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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
2019 年 5 月 22 日 バージョン 2019.1

SDSoC を使用したソフトウェア アクセラレーション 説明をアップデート。
はじめに 説明をアップデート。
第 3 章: SDSoC アプリケーションの作成 説明を追加。
C/C++ ソースのインポート ヒントおよび「ファイルおよびフォルダー操作」の図を追加。
C 呼び出し可能な IP ライブラリのインポート 番号付きリストをアップデート。
SDSoC ライブラリのビルド 相互参照を追加。
第 4 章: C 呼び出し可能な IP ライブラリ 最初の段落の最後に文を追加。
第 5 章: デバッグ手法 メニュー カスケードをアップデート。
システム エミュレーションのターゲット指定 説明を若干変更。
SDSoC ライブラリのビルド 新しいセクションを追加。
共有ライブラリ 図を削除。
サンプル デザインのインストール 図および「ローカル コピーの使用」へのリンクをアップデート。
C++ デザイン ライブラリ リンクをアップデート。
付録 B: プラットフォームおよびリポジトリの管理 開発者に関する文を追加。

2019 年 1 月 24 日 バージョン 2018.3
SDSoC アプリケーションの実行モデル データ ムーバーの行と重要な注記をアップデート。
第 2 章: SDSoC 環境 表の注記を削除。
プロジェクトのインポート 新しいセクションを追加。
クロック周波数の選択 コマンド ライン オプションに ZCU102 プラットフォームのコード例を追加。
C++ デザイン ライブラリ <Vivado_Install_Dir> ファイルパスにアップデート。
sdscc/sds++ の起動に関するガイドライン セクションを削除。

2018 年 12 月 5 日 バージョン 2018.3
第 2 章: SDSoC 環境 記述および図をアップデート。
SDSoC を使用したソフトウェア アクセラレーション 説明をアップデート。
SDSoC のエレメント プラットフォームの説明をアップデート。
SDx ワークスペースの使用 [Launch] の説明および図をアップデート。
アプリケーション プロジェクトの作成 セクション全体をアップデート。
ソースのインポート インポートされたファイルの図と「C 呼び出し可能な IP ライブラリのインポート」セクションをアップデート。
ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択 [Add Hardware Functions] ダイアログ ボックスと [HardwareFunction] パネルの図を追加。
クロック周波数の選択 図およびコード例をアップデート。
ハードウェア ターゲットの指定 図およびコード例をアップデート。
システム エミュレーションのターゲット指定 図をアップデート。
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セクション 改訂内容
C 呼び出し可能な IP ライブラリの作成 説明をアップデート。
C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用 説明をアップデート。
付録 C: GUI での SDSoC 設定 付録をアップデート。

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 の理解
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。
第 4 章: 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。
第 6 章: プロファイリングおよび最適化 章をアップデート。
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セクション 改訂内容
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配布できます。Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE)、エンベデッド プロセッサ ア
プリケーション用のコンパイラ、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
するハードウェア関数用のコンパイラを使用するエンベデッド プロセッサ開発フローが含まれます。sdscc/sds++
(sds++ と表記) 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
リケーション特定のシステム オン チップ (SoC) 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が提供する SoC デバイスを使用すると、アプ
リケーションの一部をハードウェア アクセラレータにインプリメントし、プロセッサで実行される最適化コードより
も何倍も高速に実行できます。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どんな関数
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
ションしてみます。これらの関数をカスタム ハードウェアにインプリメントすると、パフォーマンスと消費電力の理
想的なバランスを達成できます。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、アクセラレーションする部分を決定するためのツールおよびレポートが含まれます。キャッシ
ュ、メモリ、バス使用量の自動ランタイム インストルメンテーションも提供され、ハードウェア上でのリアルタイム
のパフォーマンスを確認できます。
ハードウェアでアクセラレーションされたアプリケーションを開発する際、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がない開発者でも、FPGA アクセラレーションの利点
を活用できます。ハードウェア関数はソフトウェア関数と同様に呼び出すことができ、ハードウェア/ソフトウェアの
分割はコンパイラで自動的にインプリメントできます。または、Vivado® HLS コンパイラを使用するハードウェア中
心のアプローチを使用するか、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 C 呼び出し可能 IP のラ
イブラリとして配布することにより、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、Zynq ベースの標準の開発ボードである ZCU102、ZCU104、ZCU106、ZC702、および ZC706 用の
定義済みプラットフォームが含まれます。ZedBoard、MicroZed、Zybo、Avnet エンベデッド ビジョン キット、ビデ
オおよびイメージング キット、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。標準
SDSoC プラットフォームの 1 つからプロジェクトを開始し、デザイン コンセプトを評価して、プロダクション用のカ
スタム プラットフォームにインプリメントできます。
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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) では、プロセッサ アーキテクチャよりも、アプリケーション
の実行をより高い割合で並列処理可能です。アクセラレータのハードウェア関数用に sds++/sdscc (sds++ と表記)
システム コンパイラ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 とは実行の枠組みが異なるので、
パフォーマンスを大幅に向上できます。既存のエンベデッド プロセッサ アプリケーションを PL でアクセラレーショ
ンするよう変更することはできますが、ザイリンクス xfOpenCV ライブラリなどの既存のハードウェア関数のソース
コード ライブラリを使用してアプリケーションを記述したり、PL デバイスの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することで、パフォーマンスを大幅に向上して、消費電力を削減できます。
CPU のリソースは固定されており、タスクまたは演算を並列処理する機会は限られます。プロセッサは、そのタイプ
にかかわらず、プログラムをプロセッサのコンパイラ ツールで生成された命令順に実行します。コンパイラ ツール
は、C/C++ で記述されたアルゴリズムをターゲット プロセッサにネイティブのアセンブリ言語の構文に変換します。
2 つの値の乗算のような単純な演算ですら、複数のアセンブリ命令となり、複数のクロック サイクルで実行されます。
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 デバイスには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てお
り、カスタム アーキテクチャをインプリメントしてどんなレベルの並列処理でも達成できます。FPGA のプログラム
ロジックは、すべての計算が同じ ALU を共有するプロセッサとは異なり、アクセラレーション関数を定義してインプ
リメント可能な空白のキャンバスのようなものです。FPGA コンパイラは、ALU 全体ではなくニューラル ネットの積
和ハードウェアのみをインプリメントするなど、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。
sds++ システム コンパイラを -c オプションを指定して実行すると、必要な関数定義に対して Vivado 高位合成 (HLS)
ツールが起動されてファイルがハードウェア IP にコンパイルされます。HLS ツールを呼び出す前に、sds++ コンパイ
ラで #pragma SDS が HLS ツールで解釈可能なプラグマに変換されます。HLS ツールは、同時処理を増やすように、
スケジューリング、パイプライン、データデータフローを含むハードウェア指向の変換と最適化を実行します。
sds++ リンカーは、プログラム データフローを解析し、ハードウェア関数内への呼び出しおよびハードウェア関数間
の呼び出しを含め、ハードウェアのデータ モーション ネットワークおよびソフトウェア制御コード (スタブと呼ぶ) を
システムにマップして、データ ムーバーを介したアクセラレータとデータ転送を調整します。次のセクションで説明
するように、sds++ リンカーは、データ転送をスケジューリングして共有可能な演算を特定し、待機バリア API 呼び
出しをスタブに挿入して、プログラム セマンティックが保持されるようにします。

