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はじめに
データ センターのオペレーターは、常に、サーバー性能の向上を求めています。現在、データ センターにおけるアプリケーションの開発は、
容易にプログラム可能なマルチコア CPU および GPU で行われていますが、1ワット当たりの CPU 性能も GPU 性能も伸び悩んでいます。
アクセラレーション、画像認識、音声認識入力、暗号化、テキスト検索などの大型データ センター アプリケーションの設計者は、GPU の
プログラミングのしやすさだけでなく、低消費電力、高スループット、低レイテンシを実現するハードウェアも必要としています。しかし、
マルチコア CPU/GPU アクセラレータのスケーラビリティには大きな問題があります。そこで、シンプルなフルハイト プラグイン PCIe® ボー
ドを、データ センター サーバーにおけるアプリケーション アクセラレーションに使用しようとする開発者もいます。これらのアクセラレーショ
ン ボードは、消費電力の大きなグラフィック カードによって構成することもできるが、お客様の狙いは 25W 未満の消費電力で、スケーラ
ビリティを最大化しながら全消費電力を最小化することです。

スイスの総合大学 ETH Zurich とザイリンクスが共同で行った最近の研究によると、FPGA ベースのアプリケーション アクセラレーションは、
優れた I/O インテグレーション (PCI、DDR4 SDRAM インターフェイス、高速 Ethernet など) を提供するとともに、CPU/GPU インプリメ
ンテーションと比較して最高 25 倍の 1 ワット当たりの性能、50 ～ 75 倍のレイテンシ向上を実現できることが分かりました。言い換えると、
FPGA は、電力効率の良いハードウェアによるアプリケーション アクセラレーションをシングル チップで実現しながら、ボード当たり 25W 
未満のソリューションの核心となります。

中国の主要 Web サービス プロバイダである Baidu® は、米国カリフォルニア州サンノゼで開かれた 2014 Hot Chips Symposium において、
それを裏付ける調査結果を発表しました。Baidu の結論は、次のようなものでした。

• ミッドレンジ FPGA は、わずか 10 ～ 20W で 375 GFLOPS を達成。

• FPGA ベースのアクセラレータはサーバーの種類問わず、実装可能

• FPGA は、DNN (Deep Neural Network) 予測システムにおいて CPU/GPU より高い性能を提供可能。DNN システムは、音声
認識、画像検索、顔認識、Web ページ検索、自然言語処理など、さまざまなアプリケーションに使用されている
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FPGA をアプリケーション アクセラレーションに使用するにあたり、最大の問題はプログラミングでした。データ センター アプリケーション
の開発者は、従来の FPGA 開発過程である、ハードウェア中心型の RTL フローを好みません。開発者のニーズは、次のとおりです。

• 1 ワット当たりの性能の高さ

• 包括的なソフトウェア開発環境

• 容易にアップグレード可能なデザイン

ザイリンクスの新しい SDAccel 開発環境のご紹介
ザイリンクスの新しい SDAccel™ 開発環境は、データ センター アプリケーション開発者のニーズに応える、FPGA ベースの包括的なハー
ドウェアおよびソフトウェア ソリューションです。SDAccel には、チップ上の FPGA リソースを効率的に使用する、高速なアーキテクチャ最
適化コンパイラ、CPU/GPU に匹敵する作業環境を実現する Eclipse™ ベースの統合設計環境 (IDE) による慣れ親しんだコード開発、プロ
ファイリング、デバッグ向けソフトウェア開発フロー、CPU/GPU と同様のランタイム環境でその場で入れ替え可能な、多様なデータ センター 
アプリケーションに最適化された動的にリコンフィギュレーション可能なアクセラレータが搭載されています。サーバーの CPU と FPGA 間
のインターフェイスを乱すことなく、アプリケーションの実行時に FPGA で複数のカーネルを差し替え可能なため、アプリケーション アクセ
ラレーションをノンストップで実現できます。 

SDAccel 開発環境には、アー
キテクチャ最適化コンパイラ、
ライブラリ、デバッガ、プロファ
イラーが含まれ、CPU/GPU 
に匹敵するプログラミング環
境を実現します。

1 ワット当たりのハード
ウェア アクセラレーション
性能は FPGA が格段に上
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SDAccel は、業界初のアーキテクチャ最適化コンパイラ、ライブラリ、開発ボードを組み合わせることで、FPGA を使用して CPU/GPU 
に匹敵する開発作業とランタイム動作を実現する唯一の開発環境です。SDAccel 開発環境は、x86 サーバー プロセッサをベースとするホ
スト システムをターゲットとし、FPGA 機能をプラスする汎用市販 (commercial off-the-shelf : COTS) プラグイン PCIe カードを提供します。

