクトの作成
コードの使用: このセクションのすべてのトピックをアップデート。

SDSoC プロジェクトのビルド • ハードウェア プロジェクトの作成: トピックを分割。
• エミュレーションの実行: QEMU インターフェイスと波形

ウィンドウの図を分割。
• SDSCC/SDS++ 起動のガイドライン: コマンド ライン オプ

ションの章から移動して、コマンド ライン オプションの章
を削除。

システム エミュレーションのターゲット指定 トピックをアップデート。
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セクション 改訂内容
4: C 呼び出し可能な IP ライブラリ C 呼び出し可能なライブラリの章をアップデート。
デバッグ手法 章を追加。
6: プロファイリングおよび最適化 章をアップデート。
付録 A: サンプル デザインの概要 例を変更。
プラットフォームおよびリポジトリの管理 付録をアップデート。
アプリケーションのコンパイルと実行 付録を追加。

2018 年 4 月 4 日 バージョン 2018.1

SDSoC 環境 SDSoC 環境の情報をさらに正確にするためにアップデート。
ハードウェア/ソフトウェア システムのランタイム環境 コード例をアップデート。
デザイン フローの概要 SDSoC の動作の説明をさらに正確にするために内容をアップデート。
C 呼び出し可能な IP ライブラリの作成と使用。 C 呼び出し可能な IP に関する内容を少し変更。
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第 1 章

SDSoC の概要
SDSoC™ 環境では、標準プログラミング言語を使用してハードウェア アクセラレーションされたエンベデッド プロセ
ッサ アプリケーションを開発および供給できます。これには、よくある Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE) のほか、
エンベデッド プロセッサ アプリケーション用およびザイリンクス デバイスのプログラマブル ロジック リソースに
インプリメントされたハードウェア関数用のコンパイラを使用したエンベデッド プロセッサ開発フローが含まれま
す。sdscc/sds++ (sds++ と呼ぶ) システム コンパイラは、プログラムを解析してソフトウェア関数とハードウェア
関数間のデータフローを判断し、ターゲット オペレーティング システムとしてベアメタル、Linux および FreeRTOS
をサポートするアプリケーション特有のシステム オン チップを生成します。sds++ システム コンパイラは、自動的
にデータ転送をインプリメントし、ハードウェア アクセラレータとアプリケーション ソフトウェアを同期し、通信と
計算をパイプライン処理するハードウェア IP およびソフトウェア制御コードを生成します。
Zynq-7000 SoC および Zynq UltraScale+ MPSoC などのザイリンクスの SoC デバイスを使用すると、プロセッサで実
行される最適化コードよりも数倍速くアプリケーションのエレメントをハードウェア アクセラレータに、インプリメ
ントできます。ザイリンクス FPGA および SoC デバイスには、プロセッサ上で実行可能な関数をどれでもインプリメ
ントできるカスタム アーキテクチャが含まれ、消費電力を抑えてパフォーマンスを向上できるので、従来の CPU/GPU
アクセラレーションよりも多くの利点があります。ザイリンクス デバイスでソフトウェア アクセラレーションを使
用する利点を把握するには、ハードウェアでアプリケーションの計算負荷の高い部分をアクセラレーションしてみて
ください。カスタム ハードウェアにこれらの関数をインプリメントすると、パフォーマンスと消費電力間で理想的な
バランスが達成できます。SDSoC 環境には、エンベデッド プロセッサ アプリケーションのパフォーマンスをプロフ
ァイリングし、どこをアクセラレーションするか決定するためのツールおよびレポートが含まれます。ツールには、
ハードウェアでのリアルタイム パフォーマンスをトラックするキャッシュ、メモリおよびバス使用量の自動ランタイ
ム機能も含まれます。
ハードウェア アクセラレーションされたアプリケーションの開発者がよくあるソフトウェア中心のプログラミング
ワークフローを使用できるので、FPGA またはハードウェア設計経験のない場合でも、FPGA アクセラレーションの
利点を生かすことができます。ソフトウェア プログラマとしては、ハードウェア関数の呼び出しはソフトウェア関数
の呼び出しは同じで、コンパイラでハードウェア/ソフトウェア パーティションをインプリメントさせることができ
ます。ただし、開発者は Vivado® HLS コンパイラを通したハードウェア中心のアプローチを使用するか、C 呼び出し
可能 IP のライブラリとして供給可能な最適化された RTL アクセラレータを作成およびパッケージして、エンベデッド
プロセッサ アプリケーションで使用可能な定義済みのハードウェア アクセラレータを作成することもできます。
SDSoC 環境には、標準 ZCU102、ZCU106、ZCU104、ZC706 および ZC702、Zynq® ベースの開発ボード用の定義済
みプラットフォームが含まれます。Zedboard、Microzed、Zybo、Avnet Embedded Vision Kit、Video and Imaging
Kit、SDR キットなどのサードパーティ プラットフォームも使用できます。特定の市場要件に合わせたカスタム プラ
ットフォームを作成することもできます。SDSoC プラットフォームには、エンベデッド プロセッサ、ハードウェア関
数、およびプラットフォームでサポートされるペリフェラルを定義するハードウェア部分と、ブート イメージ、ドラ
イバー、およびアプリケーション コードを定義するソフトウェア部分が含まれます。プロジェクトは、標準 SDSoC
プラットフォームの 1 つを使用して、デザイン コンセプトを評価し、後でプロダクションの SDSoC カスタム プラッ
トフォームにインプリメントするところから開始します。

1: SDSoC の概要
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SDSoC を使用したソフトウェア アクセラレーション
ザイリンクス デバイスのプログラマブル ロジック (PL) ファブリックでは、アプリケーション実行の並列化をプロセ
ッサ アーキテクチャよりも詳細に調整できます。アクセラレータでハードウェア関数用に sdscc/sds++ (sds++ と
呼ぶ) で生成されるカスタム プロセッシング アーキテクチャは、CPU 実行とは実行枠組みが異なるので、パフォーマ
ンスをかなり向上できます。プログラマブル ロジックにある既存のエンベデッド プロセッサ アプリケーションのタ
ーゲットを変更することはできますが、デバイス アーキテクチャがうまく使用されるようにコードを変更したり、ザ
イリンクス xfOpenCV ライブラリを使用するなどして、既存のハードウェア関数のライブラリを使用するようにアプ
リケーションを記述すると、パフォーマンスがかなり上がり、消費電力を削減できます。
CPU のリソースは決まっており、並列化できるタスクや演算が限られています。プロセッサは、タイプに関係なくプ
ログラムをプロセッサ コンパイラ ツール (C/C++ で記述されたアルゴリズムをターゲット プロセッサのネイティブ
のアセンブリ言語構文に変換するツール) で生成された一連の命令として実行します。2 つの値の加算のような単純
な演算ですら、複数の命令が集められ、複数のクロック サイクルで実行されます。このため、ソフトウェア エンジニ
アはアルゴリズムをリストラクチャして、キャッシュ ヒット レートを増加して、命令ごとに使用するプロセッサ サ
イクルを減らそうとします。
FPGA は本質的に並列処理デバイス ファブリックであり、プロセッサ上で実行可能な関数をどれでもインプリメント
できます。ザイリンクス SoC デバイスには、カスタム アーキテクチャをインプリメントして、どのレベルの並列処理
でも達成できるように、プログラムおよびコンフィギュレーション可能なリソースが大量に含まれます。FPGA プロ
グラミング ファブリックは、すべての計算が同じ ALU を共有するようなプロセッサとは異なり、空白のキャンバス
のようなもので、ユーザーのアクセラレーション ファンクションを定義してインプリメントできます。FPGA コンパ
イラは、各アプリケーションまたはアルゴリズム用に最適化された独自の回路を作成します。たとえば、乗累算ハー
ドウェアを ALU 全体ではなく、ニューラル ネットに対してのみインプリメントしたりできます。
sds++ システム コンパイラは、データ ムーバーとアクセラレータ制御 IP の自動挿入、アクセラレータ パイプライン
の作成、Vivado® HLS ツールの起動 (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) をすることで、
FPGA ファブリックの機能を活用します。
• スケジューリング: 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。コンパイラは隣接する演算間の依存性と時間を解析し、演算が同じクロック サイクルで実行されたり、
データフロー依存性で許可されたとおりに関数呼び出しが重複するように、演算をまとめます。

• パイプライン処理: アルゴリズムのハードウェア インプリメンテーションで命令レベルの並列化を増やす手法で、
独立した演算または関数の段を重複させます。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。パイプライン処理は精度の高い最適化で、現在の関数呼び出し
や演算が完全に終了するまで次が実行できないような CPU の制限をなくします。

• データフロー: FPGA にインプリメントされた複数の関数をイネーブルにして、直列ではなく、並列でパイプライ
ン処理して実行して、タスク レベルの並列化をインプリメントします。コンパイラは、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。

SDSoC アプリケーションの実行モデル
SDSoC™ アプリケーションの実行モデルは、プラットフォームのブート後にターゲット CPU で実行される C++ プロ
グラムの通常実行を考えると理解できます。C++ バイナリの実行ファイルがハードウェアとどのようにインターフェ
イスするかを理解しておくと有益です。

1: SDSoC の概要
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プログラム内で宣言されたハードウェア関数はハードウェア アクセラレータにコンパイルされ、標準 C ランタイムで
これらの関数への呼び出しによりアクセスされます。各ハードウェア関数呼び出しがタスクとしてアクセラレータを
起動し、関数への各引数が CPU とアクセラレータ間で転送されて、アクセラレータ タスクの完了後にプログラムで
アクセスできるようになります。メモリとアクセラレータ間のデータ転送には、データ ムーバーが使用されます。デ
ータ ムーバーは、sds++ システム コンパイラにより自動的に挿入されるダイレクト メモリ アクセス (DMA) エンジ
ンか、ハードウェア アクセラレータ自体に含まれる zero_copy データ ムーバーなどです。

図 1:   SDSoC システムのアーキテクチャ

プログラムが正しく機能するようにするため、システム コンパイラはハードウェア関数への各呼び出しをインターセ
プトし、シグネチャが同じで派生した名前が付けられたスタブ関数への呼び出しに置き換えます。スタブ関数はすべ
てのデータ移動とアクセラレータの演算を制御し、ハードウェア関数呼び出しの終了時にソフトウェアとアクセラレ
ータ ハードウェアを同期化します。スタブ内では、すべてのアクセラレータとデータ ムーバーは sds_lib ライブラ
リに含まれる送信/受信 API により制御されます。
ハードウェア関数呼び出し間のプログラム データフローに、プログラム内で関数呼び出し (デストラクターまたは
free() 呼び出し以外) が実行された後にはアクセスされない配列引数が関係する場合、およびハードウェア アクセ
ラレータをストリームを介して接続できる場合、メモリへの往復がインプリメントされるのではなく、1 つのハード
ウェア アクセラレータから直接ハードウェア ストリーム接続を介して次のハードウェア アクセラレータにデータが
転送されます。この最適化により、パフォーマンスが大幅に向上し、ハードウェア リソースを削減できます。
プログラムの SDSoC 実行モデルには、主に次の手順が含まれます。
1. プログラムのコンストラクターが main() に入る前に sds_lib ライブラリが初期化されます。
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2. プログラム内で、ハードウェア関数への各呼び出しが、元の関数と関数シグネチャが同じ (名前は異なる) のスタ
ブ関数への関数呼び出しによりインターセプトされます。スタブ関数内では、次の手順が実行されます。
a. 同期アクセラレータ タスク制御コマンドがハードウェアに送信されます。
b. ハードウェア関数への各引数に対して、非同期データ転送要求が関連付けられた wait() ハンドルと共に適

切なデータ ムーバーに送信されます。void 以外の戻り値は、出力スカラー引数として扱われます。
c. 各転送要求に対して、バリア wait() が発行されます。アクセラレータ間のデータ転送がダイレクト ハード

ウェア ストリームとしてインプリメントされる場合、この転送のバリア wait() は、この引数のアクセラレ
ータ関数チェーンの最後のアクセラレータ関数に対するスタブ関数で発生します。

3. プログラムのデストラクターが main() を終了するときに、sds_lib ライブラリがクリーンアップされます。
ヒント: 手順 2a ～ c は、アクセラレータ パイプラインの開始および終了時にプログラムを正しく保ち、それと同時に
パイプライン内での同時実行を可能にします。
場合によっては、システム コンパイラで自動的には推論できないアクセラレータ タスクの同時実行の可能性を、プロ
グラマが認識していることもあります。sds++ システム コンパイラでは #pragma SDS async(ID) プラグマがサ
ポートされており、このような場合にハードウェア関数への呼び出しの直前に挿入できます。このプラグマを指定す
ると、データ転送に対してバリア wait() 呼び出しなしでスタブ関数が生成されます。その結果、すべての転送要求
を発行した後、制御がプログラムに戻り、アクセラレータの実行中にプログラムの同時実行が可能になります。この
場合、プログラム内の適切な同期ポイントに #pragma SDS wait(ID) を挿入してください。このプラグマは
sds_wait(ID) API 呼び出しとなり、ハードウェア アクセラレータ、その暗示的なデータ ムーバー、および CPU が
正しく同期化されます。
重要: 各 async(ID) プラグマには、対応する wait(ID) プラグマが必要です。
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SDSoC のビルド プロセス
SDSoC™ 環境には、エンベデッド プロセッサ アプリケーションおよびハードウェア関数用に最適化されたクロスコ
ンパイラ、コードの問題を特定して解決するための安定したデバッグ環境、ボトルネックを特定してコードを最適化
するためのパフォーマンス プロファイラーなどの標準的なソフトウェア開発環境の機能がすべて含まれています。
この環境内の SDSoC ビルド プロセスでは、標準のコンパイルおよびリンク プロセスが使用されます。g++ と同様
に、sds++ システム コンパイラはサブプロセスを呼び出してコンパイルおよびリンクを実行します。
次の図に示すように、コンパイル段階では、CPU で実行されるオブジェクト コードのコンパイルだけでなく、Vivado®

HLS ツールを使用したハードウェア関数の IP ブロックへのコンパイルおよびリンク、およびターゲット CPU ツール
チェーンを使用した標準オブジェクト ファイル (.o) の作成も実行されます。システムのリンク段階では、すべてのハ
ードウェア関数における呼び出し元/呼び出し先の関係のプログラム解析、各ハードウェア関数呼び出しをインプリメ
ントするアプリケーション特定のハードウェア/ソフトウェア ネットワークの生成が実行されます。sds++ システム
コンパイラは、Vivado HLS (関数コンパイラ)、生成されたハードウェア システムをインプリメントする Vivado®

Design Suite、CPU で実行されるアプリケーション バリアを作成する Arm® コンパイラおよびリンカーなど必要なす
べてのツールを呼び出して、SD カード用の完全なブート可能イメージを出力することにより、各ハードウェア関数用
のアクセラレータ (スタブ) を呼び出します。

図 2:   SDSoC のビルド プロセス

X21126-062818

• コンパイル プロセスには、次のタスクが含まれます。
○ Arm プロセッサで実行する main アプリケーションのコードが解析されてコンパイルされ、各ハードウェア ア

クセラレータに対して個別にコンパイルが実行されます。
○ アプリケーション コードは標準 GNU Arm コンパイルでコンパイルされ、最終出力としてオブジェクト ファイ

ル (.o) が生成されます。
○ ハードウェアでアクセラレーションされる関数が Vivado® HLS ツールで処理され、カスタム ハードウェア作

成プロセスが開始し、出力としてオブジェクト ファイル (.o) が生成されます。
• コンパイル後のリンク プロセスには、次のタスクが含まれます。
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○ デザイン内のデータ移動が解析され、ハードウェア プラットフォームがアクセラレータを受け入れるよう変更
されます。

○ Vivado® Design Suite で合成およびインプリメンテーションが実行されてハードウェア アクセラレータがプロ
グラマブル ロジック (PL) 領域にインプリメントされ、デバイス用のビットストリームが生成されます。

○ エンベデッド プロセッサ アプリケーションからハードウェア関数を呼び出すため、ソフトウェア イメージが
ハードウェア アクセス API でアップデートされます。

○ ボードを ELF ファイルのアプリケーションでブートする統合 SD カード イメージが生成されます。

ビルド ターゲット
完全なシステムをビルドする代わりに、同じプラットフォームとアプリケーション バイナリを含むエミュレーション
モデルを作成できます。このターゲット フローでは、sds++ システム コンパイラにより、アクセラレータ関数のソ
ース ファイルを使用してシミュレーション モデルが作成されます。
SDSoC 環境では、デバッグおよび検証に使用するエミュレーション ターゲットと、実際の FPGA バイナリを生成す
るのに使用されるシステム ハードウェア ターゲットの 2 つのビルド ターゲットがあります。
• システム エミュレーション: システム全体 (PS/PL) の RTL レベルのトランザクションをデバッグできます。