SDSoC アプリケーションの実行モデル
SDSoC 環境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。
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、DMA エンジンなどのデータ ムーバー
が使用され、zero_copy などのユーザー データ ムーバー プラグマを考慮して、sds++ システム コンパイラにより自
動的に挿入されます。

第 1 章: SDSoC の概要

UG1027 (v2019.1) 2019 年 5 月 22 日  japan.xilinx.com
SDSoC 環境ユーザー ガイド  8

https://github.com/Xilinx/xfopencv
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback/document-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=2019.1&docPage=8


図 1:   SDSoC システムのアーキテクチャ
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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
リに含まれる送信および受信 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使用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。
SDSoC プログラム実行モデルの手順は次のとおりです。
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。
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。
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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 ～ 2c 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。

SDSoC のビルド プロセス
SDSoC のビルド 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
高位合成 (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 sds++ 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。
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図 2:   SDSoC のビルド プロセス
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コンパイル プロセスには、次のタスクが含まれます。
1. コードが解析され、Arm コアの main アプリケーションがコンパイルされ、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。
2. 標準 GNU Arm コンパイル ツールでアプリケーションがコンパイルされ、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。
3. ハードウェアでアクセラレーションされる関数が HLS ツールで実行され、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。
1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. ボードを ELF (Executable and Linkable Format) 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。

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: 標準プログラミング言語を使用して記述された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によりアプリケーション ボトルネックを特定してアクセラレーションする箇所を見つ
けたりすることができます。
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• ハードウェア中心設計: 基本的な関数のライブラリなど、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、異なる開発者または異なる企業が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でき、またチーム内ですべてのアクセラレータを開発する
こともできます。

ソフトウェア中心設計
ソフトウェア中心フローを使用したアクセラレーション アプリケーションの開発およびアクセラレータの開発は、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、コードのアーキテクチャに注意を
払いながら、標準のソフトウェア 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:   ソフトウェア中心設計手法のフロー

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を作成し、ボトルネックおよびアクセラレ

ーションする関数を特定します。
• 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 コードを記述。 • 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しま
す。

機能の検証 (必要に応じて繰り返し)。 • システム エミュレーションを実行して、次を含むアプリケーションおよ
びアクセラレータのプロファイリング データを生成します。
○ 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します。

パフォーマンスの最適化 (必要に応じて繰り返し)。 • 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します。
• システム全体のデータの動きを最適化します。

○ アプリケーションから DDR、DDR からアクセラレータ、およびハー
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 バンド幅を最大限に使用
○ 転送のオーバーラップ
○ プリフェッチ

• パフォーマンスを向上するためアクセラレータ コードを最適化します。
○ タスク レベルの並列処理 (データフロー)
○ 命令レベルの並列処理 (パイプラインおよびループ展開)
○ データ サイズとインターフェイス バンド幅を一致 (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。ハードウェア中心設計手法フローでは、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-7000 SoC 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します。
アクセラレータを開発。 • C または C++関数に Vivado HLS を使用します。

• Vivado Design Suite で従来の RTL 設計方法を使用します。
機能およびパフォーマンスの検証 (必要に応じて繰り返し)。 • Vivado HLS でハードウェア/ソフトウェア協調シミュレー

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

ます。
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 (必要に応じて繰り返し)。 • HLS の場合は、デザイン ルール チェック (DRC) で問題が検

出されないことを確認します。
• 『UltraFast 設計手法ガイド (Vivado Design Suite 用)』

(UG949) の設計手法を使用して Vivado インプリメンテーシ
ョン フローを実行します。

• 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
ラクティスを使用します。

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します。

• RTL フローの場合は、C 呼び出し可能 IP ウィザードを使用
します。

• 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します。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問題なく動作するかを検証 (必要に応じて繰り返し)。 • デバッグにシステム エミュレーションを使用します。
• 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

使用します。
パフォーマンス用にホスト コードを最適化 (必要に応じて繰り返し)。 • [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
マンスを測定します。

• DRC で問題が検出されないことを確認します。
• 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

を達成するようにします。
• 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。
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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

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。

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

次に、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のベスト プラクティスを示しま
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処理
を向上させます。たとえば画像処理アプリケーションでは、画像フレームを 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。

○ データを何回も転送するのではなく、PL 領域にローカルのデータを再利用することにより、DMA を制限しま
す。

○ 次のような特徴のある関数をアクセラレーションするようにします。
- データ転送時間に対する計算時間の比が高い。
- 通信ストリームが予測可能。
- アクセラレータ外に制御ロジックが不要な自己完結型の制御構造。

○ 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同時に実行することにより、タスク レベ
ルの並列処理を増加できる可能性を探します。

• ソフトウェア中心設計フローの場合:

○ 配列サイズを把握し、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/割り当て
解除するなど優れたメモリ管理手法を使用することにより、デバイス フットプリントを削減して、ベースライ
ン パフォーマンスを向上します。

○ 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により、論理的に正しいかどうかを確認し
ます。

○ ハードウェア関数を個別の C/C++ ファイルに記述し、インクリメンタルな変更に対し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。

• ハードウェア中心設計フローの場合:

○ IP またはアクセラレータの AXI4 インターフェイス オフセット、およびどの関数定義パラメーターにどのデー
タ型が必要かを把握しておきます。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。
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第 2 章

SDSoC 環境
SDSoC™ (Software-Defined System-on-Chip) 環境は、Zynq® UltraScale+™ MPSoC または Zynq-7000 デバイスにヘテ
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。ハードウェアとソフトウェアの分
割のデザイン タスクおよび試行には、Eclipse ベースの統合設計環境である SDx™ IDE を使用します。SDx IDE は、ソ
フトウェア開発 IDE に慣れたユーザーが使いやすいように設計されています。SDx IDE では、アプリケーション プロ
ジェクト、プラットフォーム プロジェクト、ライブラリ プロジェクトを作成できます。次の図に、これらのデザイン
フローの概要を示します。このユーザー ガイドでは、アプリケーション プロジェクトおよびライブラリ プロジェク
トについて説明します。プラットフォーム プロジェクトについては、『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』
(UG1146) を参照してください。

図 3:   SDx デザイン フロー
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プラットフォームは、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
を定義するので、SDSoC 環境には不可欠なコンセプトです。SDx IDE には複数の基本的なプラットフォームが含まれ
ており、SDSoC アプリケーションを作成するのに使用できるので、カスタム プラットフォームを一から作成する必要
はありません。SDx IDE では、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。このアクセラレータは、プラットフォーム設計者およびアプリケーション コードの
プラグマが指定したように、プラットフォーム インターフェイスに接続されます。プラットフォーム メタデータ内の
宣言では、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際にシステム コンパイラで使用される
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。
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図 4:   プラットフォームのブロック図
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システム コンパイラは、プログラムを解析し、ソフトウェアとハードウェア関数間のデータフローを判断して、アプ
リケーション特定のシステム オン チップを生成します。sds++ システム コンパイラ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。通信と計算をパイプライン処理して、次の図に示すような最大限に並列実行さ
れるハードウェア関数を生成することにより、パフォーマンスを達成します。