C、C++、OpenCL 向けの初のアーキテクチャ最適化コンパイラ
SDAccel のアーキテクチャ最適化コンパイラを使用すると、ソフトウェア開発者は、ストリーミング アプリケーション、低レイテンシ アプリ
ケーション、およびカスタム データパスを持つアプリケーションを最適化およびコンパイルできます。SDAccel コンパイラは、ザイリンクス
の高性能 FPGA をターゲットとしており、OpenCL、C、C++、およびカーネルを自由に組み合わせたソース コードをサポートしています。
SDAccel コンパイラは、ハイエンド CPU の 10 倍の性能と、GPU の 1/10 の電力消費を実現しながら、コードの互換性や、従来のソフトウェ
ア プログラミング モデルを備えているため、アプリケーションの移行も容易で、コストも節約できます。パートナー企業のベンチマークによ
ると、SDAccel コンパイラは他社の FPGA ソリューションの 3 倍の性能およびリソース効率を提供します。SDAccel コンパイラで自動生成
したデザインでも、ハードコーディングによる RTL デザイン ソリューションより高い性能（場合によっては最大 20% の向上) を達成できます。

アーキテクチャ最適化 SDAccel コンパイラは、基本的なものから高度なものまで、幅広い種類の最適化を自動的にソース アプリケーション 
コードに適用します。アプリケーション アクセラレーションのために SDAccel コンパイラが採用している最適化の種類を次の表に示します。 

これらの自動最適化の一部は、アプリケーション全体の効率を大きく向上します。たとえば、SDAccel コンパイラのデータフロー パイプラ
イン処理は、1 つの関数だけを最適化するのではなく、複数の関数をパイプライン処理できます。コンパイラのメモリ最適化は、関数の効
率を大きく向上できるため、FPGA に多くの関数を搭載できるようになります。

FPGA における初の CPU/GPU に匹敵する開発作業
SDAccel は、CPU/GPU に匹敵する開発作業を可能にする、FPGA プラットフォームをターゲットとした初めての包括的ソフトウェア開発
環境です。使い慣れたワークフローでアプリケーションを最適化するため、FPGA 未経験またはほぼ未経験の開発者でも、FPGA のプラッ
トフォームを活用できます。IDE は、コーディング テンプレートと SW ライブラリを提供し、x86 プラットフォームでコンパイル、デバッグ、
プロファイル、FPGA エミュレーションを可能にします。展開の準備ができると、自動インストルメント化挿入を備えたデータセンター対応 
COTS FPGA プラットフォームにアルゴリズムを展開します。 

アプリケーション アクセラレーションのために SDAccel コンパイラに採用されている最適化.

最適化 説明

割り当て ハードウェア リソースと性能のトレードオフ

アレイ最適化 アレイのマージ/パーティショニング/整形による性能および使用率の向上

データ パッキング (OCL 内のベクター データ 
タイプ)

データ メンバーのパッキングによるポート数削減、性能向上

データフロー 粗粒度並列性の抽出

パイプライン 細粒度並列性の抽出

バランス 式のバランスによる性能向上

ループ マージ ループのマージによる性能および使用率の向上

ループ平坦化 ループ ネストの平坦化による性能向上

ループ解除 ループの (部分的または完全) 解除による性能最適化

ストリーム (OCL: パイプ) データのストリーム化による性能および使用率の向上

インターフェイス 高度なインターフェイス合成

リソース リソース選択による性能および使用率の向上

インライン 関数の境界を取り除き、最適化の機会を提供

インスタンシエーション 関数のインスタンシエーションによる性能向上

依存性 内部/相互依存の抽出

Bitwidthmin ビット幅最小化による性能および使用率の向上

演算順序の変更 高度な浮動小数点最適化

ROM 推論 複雑な演算を可能な場合 ROM 化
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SDAccel は、CPU/GPU 開発者が、使い慣れたワークフローで既存の OpenCL、C、C++ コードを維持し、再利用しながら、FPGA に
アプリケーションを簡単に移行できるよう設計されています。大量のコードおよびライブラリが C および C++ フォーマットで存在します。
OpenCL、C、または C++ で作業できることは、既存のさまざまなコード ベースやサードパーティ提供のライブラリを活用したい、さらには、
アプリケーション保証として OpenCL、C、C++ 混在で開発を続行したい開発者にとって大きなメリットです。     