SDSoC エミュレーター (sdsoc_emulator) でアプリケーションを実行すると、デバッガーでデータ転送を可視化
できます。これによりシステム ハングアップの問題をデバッグでき、シミュレーション波形ビューで関連するデ
ータ転送を調べて、そのデータ転送に関係するハードウェア ブロックの信号を表示できます。

• ハードウェア: ハードウェア実行では、実際のハードウェア プラットフォームを使用してアクセラレーションされ
たハードウェア関数の実行できます。デバッグ システム コンフィギュレーションとアプリケーション コードの
最終的なビルドとの違いは、プラットフォームに System ILA および VIO デバッグ コアなどの特別なデバッグ ロ
ジックと、デバッグ用の AXI パフォーマンス モニターが含まれることです。

SDSoC 開発手法
SDSoC™ 環境では、次の 2 つの主なユース ケースがサポートされます。
• ソフトウェア中心設計: ソフトウェア プログラマが標準プログラミング言語を使用して記述するアクセラレーシ

ョン アプリケーションの開発方法で、計算負荷の高い関数をプログラマブル ロジックにアクセラレーションした
り、アプリケーションをプロファイリングすることでアクセラレーションのアプリケーション ボトルネックを見
つけることができます。

• ハードウェア中心設計: ライブラリや組み込み関数などのエンベデッド プロセッサ アプリケーションで使用する
ための定義済みアクセラレーション関数の開発方法です。この設計手法はトップダウン アプローチで進められ、
ハードウェア関数を C や C++ などの標準プログラミング言語で記述してから、RTL に合成してプログラマブル ロ
ジックにインプリメンテーションするか、標準 RTL デザイン手法を使用してアクセラレーション関数を作成して
最適化します。

これら 2 つのユース ケースは組み合わせて使用されることもよくあります。ソフトウェアおよびハードウェア開発
者のチームがハードウェア アクセラレータを定義して、それを使用するエンベデッド プロセッサ アプリケーション
を開発します。この組み合わせ手法には、さまざまな人間、もしくは企業の開発したさまざまなアプリケーション コ
ンポーネントが使用されます。ザイリンクス xfOpenCV ライブラリなどのアクセラレーション アプリケーションで
使用可能なライブラリから定義済みハードウェア関数を使用したり、チーム内ですべてのアクセラレータを開発した
りできます。
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ソフトウェア中心設計
ソフトウェア中心のアプローチでアクセラレーション アプリケーション開発やアクセラレータ開発をする場合、まず
C または C++ プログラミング言語を使用するところから開始します。コードは、特定のアーキテクチャに対する注意
は必要ですが、標準ソフトウェア プログラムとして記述します。ソフトウェア中心の開発フローは、通常次の手順を
使用します。
表 1:   ソフトウェア中心のデザイン フロー

タスク 手順
エンベデッド プロセッサ アプリケーションをプロファイル。 • パフォーマンスのベースライン。ボトルネックとアクセラ

レーションする関数の検出。
• アクセラレーションの潜在性を査定し、バジェットと要件を

計画。
必要なアクセラレータをコード記述。 • 必要な関数を変換して、最適化なしでハードウェア関数コー

ドを定義。
機能の検証。必要に応じてイテレーション。 • システム エミュレーションを実行して、アプリケーション

および次を含むアクセラレータ プロファイリング データを
生成:

○ FPGA リソース使用量の見積もり。
○ 全体的なアプリケーション パフォーマンス。
○ アプリケーション呼び出しとアクセラレータの開始/停

止時間を示す視覚的なタイムライン。
• ツール ガイダンスで示された推奨事項を実行。

パフォーマンスの最適化。必要に応じてイテレーション。 • プロファイル サマリとアプリケーション タイムラインを解
析。

• システム全体のデータの動きを最適化:

○ アプリケーションから DDR、DDR からアクセラレータ、
ハードウェア関数インターフェイスからローカル バッ
ファー (バースト)

○ 効率的な転送サイズを使用して DDR バンド幅を最大限
使用

○ 転送のオーバーラップ
○ プリフェッチ

• パフォーマンスのためのアクセラレータ コード最適化:

○ タスク レベルの同時処理 (データフロー)

○ 命令レベルの同時処理 (パイプラインおよびループ展
開)

○ データ サイズをインターフェイス バンド幅と合わせる
(任意ビット幅)
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ハードウェア中心設計
ハードウェア中心フローでは、まずアクセラレータの開発と最適化に集中し、アドバンス FPGA 設計手法を使用して
C 呼び出し可能な IP のライブラリを作成します。これは、Vivado® HLS で使用可能な C または C++ でハードウェア
関数の定義をするか、RTL 言語を使用するか、Vivado® Design Suite で既存の IP デザインまたはブロック デザインか
ら開始します。ハードウェア関数は RTL コードで定義し、ターゲット デバイスのプログラマブル ロジックに合成お
よびインプリメントします。アクセラレータ アプリケーションで C 呼び出し可能な IP を使用するには、ソフトウェ
ア関数シグネチャが必要です。ない場合は、複数のアプリケーションに使用できるように、関数のコンパイル済みラ
イブラリが作成されます。ハードウェア中心の開発フローは、通常次の手順を使用します。
表 2:   ハードウェア中心の設計手法

タスク 手順
SDSoC™ プラットフォーム仕様と Zynq® デバイス仕様および
プログラミング モデルを検討。 • ハードウェア プラットフォーム、ソフトウェア プラットフ

ォーム、データ ムーバー、AXI インターフェイス、DDR。
サイクル バジェットとパフォーマンス要件を決定。
アクセラレータ アーキテクチャおよびインターフェイスを定義。
アクセラレータを開発。 • C または C++関数に Vivado® HLS を使用。

• Vivado® Design Suite で従来の RTL 設計方法を使用。
機能およびパフォーマンスの検証。必要に応じてイテレーション。 • Vivado HLS でハードウェア/ソフトウェア協調シミュレー

ションを実行。
• Vivado シミュレータでロジック シミュレーションを実行。

リソース使用量を削減して周波数が増加するように結果の質を最適化。必要に応じてイテレーション。 • HLS の場合は、デザインが DRC をパスするようにする。
• 『UltraFast 設計手法ガイド (Vivado Design Suite 用)』

(UG949: 英語版、日本語版) の設計手法を使用して Vivado
インプリメンテーション フローを実行。

• アウト オブ コンテキスト合成および見積もりのベスト プ
ラクティスを使用。

C 呼び出し可能な IP を SDSoC 環境にインポート。 • HLS フローの場合は、C または C++ コードを SDSoC プロジ
ェクトにインポート。

• RTL フローの場合は、C-Callable IP ウィザードを使用。
• 詳細は、C 呼び出し可能なライブラリを参照してください。

サンプル アプリケーション コードを開発してハードウェア関数をテスト。 • C 呼び出し可能な IP と同じインターフェイスのダミー関数
を使用してサンプル アプリケーションをテスト。詳細は、C
呼び出し可能なライブラリを参照してください。

ハードウェア関数がアプリケーションと一緒に問題なく動作するかどうかを検証。必要に応じてイテレーション。 • デバッグにシステム エミュレーションを使用。
• 複雑な内部デバッグ問題にはハードウェア デバッグ手法を

使用。
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表 2:   ハードウェア中心の設計手法 (続き)

タスク 手順
パフォーマンス用にホスト コードを最適化。必要に応じてイテレーション。 • [Profile Summary] レポート、[Activity Timeline]、ホスト

アプリケーションのイベント タイマーを使用してパフォー
マンスを測定。

• デザイン ルール チェック (DRC) がすべてパスするように
する。

• 必要なパフォーマンスと同じアクティビティ タイムライン
を達成する。

• 手法: トランザクションのオーバーラップ、アウト オブ オー
ダー (OOO) 合成、サブデバイス。

ソフトウェア アプリケーション レイヤー (API、share lib、プラグインなど) を完成させる。
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SDSoC を使用したアクセラレーションのベスト プラ
クティス
SDSoC™ 環境でアプリケーション コードおよびハードウェア関数を開発する際には、いくつか注意が必要です。
• 全般的なガイドライン:

○ データを PL 領域にコピーするのではなく、ストリーミングすることで、リソース使用量を削減して並列化を
改善します。たとえば、イメージ プロセッシング アプリケーションの場合、イメージ フレームを 1 つの長い
データ転送にコピーするのではなく、フレームを構成するピクセルの行をストリーミングします。

○ DMA を制限するのにデータを行ったり来たりさせるのではなく、PL 領域に対してローカルなデータを再利用
します。

○ アクセラレーションに向いているのは、次のような特徴のある関数です。
- データ転送時間比に対して計算時間が高速。
- 予測可能な通信ストリーム。
- 自己完結型制御構造。アクセラレータ外に制御ロジックの必要なし。

○ 複数のアクセラレータ、またはアクセラレータの複数インスタンスを連続して起動することで、タスクレベル
の並列化が可能な箇所を検索します。

• ソフトウェア中心アプローチの場合:

○ 配列サイズを把握したり、sds_alloc()/sds_free() を使用して物理的に隣接したメモリを割り当てたり、
割り当てを解除したりするような優れたメモリ管理手法を使用することで、デバイス フットプリントを削減し
て、ベースライン パフォーマンスを増加します。

○ システム エミュレーションを使用してコードを頻繁に検証することで、論理的に正しいかどうかを確認しま
す。

○ C/C++ ファイルを別々にするようにハードウェア関数を記述および移行し、インクリメンタルな変更に合わせ
てデザイン全体をコンパイルし直さなくてすむようにします。

• ハードウェア中心アプローチの場合:

○ IP の AXI4 インターフェイス オフセットまたはアクセラレータ、およびどの関数定義パラメーターにどのデー
タ型が必要かを記録しておきます。インターフェイスは、バイト アライメントする必要があります。

○ 元の Vivado® IP プロジェクトを維持して変更がすばやくインプリメントされるようにします。
○ スタティック ライブラリ (.a) ファイルと該当するヘッダー ファイルを一緒に保持しておきます。

1: SDSoC の概要

UG1027 (v2018.2) 2018 年 7 月 2 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]
SDSoC 環境ユーザー ガイド  15

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2018.2&docPage=15


第 2 章

SDSoC 環境
SDSoC™ (Software-Defined System-on-Chip) 環境は、ザイリンクス Zynq® デバイス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のに必要なツールです。プラットフォームのコンセプトは、SDSoC 環境には不
可欠で、SDSoC アプリケーションを構築するハードウェア、ソフトウェア、メタデータ コンポーネントを定義しま
す。Zynq デバイスをサポートするプラットフォームは、ハードウェアおよびソフトウェアでシステム デザインをパ
ーティションする製品を開発するため、Arm® ベースのプロセッサ システム (PS) と高パフォーマンスのユーザー プロ
グラマブル ロジック (PL) をまとめたものです。
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図 3:   プロセッサ システム (PS) およびプログラマブル ロジック (PL) のブロック デザイン
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ハードウェア/ソフトウェア パーティション ソリューションを設計、試行、選択するには、Eclipse ベースの統合設計
環境 (IDE) のソフトウェア開発環境を使用します。SDx™ IDE は sds++ システム コンパイラを使用して、C/C++ コー
ドを高パフォーマンスのハードウェア アクセラレータに変換します。プラットフォーム メタデータ内の宣言では、シ
ステム コンパイラで使用可能なインターフェイス ポート、クロック、割り込み、およびリセット ブロックを指定し
ます。これがハードウェア アクセラレータをベース プラットフォームに接続するのに使用されます。
システム コンパイラはプログラムを解析して、ソフトウェアおよびハードウェア関数間のデータフローを決めて、ア
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プリケーション特有のシステム オン チップを生成します。sds++ で生成されたハードウェア IP およびソフトウェ
ア制御コードは、自動的にデータ転送をインプリメントし、ハードウェア アクセラレータとアプリケーション ソフト
ウェアを同期します。パフォーマンスは、通信と計算をパイプライン処理して達成されるので、実行可能なハードウ
ェア関数が最大限に並列処理されて生成されます。
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図 4:   データ転送と計算のパイプライン処理

sds++ システム コンパイラは Vivado® 高位合成 (HLS) ツールを起動し、ソフトウェア関数を SoC のプログラマブル
ロジック (PL) を定義して設定するビットストリームに変換します。また、スタブ関数が生成されるので、標準 GCC
ツールチェーンを使用してコンパイルおよびリンクされたアプリケーションソフトウェアは、そのインプリメントさ
れたハードウェア関数を使用します。必要なドライバーおよびライブラリはすべてこのシステム コンパイル プロセ
スに自動的に含まれます。
システム コンパイルの最終出力は sd_card ディレクトリに生成され、最低でも Zynq ブート可能 BOOT.BIN ファイ
ル、実行可能およびリンク可能フォーマット (ELF) ファイルのアプリケーション コード、および README.txt ブート
命令ファイルが生成されます。BOOT.BIN ファイルには、ターゲット ボードで生成したシステムをブートするのに必
要なブートローダー、ビットストリーム、およびアプリケーション コードが含まれます。ターゲット ボードで Linux
を実行するシステムの場合は、sd_card ディレクトリにもブート プロセス中に使用される Linux イメージ ファイル
が含まれます。
SDSoC システム コンパイラは完全なアプリケーションを生成するので、プログラム レベルでデザインおよびアーキ
テクチャ機能を繰り返し試すことができ、ターゲット プラットフォームで実行可能なアプリケーションを達成するの
に必要な時間を短縮できます。高パフォーマンスを達成するには、各ハードウェア関数が独立して実行される必要が
あります。SDSoC システム コンパイラでは、プログラム セマンティクスを保持してハードウェア関数とアプリケー
ション ソフトウェア間が同期するようにするハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントが生成され、パイプ
ライン計算および通信もイネーブルにできます。アプリケーション コードには、多数のハードウェア関数、特定のハ
ードウェア関数の複数のインスタンス、およびプログラムの異なる部分からのハードウェア関数呼び出しなどを含め
ることができます。
SDSoC の場合、Zynq-7000 SoC または Zynq® UltraScale+™ MPSoC デバイス ファミリ内で使用可能なリソースおよ
びパフォーマンスを反映した環境になります。特定のリアルタイム ビヘイビアーが必要なアプリケーションを作成
する場合は、この実行環境に注意してください。
Zynq® ファミリには、専用 Arm® プロセッシング コア、オンチップ メモリ、エンベデッド ペリフェラル、割り込み
ブロック、ダブル データ レート (DDR) メモリ コントローラーを含むプロセッサ システム (PS) と、SDSoC で生成さ
れたアクセラレータで使用されるプログラマブル ロジック (PL) が含まれます。
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次の表は、Zynq ファミリ データシートからのスイッチング特性を使用した理想的なプロセッサ、メモリ、および AXI
インターフェイス パフォーマンスを示しています。
表 3:   プロセッサ、メモリ、および AXI インターフェイス パフォーマンス

クロックまたはインターフェイス Zynq UltraScale+ MPSoC Zynq-7000 SoC

最大 APU クロック周波数 Arm Cortex-A53 64 ビット クワッド コア: 1500 MHz
ARMArm Cortex-A9 32 ビット デュアルコア: 1000 MHz

最大 RPU クロック周波数 ARM ArmCortex-R5 32 ビット デュアルコア: 600 MHz
該当なし

DDR タイプおよびビット幅 DDR4: x32、x64 DDR3: x16、x32

DDR 最大パフォーマンス 2400 Mb/s 1333 Mb/s

DDR 最大理想スループット 153.6 Gb/s 42.6 Gb/s

AXI インターフェイス幅 128 ビット 1 、64 ビット、32 ビット 64 ビット、32 ビット
AXI インターフェイス最大周波数 333 MHz 250 MHz

AXI インターフェイス最大理想スループット 42.6 Gb/s 16 Gb/s

AXI インターフェイス ポート数 12 6

AXI スループット合計 511.2 Gb/s 96.0 Gb/s

注記:

1. 現在の SDSoC™ DMA では、64 ビット幅のインターフェイスまでしかサポートされていません。

この資料では、次について説明します。
• システム機能の概要。デザイン フローの概要を参照してください。
• IDE およびコマンド ライン入力でのシステムの使用方法。SDSoC プロジェクトの作成を参照すてください。
• コードの使用方法、ソース ファイルのインポート方法、ハードウェア アクセラレータとクロック周波数の選択方

法。コードの使用を参照してください。
• プロジェクトの作成およびエミュレーション方法。アプリケーション プロジェクトの作成およびシステム エミュ

レーションの実行を参照してください。
• C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用方法。C 呼び出し可能な IP ライブラリを参照してください。
• デバッグ、ファイリングおよび最適化手法。デバッグ手法およびプロファイリングおよび最適化を参照してくだ

さい。
• システムの使用方法を理解するためのサンプル デザイン。サンプル デザインの概要を参照してください。
• 環境内でのファイルの管理方法。プラットフォームおよびリポジトリの管理を参照してください。
• Arm® および MicroBlaze™ プロセッサのアプリケーションのコンパイルと実行。アプリケーションのコンパイル

と実行を参照してください。

はじめに
『SDSoC 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』 (UG1294) の手順に従って SDSoC™ ツール

スイートをダウンロードおよびインストールします。
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SDx をダウンロードした後、プロジェクト作成、プログラマブル ロジックで実行する関数の指定、システムのコンパ
イル、デバッグ、およびパフォーマンス見積もりなどの主要なワークフローの詳細な手順とと体験型チュートリアル
は『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028) に掲載されています。チュートリアルおよび演習を実際に実行し
てみるのが SDx 環境の概要を理解するのに最適な方法なので、アプリケーション開発前に実行しておくことをお勧め
します。
注記: SDx ツール スイートには、ビットストリーム、オブジェクト コード、実行ファイルを生成するためのツールす
べてが含まれます。ザイリンクス Vivado® Design Suite およびソフトウェア開発キット (SDK) ツールを個別にインス
トールした場合、これらのインストールを SDx 環境とまとめないようにしてください。ツールが SDx インストール
(Vivado Design Suite および SDK ツールを含む) から実行されていることを確認してください。
推奨: SDSoC では、Windows ホストでの Linux アプリケーション開発がサポートされていますが、SDSoC プラットフ
ォーム開発には Linux ホストが強く推奨されます。ターゲットの Linux OS をサポートするプラットフォームを作成
する場合は、Linux ホストが必要です。

SDSoC のエレメント
SDSoC 環境には、完全なハードウェア/ソフトウェア システムを生成するコンパイラ (sds++)、プロジェクトとワー
クフローを作成して管理する Eclipse ベースのユーザー インターフェイス、ハードウェア/ソフトウェア インターフェ
イスのさまざまな what-if シナリオを試すためのシステム パフォーマンス見積もり機能などが含まれます。SDx™ ツ
ールには、次が含まれます。
• Eclipse ベースの IDE

• sds++ システム コンパイラ
• 高位合成 (HLS)

• Vivado® Design Suite

• IP インテグレーターおよび IP ライブラリ
• Vivado で生成された SDx プラットフォーム
• SDx で生成されたハードウェア アクセラレータおよび関連する制御ソフトウェア
• SDx で生成されたデータ ムーバーおよび関連する制御ソフトウェア
• TCF (Target Communication Framework)

• GNU ソフトウェア開発ツール
SDSoC 環境には、GNU ツールチェーンと標準ライブラリ (例: glibc)、Eclipse C/C++ Development Tooling (CDT) ベ
ース GUI 内のパフォーマンス解析パースペクティブ、およびコマンド ライン ツールが含まれます。
SDSoC システム コンパイラでは、Vivado® HLS、IP インテグレーター、データ移動およびインターコネクト用の IP
ライブラリ、および RTL 合成、インプリメンテーション、ビットストリーム生成ツールを含む Vivado Design SuiteHLS
Edition からのツールが使用されます。
SDSoC 環境で使用されるワークフローは、確立された、プラットフォーム ベースの設計手法を使用した、デザイン
再利用の原則が基礎となっています。SDSoC システム コンパイラでは、ターゲット プラットフォームをカスタマイ
ズしてアプリケーション特有のシステム オン チップが生成されます。
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SDSoC 環境には、アプリケーション開発用の多数のビルトイン プラットフォームが含まれていますが、ザイリンクス
パートナーから提供されるプラットフォームや FPGA 設計チームの開発したカスタム プラットフォームから提供さ
れるプラットフォームも使用できます。『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146) には、Vivado Design
Suite を使用したデザインの作成方法、プラットフォーム インターフェイスを定義および設定するためのプラットフ
ォーム プロパティの指定方法、プラットフォームを構築するソフトウェア ランタイム環境を定義して SDSoC 環境で
使用できるようにする方法などが記載されています。

SDSoC プラットフォームでは、次を含むベース ハードウェア、ソフトウェア アーキテクチャおよびアプリケーショ
ン コンテキストが定義されます。
• プロセッシング システム
• 外部メモリ インターフェイス
• カスタム入力/出力
• オペレーティング システム (たとえば、Linux、FreeRTOS、またはスタンドアロン)、ブートローダー、プラットフ

ォーム ペリフェラルのドライバー、ルート ファイル システムなどのソフトウェア ランタイム
SDSoC 環境内で作成するプロジェクトはすべて特定のプラットフォームをターゲットにします。SDx IDE を使用し
て、アプリケーション特有のハードウェア アクセラレータおよびデータ モーション ネットワークを含めてベース プ
ラットフォーム基盤をビルドし、アクセラレータをプラットフォームに接続すると、さまざまなベース プラットフォ
ーム用にカスタマイズされたアプリケーション特定のシステム オン チップを簡単に作成でき、ベース プラットフォ
ームを多種多様なアプリケーションに使用できるようになります。
プラットフォームにデバイス サポート アーカイブ (DSA) またはハードウェア定義ファイル (HDF) のいずれかを含め
るように選択するオプションがあります。どちらのファイルも Vivado からエクスポートできます。定義済みのハー
ドウェア仕様を選択するか、前にエクスポートした DSA/HDF を指定します。
最新のサポート デバイスと必要なソフトウェアのリストは、『SDSoC 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』 (UG1294) を参照してください。
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デザイン フローの概要
SDSoC™ 環境は、ベース ハードウェアおよびターゲット アーキテクチャを提供するプラットフォームから開始して、
効率的なシステム オン チップ (SoC) アプリケーションをビルドするためのツール スイートです。ブート イメージお
よび実行可能アプリケーション コードは SDSoC ツールで生成されます。
次の図は、ツール スイートの主なコンポーネントを使用したデザイン フローです。説明のため、ここではデザイン
フローは 1 つの手順から次の手順に順に進められますが、実際には異なるエントリ ポイントおよびエグジット ポイ
ントを使用したほかのワークフローを選択することもできます。
まず、CPU 用にコンパイルされたアプリケーションのソフトウェアのみのバージョンから開始します。主な目標は、
プログラマブル ロジックに移行するプログラム部分を特定し、ベース プラットフォームにビルドされたハードウェア
およびソフトウェアにアプリケーションをインプリメントすることです。

図 5:   ユーザー デザイン フロー

Arm で実行する 
C/C++ アプリケーション

アプリケーションを
プロファイリング

ハードウェア アクセラレーション用
に関数をマーク

パフォーマンスを見積もり

ソフトウェアおよびハードウェアを
生成するアプリケーションをビルド

SD カード イメージ

ボード上で実行

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

アクセラレータ コードを最適化

パフォーマンスを解析

エミュレーション

X14740-071618
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手順は次のとおりです。
1. 開発プラットフォームを選択し、アプリケーションをコンパイルして、プラットフォームで正しく実行されるか

どうか確認します。
2. システム パフォーマンスを改善するため、プログラマブル ロジックに移行する計算負荷の高いホット 特定し、

ハードウェアにコンパイル可能な関数分離します。ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択を参照し
てください。

3. SDSoC システム コンパイラを起動して、アプリケーション用のシステム オン チップと SD カードを生成します。
コードの使用を参照してください。

コードには必要であればパフォーマンスを解析するコードを含めて、環境内で指示子とツールのセットを使用して、
システムおよびハードウェア関数を最適化できます。プロファイリングおよび最適化のベスト プラクティスについ
ては、『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。
sds++ コンパイラは、IDE を使用するか、コマンド ラインと makefile を使用したターミナル シェルを使用して、シ
ステム生成プロセスを実行します。ハードウェアで実行する関数を選択し、アクセラレータおよびシステム クロック
を指定して、データ転送のプロパティを設定します。プラグマをアプリケーション ソース コードに挿入してアクセラ
レータおよびデータ モーション ネットワークをインプリメントするための指示子をシステム コンパイラに供給する
ことにより、システム マップおよび生成フローを制御できます。
完全なシステムのコンパイルには、従来の CPU のコンパイルに比べて時間がかかるため、SDSoC 環境にはパフォー
マンスをより速く見積もる機能があります。この見積もりにより、選択したハードウェア関数に対してソフトウェア
のみのインプリメンテーションと比較してどれくらいスピードアップするかが大まかに予測できます。これは、シス
テム エミュレーションからも論理的に検証されて解析できます。システム エミュレーション機能では、ソフトウェア
を実行するクイック エミュレーション (QEMU) モデルとハードウェア関数の RTL モデルを使用して、高速で正確なシ
ステム解析が実行されます。
デザイン プロセスは生成されたシステムがパフォーマンスおよびコストの目標を達成するまで繰り返し実行されま
す。
入門チュートリアルを実行して、プロジェクトの作成、ハードウェア関数の選択、およびターゲット プラットフォー
ムでの生成されたアプリケーションのコンパイルと実行について理解するには、『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』
(UG1028)を参照してください。
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SDx GUI の使用
SDx™ IDE でプロジェクトを開くと、ワークスペースにビューおよびエディターが特定の配置 (IDE ではパースペクテ
ィブと呼ばれる) で表示されます。ツールは次の図に示す SDx パースペクティブ (デフォルト) で開きます。

図 6:   SDSoC - デフォルト パースペクティブ
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デフォルト パースペクティブには、次のビューおよびエディターが含まれます。
• [Project Explorer] ビュー: プロジェクト フォルダーおよびソース ファイル、ビルド ファイル、ツールで生成され

るレポートをツリー ビューで表示します。
• [Assistant] ビュー: SDSoC アプリケーションの設定の表示および編集、アプリケーションのビルドおよび実行、プ

ロファイリングおよびデバッグ セッションの実行、レポートを開くなどの作業を実行できます。
• エディター エリア: プロジェクト設定、ビルド コンフィギュレーションを表示し、プロジェクトを操作するための

多くのコマンドにアクセスできます。
• コンソール エリア: コマンド コンソール、デザインのガイダンス、プロジェクト プロパティ、ログ、ターミナル

ビューなどの複数のビューを表示します。
• [Outline] ビュー: エディター エリアで開いている現在のソース ファイルのアウトラインを表示します。
• [Target Connections] ビュー: Vivado® ハードウェア サーバー、TCF (Target Communication Framework)、およびク

イック エミュレーター (QEMU) ネットワーキングなどの SDx ツールに接続されるさまざまなターゲットのステ
ータスを表示します。

ビューを閉じるには、ビューのタブ上の [Close] ボタンをクリックします。ビューを開くには、[Window] → [Show
View] をクリックし、該当するビューをクリックします。ビューは IDE 内でドラッグ アンド ドロップして並べ替える
ことができます。
[Window] → [Perspective] → [Save Perspective As] をクリックすると、ビューの配置をパースペクティブとして保存で
きます。これにより、最初のプロジェクト編集、レポート解析、デバッグなどのに合わせてパースペクティブを定義
できます。パースペクティブとして保存しない変更は、ワークスペースに保存されます。ビューのデフォルトの配置
を復元するには、[Window] → [Perspective] → [Reset Perspective] をクリックします。
別のパースペクティブを開くには、[Window] → [Perspective] → [Open Perspective] をクリックします。

SDx (デフォルト) パースペクティブを復元するには、メイン ツールバーの右側にある [SDx] ボタン  をクリック
します。

2: SDSoC 環境

UG1027 (v2018.2) 2018 年 7 月 2 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]
SDSoC 環境ユーザー ガイド  26

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2018.2&docPage=26


第 3 章

SDSoC アプリケーションの作成
SDx ワークスペースの使用
重要: SDSoC™ プラットフォーム環境には Linux ホストが強く推奨されます。ターゲットの Linux OS をサポートする
プラットフォームを作成する場合は、Linux ホストが必要です。
SDx IDE は、デスクトップ アイコンまたはコマンド ラインから次のいずれかの方法で起動できます。
• コマンド プロンプトに「sdx -workspace<workspace_name>」と入力。
• SDx アイコンをダブルクリックしてプログラムを起動。
• Windows OS の [スタート] メニューから起動。
重要: 新しいシェルを開いて SDx™ コマンドを入力する場合、まず settings64.sh ファイルまたは
settings64.csh を読み込んで、ツールへのパスを設定します。これにより、$PATH および $LD_LIBRARY_PATH
環境変数とその他の必要な設定が設定されます。Windows の場合、コマンド シェルから settings64.bat ファイ
ルを実行します。詳細は、『SDSoC 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』 (UG1294)を参
照してください。
SDx IDE が開き、次のようにワークスペースの選択を促がすメッセージが表示されます。

図 7:   SDx ワークスペースの指定

SDx ワークスペースは、プロジェクト、ソース ファイル、ツールでの処理結果を含むフォルダーです。プロジェクト
ごとに個別のワークスペースを定義したり、プロジェクトのタイプ別にワークスペースを定義したりできます。
SDSoC プロジェクトのワークスペースを定義するには、次の手順に従います。
1. [Browse] ボタンをクリックしてワークスペースを指定するか、[Workspace] フィールドに適切なパスを入力しま

す。
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2. [Use this as the default and do not ask again] をオンにすると、指定したワークスペースがデフォルトになり、今
後 SDx を起動したときにこのダイアログ ボックスは表示されなくなります。

3. [OK] をクリックします。
ヒント: 現在のワークスペースは、SDx IDE で [File] → [Switch Workspace] クリックすると変更できます。

これで、SDx ワークスペースが作成されました。

アプリケーション プロジェクトの作成
ヒント: サンプル デザインは、SDSoC™ ツールのインストールに含まれますが、ザイリンクス GitHub リポジトリから
もダウンロードできます。詳細は、付録 A: サンプル デザインの概要 を参照してください。
SDx™ IDE を起動したら、新規 SDx プロジェクトを作成できます。[File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
SDx IDE を初めて起動した場合は、SDx Welcome 画面が開き、次の操作を指定できます。[Create SDx Project] をク
リックします。
New SDx Project ウィザードが開きます。[Project Type] ページで、アプリケーション プロジェクト ([Application]) を
作成するか、プラットフォーム プロジェクト ([Platform]) プロジェクトを作成するかを選択できます。
• [Application]: アプリケーションの一部をプログラマブル ロジック (PL) ファブリックのでアクセサレーションする

ソフトウェア アプリケーションを作成します。
• [Platform]: SDSoC プラットフォームを構成するベース ハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントを定義

します。
[Application ] をオンにし、[Next] をクリックします。

図 8:   New SDx Project ウィザードの [Project Type] ページ

3: SDSoC アプリケーションの作成

UG1027 (v2018.2) 2018 年 7 月 2 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]
SDSoC 環境ユーザー ガイド  28

https://github.com/Xilinx/SDSoC_Examples/
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2018.2&docPage=28


[Create a New SDx Project] ページでプロジェクトの名前を入力します。
[Project name] を指定します。

図 9:   New SDx Project ウィザードの [Create New SDx Project] ページ

[Use default location] がデフォルトでオンになっており、プロジェクトは SDx ワークスペースのフォルダーに保存さ
れます。このオプションをオフにすると、[Location] でプロジェクトを保存するディレクトリを選択できます。
ディレクトリを指定すると、[Choose file system] でデフォルト ファイル システム ([default]) または Eclipse Remote
File System Explorer ([RSE]) を選択できます。
重要: プロジェクトのディレクトリとして SDx ワークスペースの親フォルダーを指定することはできません。

[Next] をクリックします。
次の図に示す [Platform] ページに、アプリケーション プロジェクトに対しては、プラットフォーム ([Platform]) か、デ
バイス サポート アーカイブ (DSA) またはハードウェア定義ファイル (HDF) を使用するアプリケーション ([Hardware
specification (DSA/HDF)]) の 2 つのオプションが表示されます。
プラットフォームをリポジトリに追加するか、プラットフォームを開発してプロジェクトに追加できます。詳細は、
付録 B: プラットフォームおよびリポジトリの管理を参照してください。
定義済みの ZC702 プラットフォームを使用するよう [zc702] を選択し、[Next] をクリックします。
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図 10:   SDSoC プラットフォームの指定