図 5:   データ転送と計算のパイプライン処理
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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。スタブ関数も生成され、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 ソフトウェアでインプリメントされたハードウェア
関数が使用されます。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
命令ファイルが含まれます。BOOT.BIN ファイルには、生成したシステムをターゲット ボードで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 ディレクトリにブート プロセスで使用される Linux イメージ ファイルも含まれ
ます。
SDSoC システム コンパイラでは完全なアプリケーションが生成され、プログラム レベルでリファクタリングするこ
とによりデザインおよびアーキテクチャの機能を調整していくことができ、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かかる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
関数を独立させて実行する必要があります。システム コンパイラでは、ハードウェア関数とアプリケーション ソフト
ウェア間の同期を維持しながら計算および通信のパイプライン処理をイネーブルにして、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、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 環境では、これは 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ています。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、実行環境に注意する必要があります。
Zynq-7000 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、イン
ターコネクト ブロック、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。
次の表に、Zynq-7000 SoC および Zynq UltraScale+ MPSoC データシートからのスイッチ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ます。
表 3:   プロセッサ、メモリ、および AXI インターフェイスのパフォーマンス

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 ArmCortex™-A53 64 ビット クワッド コア:1500 MHz Arm 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 Cortex-R5 32 ビット デュアル コア: 600MHz 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、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
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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。
SDSoC 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 SDSoC 環境の概要を理解するのに最適な方法なので、アプリケーション開発前に実行しておくことをお勧
めします。
注記: SDSoC 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 SDSoC 環境とまとめないようにしてください。ツールが SDSoC 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。

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システム 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 Suite HLx
Edition からのツールが使用されます。
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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ており、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定のシステム オン チップが生成されます。
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定のハードウェア 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 (SoC) を簡単に作成でき、ベース プラット
フォームをさまざまなアプリケーションに使用できるようになります。
SDx インストールに含まれる定義済みプラットフォームか、カスタム プラットフォームを選択するオプションがあり
ます。カスタム プラットフォームは、Vivado ツールまたは定義済みプラットフォームからのデバイス サポート アー
カイブ (DSA) ハードウェア仕様を基に生成できます。
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。

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 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。
次の図に、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 フローを示します。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。
注記: エミュレーションは、ベース プラットフォームでのみ使用できます。デバッグおよびエミュレーションの詳細
は、『SDSoC 環境デバッグ ガイド』 (UG1282) を参照してください。
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図 6:   ユーザー デザイン フロー

Arm で実行される C/C++ 
アプリケーション

アプリケーションをプロファイル

ハードウェア アクセラレーションする
関数をマーク

パフォーマンスを見積もり

アプリケーションをビルドして
ソフトウェアとハードウェアを生成

SD カード イメージ

ボードで実行

SDSoC ガイドラインを使用して
データ転送と並列処理を最適化

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

X14740-041119

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

どうかを確認します。
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部分を特定し、ハ

ードウェアにコンパイル可能な関数に分離します。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 SoC 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。

必要に応じてコードにパフォーマンスを解析するコードを含め、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++ システム 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。
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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
マンスをより高速に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を大まかに予測できます。これは、シ
ステム エミュレーションでも論理的に検証および解析できます。システム エミュレーション機能では、ソフトウェア
を実行するクイック 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。

SDx GUI の理解
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。次の図に示す SDx パースペクティブ (デフォルト) が開きます。
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図 7:   SDx – 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。
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第 3 章

SDSoC アプリケーションの作成
SDSoC™ アプリケーションは、SDx™ IDE またはコマンド ライン インターフェイスで作成できます。この章では、SDx
IDE でのワークスペースの作成、選択したプラットフォーム用のアプリケーション プロジェクトの作成、および使用
可能なアプリケーション テンプレートの使用について説明します。コードの編集、ハードウェア アクセラレータ設定
の変更、ターゲットをエミュレーションまたはボードに設定する方法についても説明します。IDE の操作をコマンド
ラインで実行する方法および GUI のスクリーンショットも示します。

SDx ワークスペースの使用
重要: Linux ホストは、SDSoC™ プラットフォームの開発に強く推奨され、またターゲットの Linux OS をサポートする
プラットフォームを作成するには必須です。
1. 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 SDx™ IDE を起動します。

• コマンド プロンプトから次のいずれかのコマンドを使用します。
sdx
または
sdx -workspace <workspace_name>

• [SDx] アイコンをダブルクリックしてプログラムを開始します。
• Windows OS の [スタート] メニューから起動します。

2. SDx IDE が開き、次の図に示すワークスペースを選択するダイアログ ボックスが表示されます。
図 8:   SDx ワークスペースの指定
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重要: SDx コマンドを入力するため新しいシェルを開いた場合は、まず settings64 および setup スクリプトをツー
ル環境に読み込みます。Windows では、コマンド ライン 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 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。
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. [Launch] をクリックします。
ヒント: 現在のワークスペースを変更するには、SDx IDE で [File] → [Switch Workspace] クリックします。

これで SDx ワークスペースが作成されたので、プロジェクトを含めます。プラットフォームおよびアプリケーション
プロジェクトが作成され、SDSoC プラットフォームを作成する SDx ツール フローが記述されます。
SDx IDE は、次のユーザーの選択した 3 つのタイプを使用したワークスペースを作成します。
• アプリケーション プロジェクト
• プラットフォーム プロジェクト
• ライブラリ プロジェクト
次のセクションで、プラットフォームおよびアプリケーション プロジェクトを使用して SDSoC プラットフォーム例
を構築する方法を説明します。

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。
1. SDx IDE を起動したら、新規プロジェクトを作成できます。[File] → [New] → [SDx Project] をクリックするか、こ

れが最初に SDx IDE を起動した場合であれば、ウェルカム画面で [Create Application Project] をクリックします。
2. [Create a New SDx Application Project] ページが開きます。
3. [Create a New SDx Application Project] ページでプロジェクトを名前を指定します。[Project name] フィールドに

プロジェクト名を指定します。
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図 9:   [Create a New SDx Application Project] ページ

4. [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。

5. 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 JSch ([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。
6. [Next] をクリックします。
[Platform] ページには、使用可能なインストール済みプラットフォームが表示されます。追加プラットフォームのイ
ンストールの詳細は、『SDAccel 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) の「プラ
ットフォーム別パッケージのインストール」を参照してください。
重要: プラットフォームの選択によりこの後のプロセスが決定されるので、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。

図 10:   SDSoC プラットフォームの指定
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プラットフォームには、ベース ハードウェア デザインを記述するシェル、接続されたアクセラレータで使用されるイ
ンターフェイスを宣言するメタデータ、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が含まれます。
SDSoC 開発環境では、次のボード用のベース 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

○ zcu104

○ zcu106

○ zed

リポジトリにはカスタム定義またはサードパーティのプラットフォームを追加できます。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。
1. 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します。[Platoform] ページ

のプラットフォーム リストの上に、5 つのアイコンがあります。左から右に向かって、プラットフォームのテキ
スト文字列の検索、カスタム プラットフォームの追加、プラットフォーム リポジトリの管理、新規デバイスまた
はプラットフォームの追加、選択したプラットフォームに関する追加情報のリストをそれぞれ実行できます。

2. 定義済みのインストールされたプラットフォームを選択して [Next] をクリックします。
3. 次の図に示す [System Configuration] ページが開きます。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 リストからし選択ます。[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。

図 11:   システム設定の指定
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4. システム コンフィギュレーションを設定する際は、[Domain] をオンにして、Linux ベースのコンフィギュレーシ
ョンの場合は [Linux Root File System] を指定することもできます。[Linux Root File System] は、ヘッダーを実行
して見つけるためにシステムに必要なものを提供する sysroot ディレクトリ構造です。

5. システム コンフィギュレーション ([System configuration]) を選択して [Next] をクリックすると、次の図に示す
[Templates] ページが表示されます。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。

6. 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。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

7. 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
ロジェクトが作成され、ファイルをインポートして、最初からプロジェクトを作成できます。