SDAccel 開発環境は、プログラマがすぐに使える Eclipse ベースの IDE、C ベースの FPGA に最適化された多数のライブラリ、データセ
ンター対応 COTS プラットフォームをすべて備えています。データセンター対応アクセラレーション ボードは、Convey Computer、Alpha 
Data Parallel Systems、および Pico Computing から入手できます。2015 年前半には、この他にも COTS パートナーが加わる予定です。
SDAccel ライブラリには、高性能低消費電力インプリメンテーションのための OpenCL ビルトイン、DSP、ビデオ、および線形代数のラ
イブラリが含まれます。ドメイン特化アクセラレーションのため、ザイリンクス アライアンス メンバーの Auviz Systems は、最適化された 
OpenCV および BLAS SDAccel 互換のライブラリを提供しています。 

アプリケーション開発者は、x86 エミュレーション空間全体で SDAccel の使用を開始し、コードを動作させることができます。アルゴリズ
ムの検証が完了したら、コードをプロファイリングして、アクセラレーションの効果が得られるコード セクションを特定できます。開発者は、
それらのターゲット セクションについて、アクセラレーションされたカーネルのサイクル精度の高速自動生成シミュレーションをシームレス
に使用できます。これらの高速シミュレーションを使用すると、アーキテクチャ レベルで作業しながら、アクセラレーションの効果をデバッ
グし、最適化できます。実証が完了したアプリケーションは、そのままホスト/FPGA システムに移植できます。SDAccel 開発環境は、1 つ
の操作画面でこれらすべての作業をサポートします。

SDAccel の CPU/GPU に匹敵する開発作業に大きく貢献するのが、SDAccel ライブラリです。SDAccel ライブラリには、低水準の数学ラ
イブラリと、BLAS、OpenCV、DSP ライブラリなどの生産性向上ライブラリが含まれます。これらのライブラリは (RTL ではなく) C++ で
記述されており、開発およびデバッグのあらゆる段階において、記述されているとおりに使用できます。プロジェクトの初期段階では、開
発をすべて CPU ホストで行います。SDAccel ライブラリは C++ で記述されているため、ある CPU ターゲットに対してアプリケーション コー
ドとともにコンパイルするだけで (仮想プロトタイプを作成)、テスト、デバッグ、初期プロファイリングをすべて、初期段階にホスト上で行
うことができます。この段階では、FPGA は不要です。

アプリケーションの初期段階のデバッグおよびプロファイリングが完了した後、CPU ベースの RTL シミュレータで実行されるアクセラレー
ト済み関数とともに、ハードウェア アクセラレーションを要する重要な関数を協調シミュレーション用にコンパイルできます。この時点で、
ソフトウェア開発チームは、得られる性能を観察し、アプリケーションが性能目標を満たすことを検証します。RTL シミュレーションにより、
FPGA のハードウェア アクセラレーションで見込める性能を極めて正確に見積もることができます。そのため、開発チームは、正確な性能
見積もりを得るとともに、生成された FPGA コンフィギュレーションがアプリケーション ソース コードの振る舞いと結果を正確に再現するこ
とを確信できます。

SDAccel:  
プログラマが 
すぐに使える 
プラットフォーム
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その後、アクセラレート済みの関数を FPGA に移動して、展開可能な最終のアクセラレート済みアプリケーションを生成できます。
SDAccel コンパイラは、一般的な FPGA コンフィギュレーションを作成するのではなく、特定のザイリンクス FPGA (デバイスのスピード 
グレードを含む) をターゲットとしてコンパイルするため、生成されるアクセラレート済み関数は FPGA 上の使用可能リソースとデバイスの
タイミングに最適化されています。この時点においても、(性能を犠牲することなく、極めてわずかなハードウェア オーバーヘッドで) 関数
をインストルメント化することができ、追加の後段階におけるプロファイリングも同じ使い慣れた SDAccel 開発環境内で実行できます。そ
のため、FPGA ハードウェアのメリットを最大限活用し、アプリケーション アクセラレーションの効果を最大化できます。

CPU レベルのプロファイリングでは、アプリケーションのボトルネックを特定します。協調シミュレーションを実行すると、特定の関数をア
クセラレートすることによりボトルネックが解消されたかどうかが分かります。FPGA 上で実行されるハードウェア アクセラレーション済みの
関数をプロファイリングすることで、さらなる最適化を行い、アプリケーション コードおよびアクセラレート済み関数をさらに微調整できま
す。すべての段階において、常に、SDAccel コンパイラはオプションでアクセラレート済み関数を含むアプリケーション コードをインストル
メント化できます。つまり、開発の進捗段階にかかわらず、デバッグとプロファイリングを、同じソフトウェア開発ツールを使用して同じよう
に進行できます。