プラットフォームは、ベース ハードウェア デザインを記述する DSA、アクセラレータを宣言されたインターフェイ
スに割り当てるのに使用されるメタデータ、およびオペレーティング システム イメージ (Linux など)、ブートアップ
ファイル、ランタイム ファイルなどを含むソフトウェア環境で構成されます。
SDSoC では、次のボード用に定義済みプラットフォームが提供されています。
• Zynq®-7000

○ zc702

○ zc706

• Zynq® UltraScale+™ MPSoC

○ zcu102
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○ zcu104

○ zcu106

プラットフォームのリストからプロジェクトのターゲット プラットフォームを選択できます。リストされているプ
ラットフォームは、[Filter] リンクをクリックして [Filter] ダイアログ ボックスを開き、ターゲット プラットフォーム
の [Flow]、[Family]、または [Vendor] を指定してフィルターすることもできます。デフォルトでは、[Latest Revision]
がオンになっています。このオプションがオンの場合、リストされているプラットフォームの以前のリビジョンは表
示されません。
重要: プラットフォームの選択によって、SDAccel プロジェクトを使用するか SDSoC プロジェクトを使用するかが決
まります。この選択によって、後に続くプロセスが駆動されるので、プロジェクトには正しいプラットフォームを選
択してください。[Flow] 列に、SDAccel プロジェクトか SDSoC プロジェクトかが示されます。
ターゲット プラットフォームを選択して [Next] をクリックすると、次の図に示す [System Configuration] ページが表
示されます。このページでは、システム コンフィギュレーション ([System Configuration]) とランタイム ([Runtime]) を
ドロップダウン リストから選択します。[System Configuration] ページでは、ハードウェア プラットフォームで実行
されるソフトウェア環境を定義します。ハードウェア プラットフォームのプロセッサのオペレーティング システム
と使用可能なランタイム設定を指定します。
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図 11:   システム コンフィギュレーションの指定

システム コンフィギュレーションを指定する際、[Domain] を選択してプロセッサと OS を指定することもできます。
[Additional Settings] セクションでは、Linux ルート ファイル システム ([Linux Root File System]) と出力タイプ
([Output type]) を指定します。
[Output type] の選択は、作成される SDx プロジェクトのタイプに影響します。デフォルトの出力ファイル タイプは
ELF (Executable Linking File) です。
実行 ELF ファイル ([Executable (elf)])、共有ライブラリ ([Shared Library])、スタティック ライブラリ ([Static Library])、
または C 呼び出し可能な IP ライブラリ ([C-Callable IP Library]) を指定できます。
[C-Callable Library] をオンにすると、C コードから Vivado® IP ブロックへのインターフェイスに使用されるプロジェ
クトが作成されます。[Allow hardware accelerations] をオフにすると、SDK プロジェクトが作成されます。
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システム コンフィギュレーション ([System configuration]) を選択して [Next] をクリックします。次の図に示す
[Templates] ページ表示されます。このページでは、新規プロジェクトのアプリケーション テンプレートを指定しま
す。SDx ツールのインストール エリアの samples ディレクトリに、ソース コードの複数のサンプル テンプレートが
含まれます。
最初は、[Template] ページには [Empty Application] または提供されるアプリケーション テンプレートの 1 つがリスト
されます。
アプリケーション テンプレートには、SDx でアプリケーションを開発するための開始点となるコードが含まれます。
追加の SDx サンプルをダウンロードまたはインストールされているサンプルをアップデートするには、[SDx
Examples] ボタンをクリックします。付録 A: サンプル デザインの概要で説明されているザイリンクス GitHub からサ
ンプルがダウンロードされます。

図 12:   アプリケーション テンプレート

テンプレート プロジェクトは、SDx ツールとアクセラレーション カーネルについて学ぶため、または新規プロジェク
トの基礎として使用できます。テンプレートの選択は必須です。[Empty Application] を選択すると、空のプロジェク
トを作成して、ファイルをインポートして 1 からプロジェクトを作成できます。
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[Finish] をクリックし、SDx New Project ウィザードを閉じてプロジェクトを開きます。

コードの使用
SDx™ 環境には、GUI ベースの IDE のほか、シェル プロンプトからユーザーの指定したコマンド オプションを使用し
て sds++ システム コンパイラを起動するコマンド ラインの制御も含まれます。
アプリケーション コードには、通常 C/C++ ソース ファイル、C/C++ ヘッダー ファイル、および共有またはスタティ
ックな使用目的に作成された ライブラリが含まれます。SDx™ ツールでは、C/C++ ソース コードの関数が認識され
て、ハードウェア アクセラレータに変換できます。SDx™ ツールは、関数引数、関数タイプ、およびその他の適用さ
れた指示子またはプラグマを解析することで、データ ムーバーおよびパイプライン処理されたデータフローを生成し
て、データをアクセラレータに送受信できるようにします。典型的なデータ ソースおよびデータ シンクはメモリおよ
び I/O ストリームです。
SDSoC で生成されるアクセラレータは PL 内に含め、PL リソースにフィットする必要があります。詳細は、SDSoC
アプリケーションのモデルの実行を参照してください。PS および PL 間のインターフェイスは、ユーザーが設定でき
ます。たとえば、SDx ツールでは、ユーザーの C/C++ ソース コードで設定されたインターフェイス ガイダンスを使
用して、自動的に PS-PL 境界間をまたがるデータ ムーバーが生成されます。
SDx プラグマの例を使用して SDx アプリケーションを作成するには、まず [Xilinx] → [SDx Examples] をクリックして
ソース ファイルを取得します。その他の例は、GitHub からダウンロードできます。

ソースのインポート
C/C++ ソースのインポート
SDx™ IDE でプロジェクトを開くと、ソース ファイルをインポートしてプロジェクトに追加できます。ファイルを追
加するには、[Project Explorer]-で src フォルダーを右クリックして [Import Sources] をクリックします。
重要: ソース ファイルをワークスペースにインポートすると、そのファイルがワークスペースにコピーされます。ワー
クスペースを削除すると、ファイルへの変更が失われます。
インポートするソース ファイルを指定できる [Import] ダイアログ ボックスが表示されます。インポートされるソー
スは、アーカイブ、既存プロジェクト、ファイル システム、Git リポジトリなどからのものです。インポートするソ
ース ファイルを選択して [Next] をクリックします。
表示されるダイアログ ボックスは、前の手順で選択したソース ファイルの種類によって異なります。次の図は、ファ
イル システムからソースをインポートした場合の [File system] ダイアログ ボックスを表示しています。
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図 13:   ファイル システムソースのインポート

[File System] ダイアログ ボックスでは、システム内のフォルダーを探して、プロジェクトにインポートするファイル
を選択できます。複数フォルダーからファイルを選択して、インポート先のフォルダーを指定できます。[Overwrite
existing resource without warning] をオンにすると、単に既存ファイルが上書きされ、[Create top-level folder] をオン
にすると、ファイルがソース ファイル構造と同じディレクトリ構造でインポートされます。このチェック ボックスが
オフ (デフォルト) の場合は、ファイルが [Into folder] オプションにリストされるフォルダーにインポートされます。
Windows OS では、Windows Explorer からドラッグ アンド ドロップして、ファイルを追加できます。Windows
Explorer でファイルまたはフォルダーを選択して、SDx IDE の [Project Explorer] ビューで src フォルダーまたは別の
適切なフォルダーにドロップします。この場合、次の図のように、ファイルをどのように追加するか尋ねるメッセー
ジが表示されます。
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図 14:   ファイルおよびフォルダーの操作

ファイルおよびフォルダーをプロジェクトにコピーしたり、ファイルへリンクを追加したり、仮想フォルダーのファ
イルにリンクしたりできます。[Configure Drag and Drop Settings] オプションへのリンクもあり、このようなタイプ
のドラッグ アンド ドロップがデフォルトで処理されるように指定できます。これらの設定には、[Windows] →
[Preferences] メニュー コマンドからもアクセスできます。
ソース ファイルをプロジェクトに追加したら、コンフィギュレーション、コンパイル、アプリケーションの実行を開
始できます。
推奨: コードを変更した場合は (ハードウェア関数への変更を含む)、ソフトウェアのみのコンパイルを実行し直して、
変更によってプログラムに悪影響が出ないかどうかを確認すると有益です。ソフトウェアのみのコンパイルは、フル
システム コンパイルよりもかなり高速です。

C 呼び出し可能な IP ライブラリのインポート
C/C++ ソース ファイルだけでなく、C 呼び出し可能な IP ライブラリ (arm.a スタティック ライブラリ ファイルとし
てパブリッシュされる) を使用した既存のハードウェア関数もデザインに組み込むことができます。C 呼び出し可能
な IP を使用したコード例は、SDSoC™ インストール ディレクトリの samples/rtl ディレクトリに含まれています。
SDx IDE では、独自の C 呼び出し可能な IP ライブラリを作成して追加することもできます。
注記: スタティック ライブラリ (.a ファイル) は、プロジェクトに追加する前に適切な Arm® プロセッサ (Cortex™-A9
または Cortex-A53) 用にビルドし直しておく必要があります。C 呼び出し可能 IP に関連するヘッダー ファイル (.h)
をプロジェクトに追加する方法は、次のとおりです。
1. [Project Explorer] ビューでプロジェクトを右クリックします。
2. [SDS++ Linker] → [Libraries] → [C/C++ Build Settings] をクリックします。
3. libname_without_leading_lib_text_characters を -l ライブラリ リストに追加します。
4. libname.a ソース ファイルを含むディレクトリを -L ライブラリ検索パスに追加します。
5. [Apply] をクリックします。
6. [OK] をクリックします。
7. C 呼び出し可能 IP のヘッダー ファイル (.h) がプロジェクト ソース ツリーに必ず含まれるようにしてください。
8. プロジェクトをビルドします。
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C 呼び出し可能 IP ライブラリを作成および使用する詳細は、4: C 呼び出し可能な IP ライブラリを参照してください。

ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択
最初のタスクは、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して、ハード
ウェアで実行した場合に全体的なアプリケーション パフォーマンスが大幅に向上するようにすることです。
アクセラレーションする関数をマークする前に、まずソフトウェアをプロファイルする必要があります。限られた外
部制御ロジックを使用した自己完結型の計算集約関数から開始することをお勧めします。特に、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にお勧めしま
す。SDSoC インストールに含まれるプラットフォームの 1 つでアプリケーションをビルドして実行すると、Arm® プ
ロセッサの計算集約関数がどれかわかります。
SDSoC 環境に含まれる各プラットフォームにはビルド済みの SD カード イメージが含まれ、ハードウェア プラット
フォームにアクセラレーション用に選択された関数がない場合は、この SD カード イメージから、アプリケーション
コードをブートおよび実行できます。この方法でアプリケーションを実行すると、元のアプリケーション コードをプ
ロファイルして、どれをアクセラレーションするか判別できます。
アプリケーションのプロファイルについては、6: プロファイリングおよび最適化を参照してください。詳細は、

『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235)も参照してください。
ハードウェアに移動する関数を指定したら、ウィンドウの [Add Hardware Functions] 部分から関数を選択できます。
ヒント: 編集エリアにウィンドウが開いていない場合は、[Project Explorer] ビューから <project>.sdx ファイルを
ダブルクリックするか、[Assistant] ビューでプロジェクトを右クリックして [Add Hardware Function] をクリックする
と開くことができます。

プロジェクト ウィンドウの [Hardware Functions] ボタン  をクリックして、プログラムに含まれている関数のリス
トを表示します。[Add Hardware Functions] ダイアログ ボックスが表示され、デフォルトで main 関数のコールグラ
フの関数リストから 1 つまたは複数の関数が選択できます。
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図 15:   [Add Hardware Functions] ダイアログ ボックス

[Add Hardware Functions] ダイアログ ボックスでハードウェア アクセラレーション用の関数を選択して [OK] をクリ
ックします。
関数のリストは、プロジェクト ウィンドウの [Options] パネルで定義されるように [Root function] から始まり、デフ
ォルトでは main に設定されています。[Root function] は、[Browse] ( ) をクリックし、別のルートを選択すると
変更できます。
関数は、次のように [Application Project Setttings] の [Hardware Functions] パネルに表示されます。
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図 16:   [Hardware Function] パネル

ヒント: [Add Hardware Function] にあるはずの関数が見当たらない場合、[Project Explorer] ビューでそのソース ファ
イルを見つけ、ソースのアウトラインを展開し、関数を右クリックして [Toggle HW/SW] をクリックします。
CPU で実行するために最適化されている関数をプログラマブル ロジックに移動するときは、通常コードを変更して全
体的なパフォーマンスを改善する必要があります。詳細は、『SDSoC 環境プログラマ ガイド』 (UG1278) の「ハード
ウェア関数のプログラム」セクションを参照してください。
xfOpenCV ライブラリを使用するアクセラレータの場合は、[Project Explorer] ビューでプロジェクト内の関連するヘ
ッダー ファイルを右クリックして [Toggle Hardware] をクリックします。詳細は、『ザイリンクス OpenCV ユーザー
ガイド』 (UG1233)を参照してください。

クロック周波数の選択
ハードウェア関数を選択したら、その関数を実行するためのクロック周波数またはデータ モーション ネットワーク
クロックを選択する必要があることがあります。
各プラットフォームでは 1 つまたは複数のクロック ソースがサポートされており、クロック ソースは『SDSoC 環境
プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)で説明されるように、プラットフォーム開発者により定義されます。ハード
ウェア関数のクロック周波数を設定すると、ハードウェア関数ロジックのクロック設定と関連するデータ ムーバーも
指定されます。データ モーション ネットワークのクロック周波数を設定すると、axi_lite 制御バスに使用されるクロ
ックも指定されます。デフォルトでは、データ モーション ネットワークとシステム生成中に生成されたハードウェア
アクセラレータはクロックを共有します。データ モーション ネットワークのクロックとハードウェア関数のクロッ
クは、SDx™ IDE またはコマンドラインから選択できます。
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使用可能なプラットフォーム クロックは、[Application Project Settings] の [General] オプションで [Platform] リンク
をクリックすると表示できます。これには、使用可能なクロック周波数を含めたプラットフォームの詳細が表示され
ます。

図 17:   SDx™ IDE - [General]

重要: 選択したクロックが高速な場合は、ハードウェア システムでインプリメントできないものもあるので注意して
ください。この問題が発生した場合は、クロック周波数を削減します。
関数のクロックは、SDx™ プロジェクト ウィンドウの [Hardware Functions] に表示されます。
次の図の mmult のように、リストから 1 つの関数を選択し、[Clock Frequency] 列でクリックして、プルダウン メニ
ューからその関数のクロック周波数を指定します。

図 18:   関数のクロック周波数の選択

データ モーション クロック周波数は、SDx プロジェクト ウィンドウの [Options] の [Data motion network clock
frequency] プルダウン メニューから指定できます。[Data motion network clock frequency] メニューにプラットフォ
ームで使用可能なクロックがリストされます。
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図 19:   データ モーション ネットワーク クロック周波数

コマンド ライン オプション
次の例のように、クロック周波数はコマンド ラインでハードウェア アクセラレータかデータ モーション ネットワー
クに設定できます。
コマンド ラインから関数のクロック周波数を設定するには、クロック ID (clkid) を使用します。

$ sds++ -c mmult.cpp -o mmult.o -sds-pf zc702 -sds-hw mmult mmult.cpp -
clkid 1 -sds-end

データ モーション クロック周波数を選択するには、コマンドラインで -dmclkid オプションを使用します。次に例
を示します。

$ sds++ -sds-pf zc702 -dmclkid 1 

次のコマンドを使用すると、プラットフォームに使用可能なクロックを確認して、クロック ID を決定できます。

sds++ -sds-pf-info <platfom_name>
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SDSoC プロジェクトのビルド
ソース コードを追加して、アクセラレーションする関数を見つけて、アクセラレータとデータ ムーバー クロック周
波数を選択したら、ハードウェア ターゲットまたはエミュレーション ターゲット用にビルドができます。
ハードウェア ターゲットの場合は、ハードウェア ターゲットの指定を参照してください。
エミュレーション ターゲットの場合は、システム エミュレーションの実行を参照してください。
次のセクションでは、ハードウェア プロジェクト ビルドをターゲットにする SDx™ プロジェクトについて説明しま
す。