8. [Finish] をクリックし、New SDx Project ウィザードを閉じてプロジェクトを開きます。
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プロジェクトのインポート
以前にエクスポートしたプロジェクトを、新規プロジェクトのソースとして使用できます。
1. [File] → [Import] から [Xilinx] → [SDx Project] をクリックするか、ウェルカム画面で [Import Project] をクリックし

ます。
図 13:   SDx プロジェクトを選択します。

2. インポート タイプとして [SDx project exported zip file] をオンにします。このオプションを選択すると、エクスポ
ートした ZIP ファイルを指定するダイアログ ボックスが表示されます。[Next] をクリックします。
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図 14:   インポート タイプ

3. 選択して [Open] をクリックします。ワークスペースに読み込み可能なアプリケーション プロジェクトのリスト
が表示されます。

推奨: ザイリンクスでは、ワークスペース間でプロジェクトを移動するには、SDx でエクスポートされた ZIP ファイル
を使用することをお勧めします。また、これが SDx の最後のリリースであるため、リモート ソースを使用するのでは
なく、ソースをインポートしてください。

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 内に含めるので、PL リソースに収まる必要があります。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、SDSoC サンプル 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
1. 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。
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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、デフォルトではファイルがワークスペースにコピーされ
ます。これをオフにすることもできます。ワークスペースを削除すると、ファイルへの変更はすべて失われます。
2. 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。

3. 表示されるページは、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] ページを示しています。

図 15:   ファイル システムソースのインポート

4. [File system] ページでは、システム内のフォルダーをナビゲートして、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。

ヒント: 各ハードウェア アクセラレータ関数を個別のファイルに分けることにより、アクセラレータの並列コンパイ
ルが可能となり、SDx でのコンパイル時間を短縮できます。
5. [Overwrite existing resource without warning] をオンにすると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。
注記: 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。

6. 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 16:   ファイルおよびフォルダーの操作

7. ファイルおよびフォルダーをプロジェクトにコピー、ファイルへのリンクを追加、または仮想フォルダーのファ
イルにリンクして元のファイル構造を保持できます。[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。

8. 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、アプリケーションを実行
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® の .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には、次の手順に従います。
1. [Project Explorer] ビューでプロジェクト名または project.sdx ファイルを右クリックし、[Properties] をクリッ

クします。
2. [C/C++ Build] → [Settings] → [SDS++ Linker] → [Libraries] をクリックします。
3. -l ライブラリ リストに <libname_without_leading_lib_text_characters> を追加します。
4. -L ライブラリ検索パスに <libname.a> オブジェクト ファイルを含むディレクトリを追加します。
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/.hpp) がプロジェクト ソース ツリーに含まれていることを確認しま

す。
8. プロジェクトをビルドします。
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、第 4 章: C 呼び出し可能な IP ライブラリを参照してくだ
さい。
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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、ハードウェアで実行すると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、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。
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リングする必要があります。特にハ
ードウェア、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、外部制御ロジックが限られた演算負荷の高い自己完結型の関数から開始することをお勧めします。SDSoC 環
境インストールに含まれるプラットフォームの 1 つに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
演算負荷の高い関数を特定できます。
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を特定できます。
アプリケーションのプロファイルについては、第 6 章: 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] 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、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。

図 17:   [Add Hardware Functions] ダイアログ ボックス
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[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、次の図に示すように [SDx Application Project Setttings] の [Hardware Functions] に表示されます。

図 18:   [Hardware Function] パネル

ヒント: [Add Hardware Function] ダイアログ ボックス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。
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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。
使用可能なプラットフォーム クロックは、[SDx 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 19:   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 Application Project Settings] の [Hardware Functions] に表示されます。
次の図の madd のように、リストから 1 つの関数を選択し、[Clock Frequency] 列をクリックして、プルダウン メニュ
ーからクロック周波数を選択します。
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図 20:   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 Application Project Settings] の [Options] パネルの [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。

図 21:   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 zcu102 -sds-hw mmult mmult.cpp -
clkid 1 -sds-end
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C 呼び出し可能 IP ライブラリでハードウェア関数のクロック周波数を設定するには、-ac オプションを使用します。
$ sds++ -lmyIpLib -ac myAc:3 -o main.elf main.o

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 zcu102 -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 <platform_name>

ZCU102 プラットフォームの例として、sds++ -sds-pf-info zcu102 コマンドを実行すると、次のように表示さ
れます。クロック ID およびその周波数が宣言されたシステム クロックごとに表示されます。使用可能なシステム コ
ンフィギュレーションおよびシステム ポート インターフェイスのリストも表示されます。
Platform Information
====================
Name: zcu102
Device
------
 Architecture: zynquplus
       Device: xczu9eg
      Package: ffvb1156
  Speed grade: -2
System Clocks
-------------
  Clock ID   Frequency
 ----------|------------
            1199.880127
         0    74.992500
         1    99.990000
         2   149.985000
         3   199.980000
         4   299.970000
         5   399.960000
         6   599.940000
Platform:    zcu102 (<SDx_Install_Dir>/platforms/zcu102)
Description: 
A basic platform targeting the ZCU102 evaluation board, which includes
4GB of DDR4 for the Processing System, 512MB of DDR4 for the Programmable
Logic, 2x64MB Quad-SPI Flash and an SDIO card interface. More information
at https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/ek-u1-zcu102-g.html
    
Available system configurations:
  a53_linux (a53_linux)
  a53_standalone (a53_standalone)
  r5_standalone (r5_standalone)
 
System Ports
 
Use the system port name in a sysport pragma, for example 
#pragma SDS data sysport(parameter_name:system_port_name)
 
System Port Name (Vivado BD instance name, Vivado BD port name)
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ps_e_S_AXI_HPC0_FPD (ps_e, S_AXI_HPC0_FPD)
ps_e_S_AXI_HPC1_FPD (ps_e, S_AXI_HPC1_FPD)
ps_e_S_AXI_HP0_FPD (ps_e, S_AXI_HP0_FPD)
ps_e_S_AXI_HP1_FPD (ps_e, S_AXI_HP1_FPD)
ps_e_S_AXI_HP2_FPD (ps_e, S_AXI_HP2_FPD)
ps_e_S_AXI_HP3_FPD (ps_e, S_AXI_HP3_FPD)

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特定し、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ターゲット指定 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
1. [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。
2. [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。
3. [Debug [Hardware]] を右クリックし、[Build] をクリックします。

図 22:   [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ます。
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4. 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。
[Assistant] ビューで生成されたファイルを右クリックして [SD Card Image] → [Open] → [Open in File Browser] を
クリックすると、ファイルを表示できます。

図 23:   ビルドの結果

5. 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
に、[Project Explorer] ビューで reports ディレクトリを展開し、sds.log コンパイル ログ ファイルを表示した
ところを示します。
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図 24:   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)。-sds-pf オプションでプラットフォーム
が指定され、-sds-hw と -sds-end ハードウェア関数オプションの間に各アクセラレーション関数の関数名とその定
義ソース ファイルが指定されています。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。
madd() 関数のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I../src -c -fmessage-length=0 -MTsrc/madd.o\
 -MMD -MP -MFsrc/madd.d -MTsrc/madd.o -o src/madd.o ../src/madd.cpp\
 -sds-hw mmult mmult.cpp  -clkid 1 -sds-end\
 -sds-hw madd madd.cpp  -clkid 1 -sds-end\
 -sds-sys-config a53_linux -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102

main() 関数のコンパイル:

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-hw mmult mmult.cpp  -clkid 1 -sds-end\
 -sds-hw madd madd.cpp  -clkid 1 -sds-end\
 -sds-sys-config a53_linux -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102

mmult() 関数のコンパイル:

sds++ -Wall -O0 -g -I../src -c -fmessage-length=0 -MTsrc/mmult.o\ 
 -MMD -MP -MFsrc/mmult.d -MTsrc/mmult.o -o src/mmult.o ../src/mmult.cpp\ 
 -sds-hw mmult mmult.cpp -clkid 1 -sds-end\ 
 -sds-hw madd madd.cpp -clkid 1 -sds-end\ 
 -sds-sys-config a53_linux -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102
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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 /tmp/sdx_workspace/ip_cache -o project_one.elf\
 ./src/madd.o ./src/main.o ./src/mmult.o\
 -dmclkid 1 -sds-sys-config a53_linux\
 -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102

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>"

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、-xp オプションは SDS++ リンカー設定 に示すように、[Miscellaneous] オプションの下のビルド
コンフィギュレーションに追加できます。
詳細は、次の資料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)

• 『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)

• 『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
ハードウェア関数を特定したら、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 25:   エミュレーション ターゲット

システム エミュレーションには、[Debug] モードと [Optimized] モードがあります。これらのモードは、[Emulation
model] で指定します。
• [Debug]: RTL 生成およびハードウェア関数を含む Vivado 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。

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。コンパイラからはデバッガー

で使用される追加情報が生成されるので、デバッグがやりやすくなり、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。これにより、デバッ
グ コードが取り除かれるので、このモードではデバッグはできません。
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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。
システム エミュレーションが完了すると、次の図に示すように、[Assistant] ビューにデータ モーション ネットワーク
レポート ([Data Motion Network Report]) とコンパイル ログ ([Compilation Log]) がリストされます。

図 26:   [Assistant] ビューの表示

ハードウェア エミュレーションのビルド 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 27:   [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。これらの中には、ハードウェア関数に送受信される値が含まれることがあるほか、
アプリケーションが問題なく実行されたことを示すメッセージが表示され、PL で実行されるソース コードと PS で実
行されるコンパイル済みハードウェア関数が機能的に正しい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 XSim ツールで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) 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 の理解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] → [Stop] をクリックすると停止できます。
次の図に、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
ます。

第 3 章: SDSoC アプリケーションの作成

UG1027 (v2019.1) 2019 年 5 月 22 日  japan.xilinx.com
SDSoC 環境ユーザー ガイド  44

https://japan.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?v=2019.1;d=ug900-vivado-logic-simulation.pdf
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback/document-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=2019.1&docPage=44


図 28:   QEMU コンソール

波形オプションを選択して [Run All] をクリックすると、次の図に示すように PL 波形が表示されます。
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図 29:   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) 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。

SDSoC ライブラリのビルド
ライブラリを使用すると、1 つまたは複数のアクセラレーション関数を共有ファイルまたはスタティックにリンクさ
れたファイルに含めることができます。ライブラリ プロジェクトを作成するには、SDx IDE メニューから [File] →
[New] → [SDx Library Project] をクリックします。共有ライブラリ フローでは、SDx またはコマンド ラインで SDSoC
アプリケーションにリンク可能なライブラリ ファイルが生成されます。SDSoC ライブラリ フローは、gcc/g++ で使
用するためにライブラリをエクスポートするのに使用します。このライブラリを使用すると、ハードウェアでアクセ
ラレーションされた関数を呼び出すことができます。C 呼び出し可能 IP ライブラリ フローは、Vivado でパッケージ
された IP ブロックを SDSoC アプリケーションにリンクするために使用します (第 4 章: C 呼び出し可能な IP ライブラ
リ を参照)。
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図 30:   ライブラリ タイプの指定

共有ライブラリ
共有ライブラリには行列共有ライブラリ テンプレートが提供されており、SDx IDE で乗算および加算の例が提供され
ています。このライブラリでは、共有ライブラリに含まれるエントリ ポイントが異なる 3 つの関数を、ソフトウェア
アプリケーションから呼び出す方法を示します。
SDx IDE で処理されたアプリケーション ビルドの結果を実行する際は、ライブラリ プロジェクトの sd_card ディレ
クトリに含まれる BOOT.BIN ファイルを使用してボードをブートする必要があります。このファイルに、アクセラレ
ーション ハードウェア関数が含まれます。
コマンド ラインを使用する場合は、例は <SDx_Install_Dir>/samples/libmatrix ディレクトリに含まれます。
libmatrix 例には、スタティック ライブラリおよび共有ライブラリのビルド方法と、ライブラリのアプリケーショ
ンでの使用方法を示す makefile が含まれます。
共有ライブラリのビルドの詳細は、『SDSoC 環境プログラマ ガイド』 (UG1278) を参照してください。
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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 などの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 IP ラ
イブラリを作成する方法を説明します。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れ
らの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。SDx™ IDE およびコマンド ラインを使用する方法を示します。

図 31:   C 呼び出し可能ライブラリの作成および使用

SDSoC アプリケーションでは、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、あるいは Vivado® HLS などの高位合成 (HLS) ツールを使用して記述されたパッケージ IP にアクセスでき
ます。ハードウェア特定の最適化またはマイクロアーキテクチャは、HDL を使用した方が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もあります。
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を意識せずに、機能的なインターフェイスを認識
できます。
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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 IP のサンプル
デザインが含まれます。これらの例は、シングル ファンクションおよびマルチファンクション アクセラレータ ライ
ブラリを示しており、関数引数がレジスタ、メモリ リファレンス、または AXI ストリーム (axilite_arraycopy、
aximm_arraycopy、axis_arraycopy) として渡されます。マルチファンクションの例 (mfa_fir、
mfa_scalar128_none、mfa_scalar_axi) は、複数のソフトウェア エントリ ポイントを含む 1 つのアクセラレー
タを示しています。
C 呼び出し可能 IP ライブラリを作成するには、sdx_pack ユーティリティからの基本サポートを使用して、SDx IDE
のライブラリ プロジェクト フローを使用します。sdx_pack のコマンド ライン引数の詳細は、『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) を参照してください。Vivado でパッケージされた IP 内のインターフ
ェイスは、sdx_pack でハードウェア インターフェイスを含む IP 設定をクエリすると調べることができます。SDx
IDE はこの機能を使用して、C 呼び出し可能な IP ライブラリに変換される IP に関連したインターフェイスおよびプル
ダウン選択肢を使用してメニュー選択をします。
ZCU102 プラットフォームの axis_arraycopy 例を使用して C 呼び出し可能な IP ライブラリを作成する手順は、次
のとおりです。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 で C 呼び出し可能なライブラリを作成するには、次の手順に従います。
1. C 呼び出し可能 IP ライブラリ 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 device_family、cpu_type、および OS_type タプル用に作成されます。
2. <SDx_Install_Dir>/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. C 呼び出し可能な IP ライブラリをビルドするために使用する入力ヘッダー ファイル (.hpp) と IP メタデータ フ

ァイル (component.xml) を特定します。
4. IP をカスタマイズする方法を示します。
5. 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。
次に、SDx ダイアログ ボックスを完了する方法を表で示します。
• 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。

SDx ライブラリ プロジェクト
SDx IDE を起動し、ワークスペース (例: sdx_workspace) を使用して、ライブラリ プロジェクトを作成します ([File] →
[New] → [SDx Library 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<project_name>.a のように lib で始ま
り、.a で終了します。
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表 4:   SDx ライブラリ プロジェクト
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] をクリックします。
Create a New SDx Project Project name: arraycopy