FPGA における初の CPU/GPU に匹敵するランタイムおよびアップデート
SDAccel は、CPU/GPU に匹敵するリアルタイムの実行時アップデートが可能な、唯一の動的リコンフィギュレーション対応 FPGA ベース 
アクセラレータです。FPGA ソリューションの特徴として、SDAccel はカーネル アップデート中もシステムの動作を維持し、メモリ、イーサ
ネット、PCIe、パフォーマンス モニタなどの重要なシステム インターフェイスや機能を生かしたまま (CPU/GPU アクセラレータと同じよう
に) 新しいハードウェア アクセラレータ カーネルをロード可能な FPGA ベースの動的リコンフィギュレーション機能を備えています。このよ
うに、その場でシステム リコンフィギュレーションを行う機能は、データ センターの計算ニーズおよび負荷を即時にアップデートするのに
理想的です。この機能が戦略的メリットとなるアプリケーションの 1 つの例は、画像検索、ビデオのコード変換、画像処理をその場で切り
替えることです。 

リコンフィギュレーショ
ン可能なアクセラレータ
では、ハードウェア アク
セラレーションの高速な
変更が可能なため、ア
クセラレータ ROI を最
大化できます。

これらすべての結果として、ハードウェアの再利用によるリソース最適化が実現でき、データ センター環境では大きなメリットとなります。
単純に言えば、SDAccel ベースのシステムは、現在のあるアプリケーションを高速化するとともに、将来的に別の種類のアクセラレーショ
ンが必要になれば、素早くスムーズにシステムをアップグレード可能です。 

開発者は、CPU/GPU システムとまったく同じように SDAccel ベースのシステムを管理および実行できます。SDAccel と、このようなハー
ドウェアの高速で動的なリコンフィギュレーションにより、アプリケーションを実行中に FPGA を再利用することすら可能です。この機能に
より、開発者は、同一の FPGA ボードを使用して、アルゴリズムごとにハードウェアを再最適化しながら、アプリケーションの流れを制限し
たり中断したりすることなく、複数の異なるカーネル アクセラレーションを実行できます。このような動的リコンフィギュレーションを実現す
ることで、SDAccel を使用するデータ センター オペレーターは、ハードウェア アクセラレーションへの投資の効果を最大限引き出すことが
できます。
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具体的なベンチマークで実証された SDAccel の性能と価値
SDAccel は、実環境でのベンチマークによって、業界で実証済みです。たとえば、圧縮ベンチマークでは、SDAccel が生成したハードウェ
ア アクセラレータは、競合ツールで生成されたアクセラレータと比較して、速度は 3 倍を超え、サイズは 1/3 未満でした。面積とスループッ
トは、手作業で最適化した RTL インプリメンテーションと同等もしくはそれ以上でした。 

手作業でコーディングした RTL、SDAccel、競合ツールによって生成された結果を比較した 2 つのアクセラレータ ベンチマーク

上表の暗号化ベンチマークでは、SDAccel が生成したハードウェア アクセラレータは、競合ツールで生成されたアクセラレータと比較して、
速度は 1.2 倍、面積は 1/4 でした。さらに、SDAccel で自動的に生成したアクセラレータは、手作業で RTL にコーディングしたアクセラレー
タより 20% 高速でした。SDAccel を使用すると、複雑なコンフィギュレーションをしなくても、手作業でコーディングした場合と同等もしく
はそれ以上の QOR (Quality of Result: 結果の品質) を持つアクセラレータをコンパイルできます。

測定項目 手作業による RTL SDAccel 環境 その他の  
FPGA OpenCL SW

圧縮ベンチマーク
スループット 1 倍 1 倍 0.3 倍

面積 1 倍 0.9 倍 3 倍

暗号化ベンチマーク
スループット 1 倍 1.2 倍 1 倍

面積 1 倍 1.25 倍 5 倍

SDAccel は、他に例を見ない、
ハードウェア アクセラレーション
向けの包括的な FPGA ベースの
ソリューションです。

結論
SDAccel を使用すると、データ センター アプリケーション開発者のニーズに応える、CPU/GPU サーバー上で動作するアクセラレータよ
り格段に優れ、最高の 1 ワット当たりの性能を備えた効率的なハードウェア アクセラレータを生成可能な CPU/GPU に匹敵する作業環境
を実現できます。SDAccel は、単一の操作環境によって、システム内で即時リコンフィギュレーション可能なソフトウェア ワークフローをサ
ポートし、データ センターにおけるハードウェア アクセラレーション ROI を最大化することができます。これらの特徴とそのメリットにより、
SDAccel は、操作性と性能の両面で競合他社のポイント ツールを大きく上回る、他に並ぶもののない、包括的な FPGA ベースのソリューショ
ンといえます。一方、他社のツールは、SDAccel のような生産性の高いワークフロー レベルおよび使い慣れた環境を備えておらず、性能
も SDAccel で自動生成されたハードウェア アクセラレータに及びません。