ハードウェア ターゲットの指定
[Build] ボタン ( ) をクリックするか、[Project Explorer] ビューでプロジェクト名を右クリックして [Build Project] を
クリックします。
[Assistant] ビューで[Debug [Hardware]] または [Release [Hardware]] を右クリックしてビルドを開始します。
Debug [Hardware] を右クリックし、[Build] をクリックします。

図 20:   [Assistant] ビュー

オンにしたプロジェクト オプションでビットストリームおよびブータブル SD カード イメージが生成されます。ビ
ルド プロセスでは、コンパイル ログ ファイルとデータ モーション ネットワーク レポートも生成され、[Assistant] ビ
ューからアクセスできるようになります。
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図 21:   ビルドの開始

ビルド プロセスの結果、ターゲット ボードでブートおよび実行するための SD カード ファイルが生成されます。
[Open] → [Open in Project Explorer] を右クリックおよびクリックすると、生成されたファイルのセットが [Assistant]
ビューに表示されます。
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図 22:   ビルドの結果

SDx では、コンパイル プロセスの詳細なレポートが作成され、Debug/_sds/reports ディレクトリに保存されま
す。これらのファイルには、[Project Explorer] ビューまたは [Assistant] ビューからアクセスできます。次の図は、
[Project Explorer] ビューで reports ディレクトリを展開して、sds.log コンパイル ログ ファイルを表示したところ
を示しています。
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図 23:   コンパイル ログ

アクセラレータを作成するために IDE で実行される同等のシステム コンパイラ コマンドを示すログ ファイルの抜粋
が、行列乗算および行列加算例の一部として追加されています (次を参照)。プラットフォームが -sds-pf オプション
で識別され、関数名とその定義ソース ファイルを -sds-hw および -sds-end ハードウェア関数オプション間に置い
て各アクセラレーション関数が識別されています。アクセラレータのクロック ID も、-clkid オプションを設定する
ことで、ハードウェア関数オプション内で選択されています。
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madd() 関数のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I"../src" -c -fmessage-length=0 -MT"src/madd.o"\
 -MMD -MP -MF"src/madd.d" -MT"src/madd.o" -o "src/madd.o" "../src/
madd.cpp"\
 -sds-hw mmult mmult.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-hw madd madd.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-sys-config linux -sds-proc linux -sds-pf "zc702"

main() 関数のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I "../src" -c -fmessage-length=0 -MT"src/main.o"\
 -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.o" -o "src/main.o" "../src/
main.cpp"\
 -sds-hw mmult mmult.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-hw madd madd.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-sys-config linux -sds-proc linux -sds-pf "zc702"

mmult() 関数のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I"../src" -c -fmessage-length=0 -MT"src/mmult.o"\
 -MMD -MP -MF"src/mmult.d" -MT"src/mmult.o" -o "src/mmult.o" "../src/
mmult.cpp"\
 -sds-hw mmult mmult.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-hw madd madd.cpp  -clkid 2 -sds-end\
 -sds-sys-config linux -sds-proc linux -sds-pf "zc702"

コンパイルされたオブジェクト ファイルは、この後 SDx ツールでリンクされ、行列乗算と行列加算の例 (アプリケー
ション コードとアクセラレーション関数を開始するコードを含む) に対して 1 つの実行ファイルが生成されます。こ
の実行ファイルは、-sds-sys-config および -sds-proc オプションで指定されるように、Linux をターゲットに
します。
オブジェクト ファイルをリンクして実行ファイル (ELF) と SD カード用のブート ファイルを生成します。

sds++ --remote_ip_cache /sdx_wksp_ex_mmult_madd/ip_cache -o 
"ex_mmult_madd.elf"\
 ./src/madd.o ./src/main.o ./src/mmult.o\
 -dmclkid 2 -sds-sys-config linux\
 -sds-proc linux -sds-pf "zc702"

XP オプション: Vivado ビルドを制御するアドバンス機能
sds++ システム コンパイラは自動的に Vivado® デザイン ツールを起動してハードウェア システムをインプリメン
トしますが、Vivado ツール オプションに精通したユーザーの場合は、コマンド ラインで引数を渡して、フローをさ
らにカスタマイズすることもできます。sds++ システム コンパイラの -xp オプションを使用すると、parameter-
value または property-value のペアを Vivado に渡してアクセラレータのインプリメンテーションを指定できま
す。
次は、Vivado 合成オプションを指定する例です。

sds++ <command_options> -xp 
"vivado_prop:run.synth_1.STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.POST=<full path to 
postsynth.tcl>"
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この例では、-xp オプションで Vivado Tcl ファイルの合成後の実行を指定しています。-xp オプションは、1 つのシ
ステム コンパイラ呼び出しに対してのみ指定できます。
ただし、合成およびインプリメンテーション ストラテジでは、sds++ コマンドが直接 -impl-strategy および -
synth-strategy オプションを使用するので、-xp オプションは使用されません。
次に例を示します。

sds++ <command_options> -synth-strategy <strategy_name>

sds++ <command_options> -impl-strategy <strategy_name>

sds++ <command_options> -synth-strategy <strategy_name> -impl-strategy 
<strategy_name>

IDE を使用する場合、[Project Explorer] ビュー内でプロジェクトを右クリックして、[C/C++ Build Settings] → [SDS++
Linker] → [Miscellaneous] ツール設定から -xp オプションを指定できます。
詳細は、次のリソースを参照してください。
• 『Vivado Design Suite Tcl コマンド リファレンス ガイド』 (UG835: 英語版、日本語版))

• 『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: 合成』 (UG901

• 『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: インプリメンテーション』 (UG904: 英語版、日本語版)

• 『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235)

• 『SDx コマンドおよびユーティリティ リファレンス ガイド』 (UG1279)
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システム エミュレーションのターゲット指定
ハードウェア関数が認識されたら、ロジックをコンパイルし、システム全体 (PS および PL) をザイリンクス ベース プ
ラットフォーム (zc702、zc706、zcu102、zcu104、zcu106 など) 上で SDSoC™ エミュレーションを使用して検証しま
す。システム エミュレーションを使用すると、ビットストリームなしで、全ビットストリーム コンパイルと同レベル
の精度でシステムを検証およびデバッグできます。これにより、デザイン イテレーション時間が削減され、デバッグ
サイクルをすばやく繰り返すことができます。
システム エミュレーションを有効にするには、編集エリアで [Target] フィールドの [Emulation] をオンにします。

図 24:   エミュレーション ターゲット

SDSoC エミュレーションには、[Debug] モードと [Optimized] モードが含まれます。これらのモードは、[Emulation
Model] で指定できます。
• [Debug]: RTL 生成およびハードウェア関数を含む IP インテグレーター ブロック デザインからシステムを構築し、

デザインのビヘイビアー シミュレーションを実行して、結果を解析しやすいように波形ビューアーに表示します。
コードに論理的な問題がある場合は、このオプションを使用してください。

• [Optimized]: バッチ モードでビヘイビアー シミュレーションを実行し、波形データなしの結果を返します。
[Optimized] の方が速いのですが、[Debug] モードよりも表示される情報は少なくなります。
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PL ハードウェア エミュレーションから波形データを取り込んで確認およびデバッグするには、[Debug] プルダウン
メニュー オプションを選択します。ハードウェア デバッグ情報を取り込まずに、エミュレーションを高速に実行する
には、[Optimized] オプションを選択します。

エミュレーション オプションを指定したら、[Build] ( ) コマンドをクリックしてアクティブなビルド コンフィギュ
レーションをコンパイルします。[Build] コマンドにより、システム コンパイラが起動され、アプリケーション プロ
ジェクトが構築されます。ビルド コンフィギュレーションには、次の 2 つのコンフィギュレーションがあります。
• [Debug]: ソフトウェア デバッグで使用されるプロジェクトがコンパイルされます。コンパイラによりデバッガー

で使用される追加情報が生成され、コードをステップ スルーできるようになります。
• [Release]: コンパイラでコード サイズとアプリケーションの実行時間の削減が試みられます。デバッグ コードが

削除されるので、このモードではデバッグはできません。
ヒント: [Debug] と [Release] モードは、ソフトウェア コードがコンパイルされる方法を指定するもので、ハードウェ
ア関数のコンパイルおよびインプリメンテーションには影響しません。
[Assistant] ビューで [Debug[Emulation]] → [Build] をクリックすると、ビルドを開始できます。
次の図に示すように、SDSoC エミュレーションが終了したら、[Assistant] ビューにデータ モーション ネットワーク
レポートとコンパイル ログがリストされます。

図 25:   [Assistant] ビューの表示

ビルド プロセスには、アプリケーション コード、ハードウェア関数のサイズ、選択したオプションなどによって時間
がかかることがあります。ハードウェア関数をコンパイルするため、ツール スタックには SDx、Vivado HLS、および
Vivado シミュレータが含まれ、波形が必要な場合に起動されます。
システムがエミュレーション用にコンパイルされたら、[Xilinx] → [Start/Stop Emulator] メニュー コマンドまたはコマ
ンド ラインから sdsoc_emulator を使用してシステム エミュレーターを起動できます。
[Start/Stop Emulator] ダイアログ ボックスでエミュレーション モードに [Debug] を選択すると、波形の有無を指定し
てエミュレーションを実行できます。エミュレーション モードを [Optimized] に設定すると、[Show waveforms] チェ
ック ボックスは無効になり、変更できません。
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図 26:   [Start/Stop Emulator] ダイアログ ボックス

[Show Waveform] をオフにすると、ソース コードの print 文の結果も含め、すべてのシステム メッセージが [Emulation
Console] ビューに表示されます。これらのメッセージには、ハードウェア関数に送受信される値や、アプリケーショ
ンが問題なく実行されたことを示すメッセージもあり、PL で実行されるソース コードと PS で実行されるコンパイル
済みハードウェア関数に論理的な問題なかったことを確認できます。
[Show Waveform] オプションをオンにすると、コンソール ウィンドウと同じ機能が使用できるようになるほか、PL
に含まれる iP のビヘイビアー シミュレーションが実行されて波形ウィンドウに表示されます。波形ウィンドウには、
時間の経過に応じたハードウェア関数の信号値が表示されます。[Show Waveform] をオンにする場合、エミュレーシ
ョンの開始前に信号を手動で波形ウィンドウに追加しておく必要があります。[Scopes] ウィンドウを使用してデザイ
ン階層を確認し、[Object] ウィンドウで監視する信号を選択し、右クリックでその信号を波形ウィンドウに追加しま
す。[Run] → [Run All] をクリックし、波形ウィンドウのアップデートを開始します。Vivado® シミュレータの波形ウ
ィンドウの詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: ロジック シミュレーション』 (UG900: 英語版、日本語版)
を参照してください。
注記: RTL 波形を表示して実行すると、実行時間は長くなりますが、ハードウェア関数の動作を詳細に解析できます。
システム エミュレーションを開始するには、[Project Explorer] ビューでアクティブ プロジェクトを選択し、右クリッ
クで [Run As] → [Launch on Emulator] メニュー コマンド、または [Debug As] → [Launch on Emulator] メニュー コマン
ドをクリックします。エミュレーターを [Debug As] メニューから起動すると、パースペクティブが [Debug] パースペ
クティブに変更され、ウィンドウおよびビューがプロジェクトのデバッグに適した配置になります。パースペクティ
ブの変更に関する詳細は、SDx GUI の使用を参照してください。
コンソール ウィンドウにプログラム出力が表示されます。[Show Waveform] オプションを選択した場合は、RTL 波形
のハードウェア関数にも該当する反応が表示されます。コードの実行中の一時停止でも、ボードで実行される FPGA
と同様、RTL-PL 波形は続けて実行されてアップデートされます。
エミュレーションは [Xilinx] → [Start/Stop Emulator] のあと [Stop] をクリックすると停止できます。
次の図は、クイック エミュレーション (QEMU) コンソールを使用したシステム エミュレーションのセッションを示し
ています。
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図 27:   QEMU コンソール

次の図に示すように、波形オプションを選択して [Run All] をクリックすると、PL 波形が表示されます。
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図 28:   波形ウィンドウ

[Assistant] ビューで [Debug] → [Run] → [Launch on Emulator (SDx Application Debugger)] を右クリックします。
エミュレーションの詳細は、 『SDSoC 環境デバッグ ガイド』 (UG1282: 英語版、日本語版) を参照してください。
ヒント: エミュレーションのデモのサンプル プロジェクトを生成するには、[Emulation Example] テンプレートを使用
して新しい SDx プロジェクトを作成します。プロジェクトの README.txt ファイルには、SDx GUI およびコマンド
ラインの両方でエミュレーションを実行する手順が含まれています。

sdscc/sds++ の起動に関するガイドライン
sds++ システム コンパイラには、標準 makefile に簡単に統合されるコマンド ライン インターフェイスが含まれま
す。<sdx_root>/samples に含まれるサンプル ファイルには、それぞれコマンド ラインの起動を示す makefile が
含まれます。また、SDSoC™ IDE では、C++ ファイルに対して sds++、C ファイルに対して sdscc を起動する
makefile が生成されますが、sds++ でコンパイルする必要があるのは次のようなコードを含むソース ファイルのみで
す。
• ハードウェア アクセラレーションされた関数を定義。
• ハードウェア アクセラレーションされた関数を呼び出し。
• ハードウェア関数に送信されるバッファーを割り当てまたはメモリ マップするためなどに sds_lib 関数を使用

するコード。
• 上記の下流にある呼び出しグラフの推移閉包に関数を含むファイルを使用。
大型のソフトウェア プロジェクトには、sds++ で生成されたハードウェア アクセラレータおよびデータ モーション
ネットワークに関連しない多数のファイルおよびライブラリが含まれている可能性があります。その他のソース フ
ァイルは、Arm® GNU ツールチェーンで問題なくコンパイルできます。
sds++ コンパイラで生成されたハードウェア システム (xfOpenCV ライブラリなど) に関連しないソース ファイルに
対してエラーがレポートされた場合は、それらのファイルを sds++ ではなく gcc/g++ でコンパイルしてください。
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sdscc/sds++ -help オプションを使用すると、使用可能なシステム コンパイラのオプションと簡単な説明は表示
されます。

sdscc -help
sds++ -help            

使用可能なプラットフォームの名前、説明、システム コンフィギュレーションは -sds-pf-list オプションでリス
トできます。

sds++ -sds-pf-list

次のコマンドを使用すると、特定のザイリンクス デバイス、使用可能な周波数、およびクロック ID などのプラット
フォームの詳細を表示できます。

-sds-pf-info

たとえば、zcu102 プラットフォームの詳細は、次のコマンドの platform_name の部分を zcu102 に置き換えると
表示されます。

sds++ -sds-pf-info <platform_name>
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第 4 章

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

図 29:   C 呼び出し可能ライブラリの作成および使用

SDSoC アプリケーションは C 呼び出し可能な IP ライブラリを使用して、VHDL または Verilog などのハードウェア記
述言語で記述された、もしくは Vivado HLS などの高位合成ツールを使用して記述されたザイリンクス Vivado® パッ
ケージの IP にアクセスできます。ハードウェア特有の最適化またはマイクロアーキテクチャの方が HDL を使用して
インプリメントしやすく、C 呼び出し可能なライブラリ内に含めて供給できることがあります。
C 呼び出し可能な IP ライブラリを使用すると、ソフトウェア ライブラリのデザイン再利用の柔軟性が上がり、最適
化されたハードウェア IP ブロックのパフォーマンスも上がります。ボトムアップ アプローチを使用すると、個別の
IP ブロックを C 呼び出し可能なライブラリに含めるよりも前に設計、インプリメント、およびテストして、広い範囲
で使用できるようにできます。ハードウェア アクセラレーションされた関数のライブラリにより、ハードウェアおよ
びソフトウェア開発チームは詳細な下位レベルのインプリメンテーションしなくても、機能的なインターフェイスを
認識したままでいられるようになります。
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C 呼び出し可能な IP ライブラリの作成
SDx™ をインストールすると、<SDx_Install_Dir>/samples/rtl ディレクトリに C 呼び出し可能な IP のサンプ
ル デザインが含まれます。axis_arraycopy には、Vivado®-パッケージの IP と libarraycopy.a ライブラリを作
成するのに使用されたファイルが含まれます。arraycopy.hpp ヘッダー ファイルには、パッケージされた IP に含
まれるハードウェア関数に関連したソフトウェア関数宣言が含まれます。component.xml には、SDx IDE とライブ
ラリをビルドするために連動する sdx_pack ツールで使用されるメタデータが含まれます。
SDx IDE を起動し、ワークスペース (例: sdx_workspace) を使用して C 呼び出し可能な IP ライブラリの [Output type]
を指定して、アプリケーション プロジェクトを作成します ([File] → [New] → [SDx Project])。
このプロジェクト名がライブラリ名に使用されます。ライブラリ名は lib で始まり、.a で終了します
(lib<project_name>.a)。
次の表は SDx™ IDE を使用してライブラリを作成するのに必要な動作をリストしています。各表の一番上の行には、
各タスクを開始する SDx IDE メニューを表示します。
• [ダイアログ ボックス] 列には、その後に表示されるダイアログ ボックスの名前をリストします。
• [選択] および [動作] 列には、そのタスクを終了するために設定する必要のあるダイアログ ボックスの項目を示し