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

Accelerated Library Type Type: C-Callable Library
Platform Name zcu102

[Next] をクリックします。
System Configuration System configuration: A53_Linux

Runtime: C/C++
Domain: a53_linux

(プリセット) CPU: cortex-a53
(プリセット) OS: linux

Linux Root File System: オフのまま。
[Next] をクリックします。

Templates Empty Application [OK] をクリックします。

[Import Source] ダイアログ ボックスのオプション
次の表に、ソースのインポートのメニュー項目を示します。
表 5:   [Import Source] ダイアログ ボックスのオプション

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: samples/rtl の axis_arraycopy ディレクトリを参照します。

[OK] をクリックします。
Files: src/arraycopy.hpp オン
Directory: ip オン
Into folder: arraycopy/src

[OK] をクリックします。

IP カスタマイズの追加
[IP Customization] ウィンドウで [Add IP Customizations] (h の付いたファイル アイコン) をクリックします。次の図お
よび表に、IP カスタマイズの追加方法を示します。
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表 6:   IP カスタマイズの追加
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: [Select] をクリックします。
Files: arraycopy.hpp を選択します。
Qualifier: src/src/arraycopy.hpp を選択します。

[OK] をクリックします。
IP Path: [Select] をクリックします。
Files: component.xml を選択します。
Qualifier: src/ip/component.xml を選択します。

[OK] をクリックします。
Accelerator control: Protocol: ap_ctrl_hs

Port:s_axi_lite
Offset:0

Primary Clock: ap_clk 10.0
Derived Clock: 変更なし
IP Parameters 変更なし

[OK] をクリックします。

関数マップの追加
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。
[IP Customization] ウィンドウで [Add Function Mapping] (+ アイコン) をクリックします。
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表 7:   関数マップの追加
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します。
arraycopy を選択します。
[OK] をクリックします。

AXILite インターフェイスにマップされる引数および関数戻り値 このインターフェイス タイプの表の上の [AddFunction Argument Map] (+ アイコン) をクリックします。
Argument (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) M

AXILite Interface (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) s_axi_lite

Direction (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) IN

Register Info (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) M、オフセット 16

AXIS インターフェイスにマップされる配列引数 このインターフェイス タイプの表の上の [AddFunction Argument Map] (+ アイコン) をクリックします。
Argument (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) A

AXIS Interface (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) A

Direction (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) IN

AXIS インターフェイスへマップされるる配列引数 このインターフェイス タイプの表の上の [AddFunction Argument Map] (+ アイコン) をクリックします。
Argument (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) B

AXIS Interface (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) B

Direction (フィールド内をクリックしてプルダウン メニューを表示) OUT

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

C 呼び出し可能 IP プロジェクトのビルド
プロジェクトをビルドするため、C 呼び出し可能な IP ライブラリが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、Release 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。
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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 ap_ctrl_hs=s_axi_lite:0 \
-primary-clk ap_clk=10.0 -target-family zynquplus \
-target-cpu cortex-a53 -target-os linux \
-verbose

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。

マルチファンクション アクセラレータ ライブラリ
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。次の場合、mfa_scalar_128_none サンプルの sdx_pack コマンドで 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 \
-primary-clk ap_clk=10.0 \
-target-family zynquplus -target-cpu cortex-a53 -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、ap_ctrl_hs 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 \
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    -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 \
    -primary-clk ap_clk=10.0 \
    -target-family zynquplus -target-cpu cortex-a53 -target-os linux -verbose

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: 2018.3
// 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
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//        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)

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" \
    -param Coefficient_Structure=Non_Symmetric \
    -primary-clk aclk_intf=10.0 \
    -target-family zynquplus -target-cpu cortex-a53 -target-os linux -verbose

C 呼び出し可能な IP ライブラリの注意点
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 関数周辺の async プラグマはリスクが高いの
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>/Release/reports/sdx_pack.html レポート 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. サポートされる AXI4-Lite インターフェイスは、最上位 IP ごとに 1 つまでです。
8. C 呼び出し可能関数の場合、ライブラリをビルドする際に sdx_pack を使用してすべてのプラグマを適用する必

要があります。ライブラリのビルド後にヘッダー ファイルに追加されたプラグマは、ツールで無視されます。

sdx_pack コマンド
次に、sdx_pack コマンドの例を示します。
sdx_pack -header <header.h/pp>-ip <component.xml>

[-param <name>="value"] [configuration options]
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次の表に、sdx_pack ツールの詳細を示します。
表 8:   sdx_pack コマンド オプション

オプション 説明
-header header.h/.hpp (必須)

関数プロトタイプを含むヘッダー ファイル (.h, .hpp)。
sdx_pack 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:
• ap_ctrl_hs

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
ap_ctrl_hs=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 に -map

a=s_axiAXILiteS:in:offset,a_hwName:direction
でマップ。control=none の場合は使用不可。
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。
-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。
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表 8:   sdx_pack コマンド オプション (続き)
オプション 説明

-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。

ザイリンクスでは、すべての必要な IP を 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ています。
-primary-clk clk_interface=min_clk_period プライマリ クロック インターフェイスおよびその最小クロック周期(ps) を指定します。
-derived-clk
clk_interface=multiplier:divisor

位相を揃えた派生クロック インターフェイス、およびその乗数および除数 (整数単位) を指定します。サポートされるのは 2 つの位相で揃えられたクロックのみです。
-target-family device_family IP でサポートされるターゲット デバイス 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)

-query-target type IP のサポート デバイス ファミリ、CPU タイプ、OS タイプ [family,
cpu, os] のいずれかをクエリします。

-query-interface type IP のクエリ インターフェイスおよびパラメーター。複数のクエリ タイプ [all, aximm, axilite, axis, clock, control,
param, misc] をサポートします。
注記: これには、IP がそのクエリに必要な情報すべてをパッケージにしている必要があります。

-o output.json ユーザー指定の JSON ファイルでクエリ結果を保存します。
-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。

次にコード例を示します。
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 zynquplus -target-cpu cortex-a53 -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。
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• 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プを指定します。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。
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 SDx 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 ビルドの Release ディレクトリから生成したライブラリ (libarraycopy.a) を
使用して、前のセクションでビルドした C 呼び出し可能なライブラリの axis_arraycopy の例を続行します。アプ
リケーション プロジェクトをビルドすると、C 呼び出し可能な IP ライブラリにリンクされた実行ファイル (ELF) が生
成されます。
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。[File] → [New] → [SDx Application

Project] をクリックします。
注記: device_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 9:   SDx アプリケーション プロジェクト

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] をクリックします。
Create a New SDx Project Project name: app_arraycopy

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

Platform Name zcu102
[Next] をクリックします。

System Configuration System configuration: A53_Linux
Runtime: C/C++
Domain: a53_linux

(プリセット) CPU: cortex-a53
(プリセット) OS: linux

Linux Root File System: オフ
[Next] をクリックします。

Templates Empty Application [OK] をクリックします。
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。

[Project Explorer] ビューで app_arraycopy を右クリックして [Import Sources] を選択します。
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表 10:   インポートするソースの選択
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 directory in
<SDx_Install_Dir>/samples/rtl を参照します。
[OK] をクリックします。

Files: arraycopy.hpp オン
Into folder: app_arraycopy/src

[OK] をクリックします。
3. [Importing Sources] ダイアログ ボックスを開き直して、<SDx_Install_Dir>/samples/rtl ディレクトリから

main アプリケーション コード例を取得します。[Project Explorer] ビューで app_arraycopy を右クリックして
[Import Sources] を選択します。
表 11:   インポートするソースの選択

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: <SDx_Install_Dir>/samples/rtl の

axis_arraycopy/app ディレクトリを参照します。
[OK] をクリックします。

Files: main.cpp オン
Into folder: app_arraycopy/src

[OK] をクリックします。

app_arraycopy アプリケーションのソース 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 sds++ 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++ ビルド設定をアップデートするには、[Project Explorer] ビューで app_arraycopy を右クリックして [C/C++
Build Settings] を選択します。
表 12:   C/C++ ビルド設定

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 [Libraries] を選択します。

[Libraries] (-l) ウィンドウで [Add] シンボル (+アイコン) をクリックします。
Libraries(-l) arraycopy

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

Folder: arraycopy/Release を選択します。
[OK] をクリックします。

(プリセット) Directory: ${workspace_loc:/arraycopy/Release}
[OK] をクリックします。
[Apply and Close] をクリックします。
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アプリケーションを作成するには、[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。
1. [Assistant] ビューで [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。
2. 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。

3. 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、
ZCU102 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。
次の例は、発行されたコマンドを示しています。
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 a53_linux -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102

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/Release> --remote_ip_cache ../ip_cache \
 -o app_arraycopy.elf ./src/main.o -larraycopy -dmclkid 1 \
 -sds-sys-config a53_linux -sds-proc a53_linux -sds-pf zcu102
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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、[Assistant] ビ
ューで [Debug [Hardware]] → [Debug] → [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 [Hardware]] → [Debug] → [Debug Configurations] をクリックして設定できます。
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。
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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 つの最適化を実行します。
• 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
などは多数あります。これらと同じ方法を、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、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
ソフトウェアの主な違いは、SDSoC プロジェクトでは、主要な計算アルゴリズムが FPGA に配置されることです。そ
のため、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
ということを把握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特定し、データをアクセラレータとの間で送受信して
いる間も、ハードウェア アクセラレータをビジーな状態に保つのに最適な方法を理解しておく必要があります。この
主な目的は、CPU ソフトウェアのみを使用する場合と比較して、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、処理前後に必
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するのに
有益なレポートが生成されます。レポートはプロジェクトをビルドする際に自動的に生成され、次の図に示すように
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 32:   [Assistant] ビュー

次の図に、次の 2 つの主なレポートを示します。
• 高位合成 (HLS)

• データ モーション ネットワーク
GUI からこれらのレポートを開くには、[Assistant] ビューを表示しておきます。このビューは、通常 [Project Explorer]
ビューの下にあります。[Assistant] ビューが表示されていない場合は、[Window] → [Show View] → [Assistant] をクリ
ックします。
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図 33:   [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 HLS プロセス 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。
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図 34:   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。
• システム ポートおよびデータ ムーバー <system port>:<datamover>。該当する場合は、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。
• 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。

第 6 章: プロファイリングおよび最適化

UG1027 (v2019.1) 2019 年 5 月 22 日  japan.xilinx.com
SDSoC 環境ユーザー ガイド  65

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback/document-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=2019.1&docPage=65


• 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、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。
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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。
• 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。
• 便利なコーディング スタイルを表示。
• 重要な最適化手法を表示。
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_Install_Dir>/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。
ザイリンクス GitHub リポジトリから、多数のサンプル デザインおよびチュートリアルをダウンロードできます。サ
ンプル デザイン リポジトリには、ザイリンクス PCIe® FPGA アクセラレーション ボードをターゲットとするアプリケ
ーションの最適化を開始するための最新のサンプルが含まれます。すべての例は、SDAccel™ でサポートされるボード
およびアクセラレーション クラウド サービスでコンパイルおよび実行できます。
チュートリアル リポジトリでは、アプリケーションのビルド、エミュレーション、C++ と RTL カーネルの混合、ホス
ト コードの最適化など、さまざまな手順が詳細に説明されています。

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場合、新しいプロジェクトのテンプレートを選択します。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。
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図 35:   SDSoC サンプル デザイン - 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。ダウンロード ディレクトリの場所を変更する方法は、ローカル コピーの使用 を参照してください。
[SDSoC Examples] の横の [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。サンプル デザインをダウンロードすると、次の図に示すように表示されます。

図 36:   SDSoC サンプル デザイン - ダウンロード後の表示

[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。
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• [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。
注記: 企業のファイアウォールにより、外部への接続が制限されていることがあります。特定のプロキシ設定が必要な
こともあります。

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

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。
• GitHub xfOpenCV

• 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
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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 (<Vivado_Install_Dir>/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 環境でこれらのライブラリを使用するには、通常関数をラッピングして、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 ベースのフィルター処理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を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] パネルで [Platform] リンクの横にある参照ボタン ( ) をクリックします。ビルド スク
リプトを使用する場合は、該当するプラットフォームを参照するようコマンド ラインを変更します。

図 37:   SDSoC プラットフォームの参照

[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。
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図 38:   プラットフォームの選択

• [Add Custom Platform]: 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します。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、すぐに使用可能なプラットフォームのリストから選択できるよう
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します。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。

• [Add Devices/Platforms]: インストールするザイリンクス デバイスおよびプラットフォームを管理します。インス
トール時にデバイスまたはプラットフォームを選択しなかった場合、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、追加するデバイスまたはプラットフォームを
選択できます。[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

GUI での SDSoC 設定
SDx™ の GUI には、SDSoC™ プロジェクトおよびビルドを管理し、デザインをデバッグ、表示、解析するためのさま
ざまなビューがあります。
SDx の GUI の [Assistant] ビューには、プロジェクトとプロジェクトの一部であるビルド コンフィギュレーションが表
示されます。プロジェクト、およびプロジェクトのビルドおよびデバッグは、次のセクションで説明するように、す
べて [Assistant] ビューからアクセスできます。
ヒント: SDx IDE は Eclipse ベースなので、多くのダイアログ ボックスおよび設定は Eclipse 環境で使用可能な標準オプ
ションになります。Eclipse ヘルプは、http://help.eclipse.org から確認できます。

SDSoC のプロジェクト設定
SDSoC のプロジェクト設定を変更するには、[Assistant] ビューでプロジェクトを選択して [Settings] アイコン ( )
をクリックし、[Project Settings] ダイアログ ボックスを開きます。
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図 39:   SDSoC の [Project Settings] ダイアログ ボックス

[Project Settings] ダイアログ ボックスの [Project name] リンクをクリックすると、プロジェクト設定にすばやくアク
セスできます。[Project flow] リンクをクリックすると、japan.xilinx.com の SDSoC ページを表示できます。参照ボタ
ンを使用するとプラットフォームおよび現在のプロジェクトのシステム設定を変更できます。

SDSoC ビルド コンィギュレーション設定
ビルド コンィギュレーション設定
ビルド コンフィギュレーションの設定を変更するには、[Assistant] ビューでビルド コンフィギュレーションをクリッ
クし、[Settings] アイコン ( ) をクリックして、ビルド コンフィギュレーションのウィンドウを開きます。
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図 40:   ビルド コンィギュレーション設定