ます。
この表には、次の手順が含まれます。
1. C 呼び出し可能 IP ライブラリのアプリケーション プロジェクトを作成します。

• ライブラリはそれぞれ特定の board_family, cpu_type, OS_type タプル用に作成されます。
2. SDx インストールの samples/rtl ディレクトリからソース ファイルをインポートします。

• ヘッダーファイルとパッケージされた IP の両方をインポートします。
3. ヘッダー ファイル (.hpp) と IP メタデータ ファイル (component.xml) を見つけて、C 呼び出し可能な IP ライ

ブラリをビルドするための入力に使用します。
重要: この手順よりも前に、手順 2 (ソースのインポート) が終了しているようにしてください。
4. C 呼び出し可能な IP ライブラリの各関数の引数をハードウェア IP にマップする方法を指定します。
表 4:   [File] → [New] → [SDx Project]

[File] → [New] → [SDx Project]

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
Project Type Application [Next] をクリック。
Create a New SDx Project Project name: arraycopy

Use default location オン。
[Next] をクリック。

Platform Type: Platform

Name zc702

[Next] をクリック。
System Configuration System configuration: Linux

Runtime: C/C++
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表 4:   [File] → [New] → [SDx Project] (続き)

[File] → [New] → [SDx Project]

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
Domain: linux

(プリセット) CPU: cortex-a9

(プリセット) OS: linux

Linux Root File System: オフのまま。
Output type C-Callable Library

Allow hardware acceleration オン (デフォルト)

[Next] をクリック。
Templates Empty Application [Finish] をクリック。

表 5:   [Import Source] ダイアログ ボックスのオプション
ソースのインポート

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
File system From directory: axis_arraycopy ディレクトリを参

照。
[OK] をクリック。

Files: src/arraycopy.hpp オン。
Directory: ip オン。
Into folder: arraycopy/src

[Finish] をクリック。

表 6:   IP Customization → Add IP Customizations 

[IP Customization] ウィンドウで [Add IP Customizations] をクリック ("h" が図案になったファイル アイコン)

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
Add IP Customizations Header File: 参照ボタンをクリック。

Files: arraycopy.hpp. を選択。
Qualifier: src/src/arraycopy.hpp. を選

択。
[OK] をクリック。

IP Path: 参照ボタンをクリック。
Files: component.xml. を選択。
Qualifier: src/ip/component.xml. を選択。

[OK] をクリック。
Accelerator control: Protocol: AXI

Port:s_axi_lite

Offset:0.

[OK] をクリック。
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この axis_arraycopy サンプルでは、提供されている samples/rtl/axis_arraycopy/src/Makefile の内容
を使用してダイアログ ボックスのオプションが指定されます。
component.xml およびその IP ブロックに関連付けられた register_map.txt ファイル (提供されている場合) も
クエリ検索されて、その関数引数をハードウェアにマップする方法を取得できます。
表 7:   [IP Customization] → [Add Function Mapping] 

[IP Customization] → [Add Function Mapping] (+ アイコン)

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
Add Function Mapping Function name: 右側の ++ アイコンをクリック。

arraycopy. を選択。
[OK] をクリック。

Arguments mapped to AXI4-Lite
Interface:

[Add Function Argument Map] (+ アイコン)

Argument: M

AXI4-Lite interface: s_axi_lite

Direction: IN

Offset: 16

[OK] をクリック。
Arguments mapped to AXIS interface: [Add Function Argument Map] をクリック (+ アイコン)

Argument: A

AXIS interface: A

Direction IN

[OK] をクリックします。
Arguments mapped to AXIS interface: [Add Function Argument Map] (+ アイコン)

Argument: B

Empty Application AXIS interface: B

Direction: OUT

[OK] をクリック。
[Add Function Mapping] ダイアログ ボックスの設定を終了。 [OK] をクリック。

C 呼び出し可能な IP ライブラリは、アプリケーションのビルド出力ディレクトリ (この例の場合、debug ディレクト
リ) に lib<application>.a (この例の場合 libarraycopy.a) という名前で生成されます。
C 呼び出し可能な IP ライブラリは、SDx IDE だけでなく、コマンド ラインで sdx_pack ツールを直接起動しても作
成できます。axis_arraycopy サンプル デザインに対して SDx IDE で実行した動作と同等の sdx_pack コマンド
は、次のとおりです。

sdx_pack -header arraycopy.hpp -lib libarraycopy.a \
-func arraycopy -map A=A:in -map B=B:out -map M=s_axi_lite:in:16 -func-end 
\
-ip ../ip/component.xml -control AXI=s_axi_lite:0 \
-target-family zynq -target-cpu cortex-a9 -target-os standalone \
-verbose
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注記: C 呼び出し可能な関数とその引数マップは、sdx_pack 呼び出しの -func および -func-end オプションの間
にリストされます。
axis_arraycopy サンプルは、1 つのアクセラレータ関数を含むライブラリです。その他のサンプル、特に mfa_ で
始まるサンプルは、マルチファンクション アクセラレータ (MFA) ライブラリで、複数の関数が 1 つの IP ブロックに
マップされています。mfa_scalar_128_none サンプルの sdx_pack コマンドでは、libmfa.a が生成されます。
C 呼び出し可能な IP ライブラリには、次のコード例に示すように 8 つの関数が含まれます。アクセラレータ ライブ
ラリは制御プロトコル none を使用しているので、ユーザーが明示的に IP を制御することを意味しています。この
MFA サンプルでは、AXI4-Lite インターフェイスにマップする 128 ビットのスカラー関数引数のほか、マスター AXI4-
Stream インターフェイスにマップする 128 ビットの配列引数も使用しています。

sdx_pack -header mfa.hpp -I inc -lib libmfa.a \
-func mfa_reset -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-func mfa_init -map inA=inA:in -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-func mfa_copy -map outB=outB:out -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-
end \
-func mfa_sum -map result=axi_AXILiteS:out:0x2c -map 
inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-func mfa_status -map return=axi_AXILiteS:out:0x10 -map 
inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-func mfa_status2 -map status=s_axi_AXILiteS:out:0x10 -map 
inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-func mfa_result -map result=s_axi_AXILiteS:out:0x2c -func-end \
-func mfa_stop -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x40 -func-end \
-ip ../ip/component.xml -control none \
-add-ip-repo ../dummy_ip  \
-add-ip-repo ../dummy_ip_repo \
-target-family zynq -target-cpu cortex-a9 -target-os linux -verbose

C 呼び出し可能なライブラリの MIFA タイプのもう 1 つの例は、mfa_scalar_axi アクセラレータです。このアク
セラレータ ライブラリでは、汎用の AXI4-Lite 制御プロトコルを使用し、AXI4-Lite インターフェイスにマップするス
カラー関数引数のほか、マスター AXI4 インターフェイスにマップする配列引数を使用しています。

sdx_pack -header mfa.hpp -I inc -lib libmfa.a \
    -func mfa_reset -map status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 -map 
inst=s_axi_AXILiteS:in:0x34 -func-end \
    -func mfa_init -map inA=s_axi_AXILiteS:in:0x10,m_axi_inA:in -map 
status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 \
          -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x34 -func-end \
    -func mfa_copy -map outB=s_axi_AXILiteS:in:0x18,m_axi_outB:out -map 
status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 \
          -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x34 -func-end \
    -func mfa_sum -map result=s_axi_AXILiteS:out:0x28 -map 
status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 \
          -map inst=s_axi_AXILiteS:in:0x34 -func-end \
    -func mfa_status -map status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 -func-end \
    -func mfa_stop -map status=s_axi_AXILiteS:out:0x20 -map 
inst=s_axi_AXILiteS:in:0x34 -func-end \
    -ip ../ip/component.xml -control AXI=s_axi_AXILiteS:0x0 \
    -target-family zynq -target-cpu cortex-a9 -target-os linux -verbose
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mfa_scalar_axi サンプルで使用される AXI4-Lite 制御プロトコル信号のビットレベルの定義を示すレジスタ マッ
プについては、mfa_scalar_axi/ip/register_map.txt ファイルと次の抜粋を参照してください。通常、IP レ
ジスタ マップ情報は IP 開発者から提供されます。

// ==============================================================
// File generated by Vivado(TM) HLS - High-Level Synthesis from C, C++ and 
SystemC
// Version: 2018.2
// Copyright (C) 1986-2018 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
// 
// ==============================================================

// AXILiteS
// 0x00 : Control signals
//        bit 0  - ap_start (Read/Write/COH)
//        bit 1  - ap_done (Read/COR)
//        bit 2  - ap_idle (Read)
//        bit 3  - ap_ready (Read)
//        bit 7  - auto_restart (Read/Write)
//        others - reserved
// 0x04 : Global Interrupt Enable Register
//        bit 0  - Global Interrupt Enable (Read/Write)
//        others - reserved
// 0x08 : IP Interrupt Enable Register (Read/Write)
//        bit 0  - Channel 0 (ap_done)
//        bit 1  - Channel 1 (ap_ready)
//        others - reserved
// 0x0c : IP Interrupt Status Register (Read/TOW)
//        bit 0  - Channel 0 (ap_done)
//        bit 1  - Channel 1 (ap_ready)
//        others - reserved
// 0x10 : Data signal of inA_offset
//        bit 31~0 - inA_offset[31:0] (Read/Write)
// 0x14 : reserved
// 0x18 : Data signal of outB_offset
//        bit 31~0 - outB_offset[31:0] (Read/Write)
// 0x1c : reserved
// 0x20 : Data signal of status
//        bit 31~0 - status[31:0] (Read)
// 0x24 : Control signal of status
//        bit 0  - status_ap_vld (Read/COR)
//        others - reserved
// 0x28 : Data signal of result
//        bit 31~0 - result[31:0] (Read)
// 0x2c : Data signal of result
//        bit 31~0 - result[63:32] (Read)
// 0x30 : Control signal of result
//        bit 0  - result_ap_vld (Read/COR)
//        others - reserved
// 0x34 : Data signal of inst
//        bit 31~0 - inst[31:0] (Read/Write)
// 0x38 : reserved
// (SC = Self Clear, COR = Clear on Read, TOW = Toggle on Write, COH = 
Clear on Handshake)
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C 呼び出し可能な IP ライブラリの mfa_fir サンプルでは、AXI4-Stream インターフェイス、24 ビット データ型を
使用して、制御プロトコルを none に指定した IP パラメーターがインスタンシエートされます。

 ibfir.a: fir.hpp
    sdx_pack -header fir.hpp -lib libfir.a \
    -func fir -map X=S_AXIS_DATA:in -map Y=M_AXIS_DATA:out -func-end \
    -func fir_reload -map H=S_AXIS_RELOAD:in -func-end \
    -func fir_config -map H=S_AXIS_CONFIG:in -func-end \
    -ip ../ip/fir_compiler_v7_2/component.xml -control none \
    -param DATA_Has_TLAST="Packet_Framing" \
    -param M_DATA_Has_TREADY="true" \
    -param Coefficient_Width="8" \
    -param Data_Width="8" \
    -param Quantization="Integer_Coefficients" \
    -param Output_Rounding_Mode="Full_Precision" \
    -param Coefficient_Reload="true" \
    -target-family zynq -target-cpu cortex-a9 -target-os linux -verbose

C 呼び出し可能な IP ライブラリの考慮事項は次のとおりです。
1. TYPE *a または TYPE &a の関数引数は OUTPUT スカラーに変換されます。
2. 配列は TYPE a[N] or TYPE a[] と宣言する必要があります。
3. 関数戻り値型には、TYPE: TYPE* 形式のスカラーのみが使用できます。TYPE& は使用できません。
4. C 呼び出し可能な IP ライブラリのヘッダー ファイルにはパラメーターに MACRO を使用する SDS プラグマは含

めることができません。 #pragma sds data copy (A[0:SIZE]) は、SIZE がマクロの場合 (この場合
#define SIZE 16) は使用できません。

5. マルチファンクション アクセラレータ (MIFA) の関数呼び出しはオーバーラップできません。これは、ハードウ
ェアに IP インスタンスが 1 つしかないからです。このため、MIFA 関数の周囲の async プラグマはかなりリス
クがあるので、ランタイム中にオーバーラップの可能性がまったくない場合を除いてはお勧めしません。

6. 引数サイズは、ソフトウェア宣言引数とハードウェア ポート ペア間で同じにする必要があります。
<project_name>/Debug/reports/sdx_pack.html report ファイルを使用すると、ライブラリにインプ
リメントされた引数サイズ、オフセット、およびバス インターフェイスを確認できます。

7. MIFA の関数が 2 回呼び出される場合、1 回目は直接接続されますが、2 回目は接続されません。この場合、関数
呼び出しそれぞれの周囲に #pragma SDS resource(ID)" を追加して、ツールで正しいハードウェアが生成
されるようにする必要があります。

次は、sdx_pack コマンドの例を示しています。

sdx_pack -header<header.h/pp>-ip <component.xml>

[-param <name>="value"] [configuration options]

sdx_pack ツールの詳細は、次の表を参照してください。
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sdx_pack コマンド オプション

オプション 説明
-header header.h/.hpp (必須)

関数プロトタイプ sdx_pack を使用したヘッダー ファイル
(.h, .hpp) は .hpp ファイルの場合は C++ 形式のライブラリ
を、.h ファイルの場合は C 形式のライブラリを生成します。
ライブラリごとに使用できるのは、最上位ヘッダー ファイル 1 つだけです。
最上位ヘッダー ファイルには、-I オプションを使用してその他のヘッダー ファイルを含めることができます。

-ip component.xml (必須)
Vivado® パッケージ IP へのパス。ライブラリごとに 1 つの最上位
IP のみ。最上位 IP ファイルは、-add-ip-repo オプションを使用すると、その他の IP ブロックを開始できます。

-control protocol [=port [:offset]] (必須) IP 制御プロトコル オプション:

• AXI
AXI4-Lite 制御レジスタに基づいた自動制御プロトコルで、通常はオフセット 0x0 (例: -control AXI=s_axi_AXILiteS:0)

• none
IP を明示的に制御するユーザー アプリケーション (例: -
control none)

-func function_name -map swName=
hwNAME:direction[:offset[aximm_name:directi
on]] -func-end

(必須)
C 呼び出し可能な IP ファンクションのリストを指定します。各関数
は -func および -func-end オプション間にリストされます。関
数引数は -map オプションで各 IP ポートにマップされます。
この後、-map オプションが次のように使用されます。
• AXI4-Lite インターフェイスへの Scalars マップ。

○ 入力スカラー (例: int a) を -map
a=s_axi_AXILiteS:in:offset でマップ。

○ 出力スカラー (例: int *a または int &a) を -map
a=s_axi_AXILiteS:out:offset でマップ。

○ 関数戻りのスカラー (戻り型はスカラーにしかできない) を -
map return=s_axi_AXILiteS:out:offset でマップ。

• AXI4、AXI4-Stream、または AXI4-Lite インターフェイスへ
Arrays をマップ。配列は 1 次元にする必要があります (例:
int a[N] または int a[])。
○ AXI4 へ -map

a=s_axiAXILiteS:in:offset,a_hwName:direction
でマップ。control=none の場合は使用できません。最
初の部分はアドレスに、2 つ目の部分はデータ ポートにマッ
プされます。

○ AXI4-Stream に -map a=a_hwName:direction. でマッ
プ。

○ AXI4-Lite に -map a=s_axi_AXILiteS:in:offset でマ
ップ。配列は 1 次元で定数サイズにする必要があります。

-param name="value" IP パラメーターをインスタンシエートする IP パラメーターの名前と値のペア。ペアごとに 1 つの -param オプションを使用します。
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オプション 説明
-lib libname 生成されたライブラリの名前に指定した libname を使用します。