[Build Configuration Settings] ダイアログ ボックスは、ビルド コンフィギュレーションを調整するのに便利で、ビルド
ターゲットは、SDSoC プロジェクトのビルド で説明するように変更できます。
第 6 章: プロファイリングおよび最適化 に示すように、パフォーマンス見積もりおよびイベント トレースなどの解析
を選択したり、パフォーマンス見積もりから特定のコードを除外するためのルート関数を指定したりすることもでき
ます。これらのオプションは、ビルド ターゲットがハードウェアの場合にのみ使用できます。これらのオプションの
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。
ヒント: 設定の上にカーソルを置くと、その設定に関するツール ヒントが表示されます。

[Data motion network clock frequency] ドロップダウン リストには、そのプラットフォームとハードウェア アクセラ
レーション関数間に使用可能なクロック周波数が表示されます。詳細は、クロック周波数の選択 を参照してくださ
い。
[Generate SD card image] オプションを使用すると、SD カードからボードを起動するために必要なファイルが作成さ
れます。このオプションは、ビルド ターゲットがハードウェアの場合にのみ使用できます。
最後にダイアログ ボックスの下部にある [Edit Toolchain Settings] リンクをクリックすると SDS++/SDSCC コンパイラ
オプションのダイアログ ボックスが開き、アクティブ コンフィギュレーションのディレクトリ、追加のライブラリ、
コマンド ライン オプションなどの sds++ システム コンパイラおよび sds++ リンカー オプションを設定できます。
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SDS++/SDSCC コンパイラ オプション
[Settings] ダイアログ ボックスの [SDS++/SDSCC Compiler] セクションでは、コンパイラが呼び出される際に渡される
sds++ および sdscc のさまざまなオプションを設定できます。[Build Configuration] ダイアログ ボックスから [Edit
Toolchain Settings] リンクをクリックして [Settings] ダイアログ ボックスを開きます。

図 41:   コンパイラのコマンド オプション

[Settings] ダイアログ ボックスでは、ビルド コンフィギュレーションを指定できます。ダイアログ ボックスの上部の
[Configuration] フィールドで現在のビルド コンフィギュレーションのいずれかを指定するか、[All configurations] を選
択してすべての設定を変更します。
ヒント: SDS++ および SDSCC は GCC に基づいたコンパイラなので、この文書で一部説明される標準 GCC オプション
が多数サポートされます。詳細は、GCC オプション インデックスを参照してください。

コンパイラのシンボル設定
[SDS++ Compiler] の下の [Symbols] をクリックし、sds++ コマンドに –D オプションを付けて渡すコンパイル タイム
マクロを定義します。

[add] ( ) アイコンをクリックして [Defined symbols (-D)] フィールドに各シンボルを追加します。
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図 42:   シンボル値の入力

[Undefined symbols (-U)] フィールドでは、定義済みシンボルの前の定義をキャンセルできます。

コンパイラの警告設定
[Warnings] セクションでは、コンパイラの警告 (-W) に関するオプションを指定します。

図 43:   コンパイラの警告設定

コンパイラの最適化設定
[Optimization] セクションでは、コンパイラの最適化オプション (-O) およびその他の最適化設定を指定します。

図 44:   コンパイラの最適化設定

コンパイラのデバッグ設定
このセクションでは、デバッグ レベル (-g<level>) およびその他のデバッグ オプションを指定します。
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図 45:   コンパイラのデバッグ設定

コンパイラのプロファイリング設定
プロファイリング (-pg) をイネーブルにして、アプリケーション解析のためにプロファイル情報を書き出す追加コー
ドを生成します。

コンパイラのディレクトリ設定

[Directories] セクションでは、SDS++ コンパイラのインクルード パスを追加します。[add] ( ) アイコンをクリッ
クし、ディレクトリをインクルード パスに含めて、各シンボルを追加します。

コンパイラのその他の設定
[Miscellaneous] セクションでは、SDS++ コンパイラに渡す必要のあるその他のオプションを追加します。
注記: これらのオプションには、『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) に示すように
SDS++ コンパイラ オプションを含めることができるほか、このダイアログ ボックスのほかのセクションで指定され
る GCC 標準オプションも含めることができます。

図 46:   コンパイラのその他の設定

推論オプション
[Inferred Options] セクションでは、ソフトウェア プラットフォームで推論されるオプションとソフトウェア プラット
フォームのインクルード パスを追加します。
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図 47:   推論オプション

SDS++ リンカー設定
[Settings] ダイアログ ボックスの [SDS++ Linker] セクションでは、ビルド プロセスのリンキング段階が実行される際
に渡される sds++ コマンドのさまざまなオプションを設定できます。[Build Configuration] ダイアログ ボックスから
[Edit Toolchain Settings] リンクをクリックして [Settings] ダイアログ ボックスを開きます。
[SDS++ Linker] セクションには、sds++ コマンドとリンキング段階で sds++ を呼び出したときに渡す必要のある追加
オプションが表示されます。

図 48:   SDS++ リンカー オプション

[Settings] ダイアログ ボックスでは、ビルド コンフィギュレーションを指定できます。ダイアログ ボックスの上部の
[Configuration] フィールドで現在のビルド コンフィギュレーションのいずれかを指定するか、[All configurations] を選
択してすべての設定を変更します。
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ヒント: SDS++ コマンドは GCC に基づいているので、この文書で一部説明される標準 GCC リンキング オプションが
多数サポートされます。詳細は、GCC オプション インデックスを参照してください。

SDS++ リンカーの一般設定
このセクションでは、SDS++ リンカーの一般的な設定の一部を指定します。

図 49:   SDS++ リンカーの一般設定

SDS++ リンカーのライブラリ設定

SDS++ リンカー コマンドのライブラリ (-l) およびライブラリ検索パス (-L) を指定します。[add] ボタン ( ) をク
リックすると、ライブラリまたはライブラリ検索パスを追加できます。

図 50:   SDS++ リンカーのライブラリ設定

SDS++ リンカーのその他の設定
[Miscellaneous] セクションでは、SDS++ リンカーに渡す必要のあるその他のオプションを指定します。
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図 51:   SDS++ リンカーのその他の設定

SDS++ リンカー スクリプト設定
[Linker Script] セクションでは、SDS++ リンカー スクリプトのパスとファイル名を指定します。

図 52:   SDS++ リンカー スクリプト設定

SDS++リンカーの [Inferred Options]
[Inferred Options] セクションでは、ソフトウェア プラットフォームで推論されるオプションを追加します。

図 53:   SDS++リンカーの [Inferred Options]
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付録 D

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の方が、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 アプリケーションの開発には、次を実行します。
• 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 アプリケーションの開発には、次を実行します。
• 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 環境に含まれるツールチェーンは armr5-
none-eabi です。これで、スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーションが開発されます。
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++ と表記) 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が含まれます。
• BOOT.BIN: FSBL (第 1 段階ブートローダー)、ブート プログラム (U-Boot)、および FPGA ビットストリームが含ま

れます。
• image.ub: Linux ブート イメージが含まれます。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。
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付録 E

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。

Documentation Navigator およびデザイン ハブ
ザイリンクス 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™ 開発環境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 Hub 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。

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)
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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. 『PetaLinux ツール資料: リファレンス ガイド』 (UG1144)

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

18. 『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)

19. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
20. 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

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
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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 2015-2019 Xilinx, Inc. Xilinx、Xilinx のロゴ、Alveo、Artix、Kintex、Spartan、Versal、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。
HDMI、HDMI のロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標です。 AMBA、
AMBA Designer、Arm、ARM1176JZ-S、CoreSight、Cortex、PrimeCell、Mali、および MPCore は、EU およびその
他各国の Arm Limited の商標です。 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 E: その他のリソースおよび法的通知
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