デフォルトでは lib header.a が使用されます。
-I path -header オプションで名前を付けたファイルにほかのファイルが含まれる場合、このオプションで追加で含まれたファイルへのパスを指定します。複数の -I オプションを使用できます。すべてのインクルード ファイルを 1 つのディレクトリに含めておくと、ライブラリが分配しやすくなります。
-add-ip-repo path リストされたリポジトリで見つかったすべての IP をライブラリに追加します。複数のパスを指定するには、複数の -add-ip-repo オプションを使用できます。

ただし、すべての必要な IP は 1 つのディレクトリに含めて、-add-
ip-repo を 1 回使用することをお勧めします。

-target-family board_family IP でサポートされるターゲット ボード ファミリ (例: zynq (デフォルト)、zynquplus)。
-target-cpu cpu_type ターゲット CPU の指定:

• cortex-a9 (デフォルト)

• cortex-a53

• cortex-r5

• microblaze

-target-os name ターゲット OS の指定:

• linux (デフォルト)

• standalone (ベアメタル)

-verbose STDOUT に詳細出力を表示。
-version STDOUT に sdx_pack バージョン情報を表示。
-h、-help、--help sdx_pack オプションの使用方法と説明を表示します。

例:

sdx_pack -header arraycopy.hpp -lib libarraycopy.a \
-func arraycopy -map A=A:in -map B=B:out \
-map M=s_axi_lite:in:16 -func-end \
-ip ../ip/component.xml -control AXI=s_axi_lite:0 \
-target-family zynq -target-cpu cortex-a9 -target-os standalone \
-verbose

説明:

• arraycopy.hpp は、arraycopy 関数の関数プロトコルを定義するヘッダー ファイルを指定します。
• IP の component.xml では、SDx 用にパッケージされた Vivado® IP が生成されます。
• -control では、IP 制御プロトコルを指定します。
• –map では、ソフトウェア関数から Vivado IP のポートへの引数のマッピングを指定します。上記の例では、この

オプションを 3 回使用して、A, B および M 関数引数を IP ポートにマップしています。
• –target-os オプションでは、ターゲット オペレーティング システムを指定します。
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sdx_pack ユーティリティは C 呼び出し可能な IP ライブラリを生成して、-lib オプションの名前 (この場合
libarraycopy.a) と同じになるようにします。

C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用
C 呼び出し可能なライブラリを生成したら、作成してライブラリを使用するために新しい SDSoC™ アプリケーション
プロジェクトを作成します。このアプリケーションの [Output] タイプ実行可能ファイル (ELF) で、C 呼び出し可能な
IP ライブラリにリンクされます。
1. SDx アプリケーション プロジェクトを作成して、実行ファイルを出力します。
注記: board_family、cpu_type、および os_type を含むタプルは C 呼び出し可能な IP ライブラリのものと同じ
である必要があります。

表 8:   SDx プロジェクト
[File] → [New] → [SDx Project]

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
Project Type Application [Next] をクリック。

Create a New SDx Project Project name: app_arraycopy

Use default location オン
[Next] をクリック。

プラットフォーム Type: Platform

Name zc702

[Next] をクリック。
System Configuration System configuration: Linux

Runtime: C/C++

Domain: linux

(プリセット) CPU: cortex-a9

(プリセット) OS: linux

Linux Root File System: オフ
Output type Executable (elf)

Allow hardware acceleration オン (デフォルト)

[Next] をクリック。
Templates Empty Application [Finish] をクリック。

2. ライブラリとアプリケーションの両方に共通する関数宣言ヘッダー ファイル (.hpp) をインポートします。
表 9:   インポートするソースの選択

[Project Explorer] ビュー、app_arraycopy を右クリック、[Import Sources] をクリック
ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作

File system From directory: axis_arraycopy/src ディレクトリを参照。
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表 9:   インポートするソースの選択 (続き)

[Project Explorer] ビュー、app_arraycopy を右クリック、[Import Sources] をクリック
ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作

[OK] をクリック。
Files: arraycopy.hpp オン
Into folder: app_arraycopy/src

[Finish] をクリック。
3. [Importing Sources] ダイアログ ボックスを開き直して、main アプリケーション コードを取得します。

表 10:   インポートするソースの選択
[Project Explorer] ビュー、app_arraycopy を右クリック、[Import Sources] をクリック

ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作
File system From directory: axis_arraycopy/app ディレクト

リを参照。
[OK] をクリックします。

Files: main.cpp チェック ボックスをオン
Into folder: app_arraycopy/src

[Finish] をクリックします。

app_arraycopy アプリケーション用にソース ファイルがインポートされたので、[C/C++ Build Settings] をアッ
プデートして、アプリケーションをビルドする際にリンカーで arraycopy.a C 呼び出し可能な IP が使用される
ようにします。

4. [C/C++ Build Settings] を次の表に従ってアップデートしてください。
表 11:   C/C++ ビルド設定

[Project Explorer] ビュー、app_arraycopy を右クリック、[C/C++ Build Settings] をクリック
ダイアログ ボックス 選択またはフィールド名 動作

Settings → Tool Settings [SDS++ Linker] ライブラリを選択。
[Libraries] (-l) ウィンドウで [Add] シ
ンボル (+ アイコン) をクリック。

Libraries(-l) arraycopy

[Libraries search path (-L)] ウィンド
ウで [Add] シンボル (+ アイコン) をクリック。
[Workspace] をクリック。

Folder: arraycopy/Debug を選択。
[OK] をクリック。

(プリセット) Directory: ${workspace_loc:/
arraycopy/Debug}

[OK] をクリック。
[Apply] をクリック。
[OK] をクリック。
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[Assistant] ビューでアプリケーションをビルド。
[Assistant] ウィンドウを使用して app_arraycopy アプリケーションをビルドします。[Assistant] ビューで次を実行
します。
[app_arraycopy [SDSoC]] の下の [Debug[Hardware]] を右クリックし、[Build] をクリックします。
[Console] ビューには、sds++ システム コンパイラ呼び出しを含むビルドの進捗状況が表示されます。
アプリケーションがターゲット実行ファイル (app_arraycopy.elf) を問題なくビルドしたら、[Assistant] ビューに
[Data Motion Network Report]、[Compilation Log]、および [SD Card Image] メニューが表示されます。[SD Card Image]
メニューからは生成されたファイルのディレクトリ (sd_card) の内容にアクセスでき、[Project Explorer] ビュー、フ
ァイル ブラウザー、またはコマンド シェル ウィンドウを使用して表示できます。
ビルドが終了したら、生成された sd_card ディレクトリの内容を FAT32 フォーマットの SD カードに書き込み、
ZC702 ボードで app_arraycopy.elf アプリケーションを実行できます。sd_card ディレクトリには、ブート セ
ットアップ命令用の README.txt、ブート可能な BOOT.BIN ファイル、および Linux をブートするの使用する
image.ub ファイルが含まれます。
SDx IDE は、C 呼び出し可能なライブラリおよびアプリケーション コードを使用して sds++ システム コンパイラを
含むアプリケーションをビルドします。オブジェクト ファイルを生成するために main アプリケーションがコンパイ
ルされ、C 呼び出し可能なライブラリ (arraycopy) とリンクされます。生成されるコマンドは、次のようになりま
す。

例
main.cpp のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I../src -c -fmessage-length=0 -MTsrc/main.o -MMD -MP -
MFsrc/main.d \
 -MTsrc/main.o -o src/main.o ../src/main.cpp \
 -sds-sys-config linux -sds-proc linux -sds-pf zc702

main.o を arraycopy ライブラリにリンクして、実行可能なアプリケーション app_arraycopy.elf を生成しま
す。

sds++ -L <path_to_arraycopy/Debug> --remote_ip_cache ../ip_cache \
 -o app_arraycopy.elf ./src/main.o -l arraycopy -dmclkid 2 \
 -sds-sys-config linux -sds-pf zc702
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第 5 章

デバッグ手法
SDSoC™ アプリケーションのデバッグでは、標準 C/C++ をデバッグするのと同じ手法を使用できます。ほとんどの
SDSoC アプリケーションには、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と、それを含む標準 C/C++
コードが含まれます。
デバッグ ホスト マシンに接続されたボードを使用して SDSoC アプリケーションをデバッグするには、[Debug As] →
[Launch on Hardware] をクリックしてデバッグ セッションを開始します。オプションは、[Debug As] → [Debug
Configurations] から設定できます。
注記: デバッグ環境は初期化されるので、ザイリンクスでは SDx IDE でメッセージが表示されたら [Debug] パースペ
クティブに切り替えることをお勧めします。
[Debug] パースペクティブには、コードのシングル ステップ、ブレークポイントの設定と削除、変数の表示、レジス
タのダンプ、メモリの表示、run until および jump to などのデバッグ指示子を使用したコード フローの制御など、ア
プリケーションの標準 C/C++ 部分をデバッグする機能が含まれます。入力および出力は関数呼び出しの前後に監視
され、正しい動作が決定されます。
ハードウェア アクセラレーションされたアプリケーションがリアルタイムの要件を満たすかどうかを判断するには、
ハードウェア アクセラレーションされた関数の直前および直後にカウンターを開始および停止するデバッグ文を記
述します。SDx 環境には、通常ハードウェア アクセラレーションされた関数の経過時間を計算するのに使用される
sds_clock_counter() 関数が含まれています。
プロジェクトをエミュレーション用に SDx ビルドすると、デバッグ ホストに接続されたターゲット ボードがなくて
もデバッグを実行できます。エミュレーション中は、前述のように [Debug] パースペクティブでソフトウェアおよび
データを制御および確認できますが、Vivado® シミュレータの波形ビューアーを使用してもハードウェア アクセラレ
ーションされた関数を表示できます。アクセラレータの信号で Accelerator start、Accelerator done などの条件を確認
したり、入力および出力のデータ バスを監視したりできます。プロジェクトをエミュレーション用にビルドすると、
FPGA ビットストリームを生成するための時間のかかる Vivado インプリメンテーション段階を回避することもでき
ます。
SDx IDE でインタラクティブなデバッガーを使用する方法については、『SDSoC 環境デバッグ ガイド』 (UG1282) を
参照してください。

5: デバッグ手法
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第 6 章

プロファイリングおよび最適化
SDSoC™ 環境でアルゴリズム最適化を実行する場合、次の 2 つの最適化が実行されます。
• アプリケーション コードの最適化
• ハードウェア関数の最適化
CPU をターゲットにしたソフトウェアの最適化については、ほとんどのアプリケーション開発者が既に理解している
はずです。これには、通常アルゴリズムの複雑性、全体的なシステム パフォーマンス、データの局所性などを解析す
る必要があります。パフォーマンスのボトルネックを見つける方法を示した手法ガイドおよびソフトウェア ツール
などは多くあります。これらと同じ方法が、SDSoC 環境でハードウェア アクセラレーションをターゲットにした関
数に適用できます。
まず、プログラマは全体的なプログラム パフォーマンスを最終的なターゲットとは別に最適化する必要があります。
SDSoC と汎用ソフトウェアの大きな違いは、SDSoC プロジェクトの場合、コアがアルゴリズムを計算する部分が
FPGA の負担になっているところにあります。つまり、開発者はアルゴリズムの同時処理、データ転送、メモリ使用
量/消費、プログラマブル ロジックがターゲットであるという事実にも注意しておく必要があります。
通常は、アクセラレーションするアルゴリズムのセクションを指定し、データをアクセラレータから送受信する間に
ハードウェア アクセラレータを Busy にしておく最適な方法について理解しておく必要があります。主な目的は、
CPU ソフトウェアのみのアプローチと比較して、ハードウェア アクセラレータとデータ モーション ネットワークを
まとめたアプローチにかかる全体的な計算時間を削減することにあります。
CPU で実行されるソフトウェアは、ハードウェア関数を効率的に管理し、そのデータ転送を最適化し、プロセッシン
グの前後の必要な段階を実行する必要があります。
SDSoC 環境では、これらの最適化をサポートするため、アプリケーションとハードウェア関数を詳細に解析しやすく
するレポートが生成されます。プロジェクトを構築する際にには、自動的に生成れるレポートは、次の図のように
SDx™ IDE の [Assistant] ビューにリストされます。レポートは、ダブルクリックすると開きます。
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図 30:   [Assistant] ビュー

次の図は、2 つの主なレポート (HLS レポートとデータ モーション ネットワーク レポート) を示しています。
GUI からこれらのレポートを開くには、[Assistant] ビューが表示されるようにしておく必要があります。このビュー
は、通常 [Project Explorer] ビューの下にあります。表示されていない場合は、[Window] → [Show View] → [Other] →
[Xilinx] → [Assistant] をクリックすると表示されます。

6: プロファイリングおよび最適化
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図 31:   [HLS Report] ウィンドウ

[HLS Report] ウィンドウには、FPGA に機能をインプリメントするため、C/C++ モデルをハードウェア記述言語に変
換する高位合成プロセス (HLS) プログラムの詳細が表示されます。このレポートの詳細から、ハードウェア インプリ
メンテーションでの影響を確認できるようになり、この情報に基づいてハードウェア関数を最適化できます。

6: プロファイリングおよび最適化
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図 32:   データ モーション ネットワーク レポート

データ モーション ネットワーク レポートには、各ハードウェア関数のハードウェア/ソフトウェア接続性が記述され
ます。[Data Motion Network] の表には、どのタイプのデータ ムーバーが各ハードウェア関数引数の転送に使用され、
どのシステム ポートにデータ ムーバーが接続されるかが示されます。[Pragmas] には、ハードウェア関数に使用され
た SDS ベースのプラグマが表示されます。
[Accelerator Callsites] の表には、次が表示されます。
• アクセラレータ インスタンス名およびアクセラレータ引数。
• アクセラレータ引数に関連する IP のポート名 (バンドリングの場合を除いて通常は前と同じ)。
• データ モーション転送の方向。
• 転送されるデータのバイト サイズ (コンパイラでサイズを推測できる程度まで)。ランタイムによって転送サイズ

が決まる場合、これは 0 になります。
• この引数に関連するのプラグマのリスト。
• 該当する場合はシステム ポートおよびデータ ムーバー (<system port>:<datamover>)。この引数の転送に使

用するプラットフォーム ポートおよびデータ ムーバーを示します。

6: プロファイリングおよび最適化
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• 使用されるアクセラレータ、使用される推論済みコンパイラ、メモリの設定および転送に使用される CPU サイク
ル。

通常は、データ モーション レポート ページにまず次が表示されます。
• プラグマで指定される特性。
• プラグマがない場合は、コンパイラで推論可能なもの。
違いは、コンパイラでは特定のプラグマ プロパティを推論できないことがある点です。特に、ここで最も重要な違い
はキャッシュ可能かどうかです。データ モーション レポートにキャッシュ可能と表示されているのに、データが実際
にはキャッシュ可能ではない場合 (またはその逆の場合)、キャッシュはランタイム時に正しく動作します。この場合、
データがフラッシュを削除するためにキャッシュできないことをコンパイラで識別できるようにプログラムを構築す
る必要はありません。
各レポートの詳細およびプロファイリングおよび最適化手法、コーディング ガイドラインについては、『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。

6: プロファイリングおよび最適化
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付録 A

サンプル デザインの概要
すべてのザイリンクス SDx™ 環境には、サンプル デザインが含まれています。これらのサンプル デザインには、次の
特徴があります。
• SDx IDE および makefile フローなどのコンパイル フローを習得するのに役立ちます。
• 新規アプリケーション プロジェクトを作成する開始点として使用できます。
• 便利なコーディング スタイルを示します。
• 重要な最適化手法を示します。
SDx 環境で提供される各プラットフォームには、ユーザーがすばやく開発を開始できるようにするサンプル デザイン
が含まれており、アプリケーション プロジェクトの作成で説明されているようにプロジェクトの作成時にアクセスで
きます。<sdx_root>/samples にあるこれらのサンプル デザインには、コマンド ラインのみでコードのビルド、
エミュレート、および実行を実行できるようにする makefile も含まれています。このほか、ザイリンクス GitHub リ
ポジトリからも多数のサンプルをダウンロードできます。一部はソフトウェア インストールの samples フォルダー
にも含まれています。

サンプル デザインのインストール
New SDx Project ウィザードを使用すると、新しいプロジェクトのテンプレートを選択するページがあります。テン
プレート プロジェクトは、[Xilinx] → [SDx Examples] をクリックして、既存のプロジェクトから読み込むこともでき
ます。

付録 A: サンプル デザインの概要
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図 33:   SDSoC サンプル デザインが空の状態

このダイアログ ボックスの左側には [SDSoC Examples] が表示され、それぞれに [Download] ボタンがあります。ダイ
アログ ボックスの右側には、サンプル デザインがダウンロードされるディレクトリとダウンロード元の URL が表示
されます。
[SDSoC Examples] の隣 [Download] をクリックすると、サンプル デザインがダウンロードされ、ダイアログ ボックス
にリストされます。次の図に、ダウンロードされたサンプル デザインがリストされた状態を示します。

付録 A: サンプル デザインの概要
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図 34:   SDSoC サンプル デザインのダウンロード後の表示

付録 A: サンプル デザインの概要

UG1027 (v2018.2) 2018 年 7 月 2 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]
SDSoC 環境ユーザー ガイド  74

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2018.2&docPage=74


[SDx Examples] ダイアログ ボックスの左下のコマンド メニューには、サンプル デザインのリポジトリを管理する 2
つのコマンドがあります。
• [Refresh]: ダウンロード済みサンプル デザインを GitHub リポジトリからアップデートします。
• [Reset]: .Xilinx フォルダーからダウンロードしたサンプル デザインを削除します。

ローカル コピーの使用
新規プロジェクトを作成する際にテンプレートを追加するには、サンプルをダウンロードする必要がありますが、SDx
™ IDE ではサンプルはローカルの .Xilinx/SDx/<version> フォルダーにダウンロードされます。
• Windows: C:\Users\<user_name>\.Xilinx\SDx\<version>

• Linux: ~/.Xilinx/SDx/<version>

ダウンロード ディレクトリは、[SDx Examples] ダイアログ ボックスからは変更できません。サンプル ファイル
を .Xilinx フォルダーとは別のディレクトリにダウンロードするのが望ましい場合もあります。これには、コマン
ド シェルから git コマンドを使用し、ダウンロード ディレクトリを別のディレクトリに変更します。

git clone https://github.com/Xilinx/SDSoC_Examples 
<workspace>/examples

上記に示すように git コマンドでサンプルをクローンすると、サンプル ファイルをアプリケーションおよびカーネル
コードのリソースとしてプロジェクトで使用できるようになります。ただし、ほかのサンプル ファイル (さまざまな
サンプルの makefile 内で管理) を含めるために、ファイルの多くに include 文が使用されています。これらのインクル
ード ファイルは、New SDx Project ウィザードでテンプレートを追加したときにプロジェクトの src フォルダーに自
動的に含まれます。ファイルをローカルにするには、ファイルを手動でプロジェクトのローカルにします。
必要なファイルは、クローンされたリポジトリのディレクトリから検索できます。たとえば、次のコマンドを
examples フォルダーから実行すると、vadd サンプル デザインに必要な xcl2.hpp ファイルを検索できます。

find -name xcl2.hpp

また、各サンプル プロジェクトの makefile には、インクルード ファイルをプロジェクトのローカルに設定するコマ
ンドがあります。サンプル プロジェクトで make コマンドを次の形式で使用してください。

make local-files

C++ デザイン ライブラリ
SDSoC™ 環境をインストールすると、多くのデザイン ライブラリが含まれます。C ライブラリを使用すると、一般的
なハードウェア デザイン コンストラクトおよび関数を C でに記述して RTL に合成できます。次の C ライブラリが
含まれます。
• reVISION リソース:

付録 A: サンプル デザインの概要
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○ reVISION 製品ページ
○ GitHub xfOpenCV

• 機械学習ディープ ニューラル ネットワーク アクセラレータ ライブラリ
• 任意精度データ型
• HLS ストリーム
• HLS 数学
• HLS ビデオ
• HLS IP

• HLS 線形代数
• HLS DSP

ライブラリ ヘッダー ファイルを含めると、各 C/C ++ライブラリをデザインで使用できます。これらのヘッダー ファ
イルは、SDSoC 環境のインストールの include ディレクトリ ($HOME_SDSOC/Vivado_HLS/include) にありま
す。
重要: Vivado® HLS C/C++ ライブラリのヘッダー ファイルは、C/C++ コードが SDSoC 環境で使用される場合は
include パスに含める必要はありません。

HLS 関数のラッピング
SDSoC™ 環境に含まれる Vivado® HLS ソース コード ライブラリの関数の多くは、SDSoC 環境のコード ガイドライン
に従っていません。SDSoC でこれらのライブラリを使用するには、通常関数をラップして、移植不可能なデータ型ま
たはサポートされない言語コンストラクトからシステム コンパイラを隔離する必要があります。
合成可能 FIR フィルターのサンプル デザインでは、このようなライブラリ関数 (この場合は有限インパルス応答デジ
タル フィルターを計算するライブラリ関数) を使用する標準的な方法を示します。この例では、フィルター クラス コ
ンストラクターおよび演算子を使用してサンプル ベースのフィルタリングを作成して実行します。SDSoC 環境内で
このクラスを使用するには、次のように関数ラッパー内にラップします。

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

このラッパー関数は、アプリケーション コードから起動できる最上位ハードウェア関数になります。
詳細は、『SDSoC 環境プログラマ ガイド』 (UG1278) のコード ガイドライン も参照してください。
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付録 B

プラットフォームおよびリポジトリの管理
SDx™ 環境には、ビルトイン プラットフォームが含まれます。プロジェクトにカスタム プラットフォームを使用する
必要がある場合は、アプリケーションのインプリメンテーションでそのプラットフォームが使用できるようにしてお
く必要があります。
開いているプロジェクトからプラットフォームおよびリポジトリを管理するには、[Project Settings] ウィンドウのプ
ラットフォームの [General] パネルの [Platform] リンクの隣の参照ボタン ( ) をクリックします。

図 35:   SDSoC プラットフォームの参照
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[Hardware Platforms] ダイアログ ボックスが開き、使用可能なプラットフォームおよびプラットフォーム リポジトリ
を管理できます。

図 36:   プラットフォームの選択

• カスタム プラットフォームの追加: ユーザーのプラットフォームを使用可能なプラットフォームのリストに追加
できます。カスタム プラットフォームの最上位ディレクトリを選択して、[OK] をクリックすると、新しいプラッ
トフォームが追加されます。カスタム プラットフォームは、使用可能なプラットフォームのリストから選択する
とすぐに使用できるようになります。[Xilinx] → [Add Custom Platform] をクリックし、ツールにカスタム プラット
フォームを直接追加します。

• [Manage Repositories]: 標準プラットフォームとカスタム プラットフォームを追加または削除できます。カスタ
ム プラットフォームを追加すると、その新しいプラットフォームへのパスがリポジトリに自動的に追加されます。
リポジトリのリストからプラットフォームを削除すると、使用可能なプラットフォームのリストからプラットフ
ォームが削除されます。
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• [Add Devices/Platforms]: どのザイリンクス デバイスおよびプラットフォームをインストールするのか管理できま
す。デバイスまたはプラットフォームをインストール プロセス中にインストールしなかった場合は、このコマン
ドを使用して後から追加できます。このコマンドをクリックすると、SDx インストーラーが起動し、ほかのもの
をインストールできます。[Help] → [Add Devices/Platforms] をクリックし、ツールにカスタム プラットフォーム
を直接追加します。
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付録 C

アプリケーションのコンパイルと実行
この付録には、次の内容が含まれます。
• MicroBlaze プロセッサでのアプリケーションのコンパイルと実行
• Arm プロセッサでのアプリケーションのコンパイルと実行
推奨: コードを変更した場合は (ハードウェア関数への変更を含む)、ソフトウェアのみのコンパイルを実行し直して、
変更によってプログラムに悪影響が出ないかどうかを確認すると有益です。ソフトウェアのみのコンパイルは、フル
システム コンパイルよりもかなり高速です。

MicroBlaze プロセッサでのアプリケーションのコン
パイルと実行
SDSoC™ 環境の MicroBlaze™ プラットフォームは、Vivado® ツールおよび SDK を使用した標準 MicroBlaze プロセッ
サ システム ビルドで、ローカル メモリ バス (LMB)、MicroBlaze Debug Module (MDM)、UART、および AXI タイマ
ーを使用した自己完結型システムにする必要があります。
SDSoC 環境には、MicroBlaze プロセッサ用の標準 SDK ツールチェーンが含まれます。これには、スタンドアロン (ベ
アメタル) および FreeRTOS アプリケーションを開発するための microblaze-xilinx-elf も含まれます。
デフォルトでは、MicroBlaze プラットフォームをターゲットにするプロジェクトの場合は、SDSoC システム コンパ
イラで SD カード イメージが生成されません。アプリケーションの必要に応じてビットストリームと該当する ELF
実行ファイルをパッケージできます。
アプリケーションを実行するには、ELF が MicroBlaze コアにダウンロードできるようになる前にビットストリームが
デバイスにプログラムされている必要があります。SDSoC 環境には、MCS ファイルを作成し、ELF ファイルをビッ
トストリームに挿入し、SD カードからシステムをブートするための Vivado ツールと SDK の機能が含まれています。

Arm プロセッサでのアプリケーションのコンパイル
と実行
推奨: コードを変更した場合は (ハードウェア関数への変更を含む)、ソフトウェアのみのコンパイルを実行し直して、
変更によってプログラムに悪影響が出ないかどうかを確認すると有益です。ソフトウェアのみのコンパイルは、フル
-システム コンパイルよりもかなり高速で、ソフトウェアのみのデバッグを使用すると、ハードウェアおよびソフト
ウェア デバッグよりも論理プログラム エラーをすばやく見つけることができます。
SDSoC™ 環境には Zynq®-7000 SoC 内の Arm®Cortex™-A9 CPU 用に 2 つの異なるツールチェーンが含まれます。
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• arm-linux-gnueabihf: Linux アプリケーション開発用
• arm-none-eabi: スタンドアロン (ベアメタル) および FreeRTOS アプリケーション開発用
Zynq® デバイス 内の Arm Cortex™-A53 CPU の場合、SDSoC 環境に 2 つのツールチェーンが含まれます。
• aarch64-linux-gnu: Linux アプリケーション開発用
• aarch64-none-elf: スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション開発用
Zynq UltraScale+ MPSoC に含まれる Arm Cortex-R5 CPU の場合、SDSoC 環境には、スタンドアロン (ベアメタル) ア
プリケーション開発用に armr5-none-eabi というツールチェーンが含まれます。
GNU ツールチェーンは、プロジェクト作成中にオペレーティング システムを選択すると定義されます。SDSoC シス
テム コンパイラ (sdscc/sds++ は sds++ と呼ぶ) は、CPU のコードをコンパイルする際に、ハードウェア関数に関
係しないすべてのソース ファイルも含め、対応するツールチェーンを自動的に起動します。
SDSoC システム コンパイラでは、デフォルトで sd_card というプロジェクト サブディレクトリに SD カード イメ
ージが生成されます。Linux アプリケーションの場合、このディレクトリには次のファイルが含まれます。
• README.TXT: アプリケーションの実行方法の簡単な説明。
• BOOT.BIN: FSBL (First Stage Boot Loader)、ブート プログラム (U-Boot) および FPGA ビットストリームを含むブ

ート イメージ。
• image.ub: Linux ブート イメージ。プラットフォームは、次を含めて作成できます。

○ uImage

○ devicetree.dtb

○ uramdisk.image.gz ファイル
• <app>.elf: アプリケーション バイナリ実行ファイル。
アプリケーションを実行する手順は、次のとおりです。
1. sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーし、ターゲット ボードに挿入します。
2. ターゲットに対するシリアル ターミナル接続を開いて、ボードに電源を投入します。

Linux が起動され、root として自動的にログインされ、Bash シェルが表示されます。SD カードは /mnt に割り
当てられます。このディレクトリから、<app>.elf を実行できます。

付録 C: アプリケーションのコンパイルと実行

UG1027 (v2018.2) 2018 年 7 月 2 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]
SDSoC 環境ユーザー ガイド  81

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2018.2&docPage=81


付録 D

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。

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。

Xilinx Documentation Navigator およびデザイン ハ
ブ
Xilinx® Documentation Navigator (DocNav) では、ザイリンクスの資料、ビデオ、サポート リソースにアクセスでき、
特定の情報を取得するためにフィルター機能や検索機能を利用できます。DocNav は、SDSoC™ および SDAccel™ と
共にインストールされます。DocNav を開くには、次のいずれかを実行します。
• Windows で [スタート] → [すべてのプログラム] → [Xilinx Design Tools] → [DocNav] をクリックします。
• Linux コマンド プロンプトに「docnav」と入力します。
ザイリンクス デザイン ハブには、資料やビデオへのリンクがデザイン タスクおよびトピックごとにまとめられてお
り、これらを参照することでキー コンセプトを学び、よくある質問 (FAQ) を参考に問題を解決できます。デザイン ハ
ブにアクセスするには、次のいずれかを実行します。
• DocNav で [Design Hubs View] タブをクリックします。
• ザイリンクス ウェブサイトで デザイン ハブ ページを参照します。
注記: DocNav の詳細は、ザイリンクス ウェブサイトの Documentation Navigator ページを参照してください。
注意: DocNav からは、日本語版は参照できません。ウェブサイトのデザイン ハブ ページをご利用ください。
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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。
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. 『SDSoC 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』 (UG1294)

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)

3. 『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: プラットフォームの作成』 (UG1236)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. 『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235)

7. 『SDx コマンドおよびユーティリティ リファレンス ガイド』 (UG1279)

8. 『SDSoC 環境プログラマ ガイド』 (UG1278)

9. 『SDSoC 環境デバッグ ガイド』 (UG1282)

10.『SDx プラグマ リファレンス ガイド』 (UG1253)

11.『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)

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

13.『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)

14.『Zynq-7000 XC7Z020 SoC 用 ZC702 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG850)

15.『ZCU102 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG1182)

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

17.『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)

18. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
19. Vivado® Design Suite 資料

トレーニング リソース
1. トレーニング コース: SDSoC 開発環境および設計手法
2. トレーニング コース: アドバンス SDSoC 開発環境および設計手法
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お読みください: 重要な法的通知
本通知に基づいて貴殿または貴社 (本通知の被通知者が個人の場合には「貴殿」、法人その他の団体の場合には「貴社」。
以下同じ) に開示される情報 (以下「本情報」といいます) は、ザイリンクスの製品を選択および使用することのため
にのみ提供されます。適用される法律が許容する最大限の範囲で、(1) 本情報は「現状有姿」、およびすべて受領者の
責任で (with all faults) という状態で提供され、ザイリンクスは、本通知をもって、明示、黙示、法定を問わず (商品
性、非侵害、特定目的適合性の保証を含みますがこれらに限られません)、すべての保証および条件を負わない (否認
する) ものとします。また、(2) ザイリンクスは、本情報 (貴殿または貴社による本情報の使用を含む) に関係し、起因
し、関連する、いかなる種類・性質の損失または損害についても、責任を負わない (契約上、不法行為上 (過失の場合
を含む)、その他のいかなる責任の法理によるかを問わない) ものとし、当該損失または損害には、直接、間接、特別、
付随的、結果的な損失または損害 (第三者が起こした行為の結果被った、データ、利益、業務上の信用の損失、その
他あらゆる種類の損失や損害を含みます) が含まれるものとし、それは、たとえ当該損害や損失が合理的に予見可能
であったり、ザイリンクスがそれらの可能性について助言を受けていた場合であったとしても同様です。ザイリンク
スは、本情報に含まれるいかなる誤りも訂正する義務を負わず、本情報または製品仕様のアップデートを貴殿または
貴社に知らせる義務も負いません。事前の書面による同意のない限り、貴殿または貴社は本情報を再生産、変更、頒
布、または公に展示してはなりません。一定の製品は、ザイリンクスの限定的保証の諸条件に従うこととなるので、
https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してください。IP コアは、ザイリン
クスが貴殿または貴社に付与したライセンスに含まれる保証と補助的条件に従うことになります。ザイリンクスの製
品は、フェイルセーフとして、または、フェイルセーフの動作を要求するアプリケーションに使用するために、設計
されたり意図されたりしていません。そのような重大なアプリケーションにザイリンクスの製品を使用する場合のリ
スクと責任は、貴殿または貴社が単独で負うものです。https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンク
スの販売条件を参照してください。

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

商標
© Copyright 2015-2018 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。

付録 D: その他のリソースおよび法的通知
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