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改訂履歴
次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付 バージョン 改訂内容
2018 年 1 月 26 日 2017.4 次をアップデート:

• Vivado® ツールの起動方法を示すため SDSoC のエレメントをアップデート。
• 1: SDSoC 環境に SDx の操作へのリンクを追加。
• 次に参照を追加:
ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択に『SDSoC 環境プロファイリング
および最適化ガイド』 (UG1235) を追加。

• クロック周波数の選択に zero_copy バスとデータ モーション クロックに関す
る情報を追加。

• システム エミュレーションの実行に内容を追加。
• 3: プロファイリングおよび最適化をアップデート。
• 4: アプリケーションのデバッグをアップデート。
• パフォーマンスをデバッグする際のヒントに内容を追加。
• 5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレースに『SDx プラグマ リファレンス
ガイド』 (UG1253)へのリンクを追加。

• 付録 C: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプションのコマンドをアップデ
ート。

• ハードウェア関数オプションに sds -hw および -sds-end に関する説明を
追加。

• 付録 E: C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用、SDx 用の RTL IP のパッケージ、お
よび C 呼び出し可能ライブラリの例を追加。

2017 年 12 月 20 日 2017.4 主な構成を変更し、次の内容を書き直し。
• プロファイリングおよび最適化に関する内容を『SDSoC 環境プロファイリングおよ
び最適化ガイド』 (UG1235) に移行。

• 4: アプリケーションのデバッグを書き直し。
• コード例を sdslib から sdx_pack に変更。
• 付録 C: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプションにパラメーター変更可
能なオプションを追加。

2017 年 8 月 16 日 2017.2 • SDx™ IDE 2017.2 に合わせてアップデート。
• ザイリンクス OpenCL コンパイラ (xocc) を使用した OpenCL カーネルのコンパイ
ルを追加。

2017 年 6 月 20 日 2017.1 • SDx IDE 2017.1 に合わせてアップデート。
• 付録 A: サンプル デザインの概要を追加。
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第 1 章

SDSoC 環境
SDSoC™ (Software-Defined Development Environment for System-on-Chip) 環境は、ヘテロジニ
アス エンベデッド システムをインプリメントするための Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE)
です。SDSoC では、Zynq®-7000 All Programmable SoC および Zynq UltraScale+™ MPSoC を使
用した ARM® Cortex ベースのアプリケーションのほか、すべての Xilinx® SoC および FPGA で
の MicroBlaze™ プロセッサ ベースのアプリケーションがサポートされます。SDSoC 環境には、
一部の関数がプログラマブル ロジックにコンパイルされるハードウェア/ソフトウェア システ
ムに OpenCL™ プログラムを変換するシステム コンパイラも含まれます。
SDSoC のシステム コンパイラではプログラムが解析され、ソフトウェア関数とハードウェア関
数間のデータフローが決定され、アプリケーション特定のシステム オン チップが生成されてプ
ログラムが実現されます。高パフォーマンスを達成するには、各ハードウェア関数が独立したス
レッドとして実行される必要があります。SDSoC システム コンパイラでは、プログラム セマン
ティクスを保持してハードウェアとソフトウェア スレッド間が同期されるようにするハードウ
ェアおよびソフトウェアのコンポーネントが生成され、パイプライン計算および通信もイネーブ
ルにできます。アプリケーション コードには、多数のハードウェア関数、特定のハードウェア
関数の複数のインスタンス、およびプログラムの異なる部分からのハードウェア関数の呼び出し
などを含めることができます。
SDSoC IDE では、プロファイル、コンパイル、リンク、システム パフォーマンス解析およびデ
バッグを含む ソフトウェア開発ワークフローがサポートされています。また、SDSoC 環境で
は、完全なハードウェア コンパイルを実行する前に、ハードウェア/ソフトウェア インターフェ
イスで what-if シナリオを試すことが可能なパフォーマンス見積もり機能が提供されています。
SDSoC システム コンパイラは、ベース プラットフォームをターゲットにし、Vivado® 高位合成
(HLS) ツールを起動して合成可能な C/C++ 関数をプログラマブル ロジックにコンパイルしま
す。その後 Vivado Design Suite ツールを起動して、DMA、インターコネクト、ハードウェア バ
ッファー、その他の IP、および FPGA ビットストリームを含むハードウェア システムを生成し
ます。すべてのハードウェア関数呼び出しで元の動作が保持されるようにするため、SDSoC シ
ステム コンパイラはシステム特定のソフトウェア スタブおよびコンフィギュレーション デー
タを生成します。このプログラムには、生成された IP ブロックを使用するのに必要なドライバ
ーへの関数呼び出しが含まれています。アプリケーションおよび生成されたソフトウェアは、標
準の GNU ツールチェーンを使用してコンパイルおよびリンクされます。
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システム コンパイラでは、1 つのソースから完全なアプリケーションを生成することにより、プ
ログラム レベルでデザインやアーキテクチャを繰り返し変更できるので、ターゲット プラット
フォームで実行可能なプログラムを得るまでに要する時間をに短縮できます。

はじめに
『SDx 環境リリース ノート、インストールおよびライセンス ガイド』 (UG1238)を参照し、
SDSoC™ 環境をダウンロードおよびインストールしてください。このガイドには、プロジェク
ト作成、プログラマブル ロジックで実行する関数の指定、システム コンパイル、デバッグ、お
よびパフォーマンス見積もりにおける主要なワークフローが詳細な説明と体験型チュートリア
ルの形式で提供されています。これらのチュートリアルを体験するのが SDSoC 環境の概要を理
解するのに最適な方法なので、アプリケーション開発前に実行しておくことをお勧めします。
注記: SDSoC 環境には、ビットストリーム、オブジェクト コード、実行ファイルを生成するためのツール
すべてが含まれます。Xilinx® 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。

SDSoC のエレメント
SDSoC™ 環境は、GNU ツールチェーンおよび標準ライブラリ (例: glibc)、および Target
Communication Framework (TCF) と GDB インタラクティブ デバッガー、Eclipse/CDT ベースの
GUI 内のパフォーマンス解析パースペクティブ、コマンド ライン ツールなど、Xilinx® SDK (ザ
イリンクス ソフトウェア開発キット) の多数のツールを継承しています。
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
()、プロジェクトとワークフローを作成して管理する Eclipse ベースのユーザー インターフェイ
ス、ハードウェア/ソフトウェア インターフェイスのさまざまな what-if シナリオを試すための
システム パフォーマンス見積もり機能などが含まれます。
SDSoC システム コンパイラでは、Vivado® HLS、IP インテグレーター、データ移動およびイン
ターコネクト用の IP ライブラリ、および RTL 合成、配置、配線、ビットストリーム生成ツール
を含む Vivado Design Suite (System Edition) からのツールが使用されます。
ヒント: SDx でビルドが終了したら、Vivado を起動できます。SDx メニューから [Xilinx] → 
[Vivado Integration] → [Open Vivado Project] をクリックします。

1: SDSoC 環境
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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
用した、デザイン再利用の原則が基礎となっています。SDSoC 環境には、アプリケーション開
発用の多数のプラットフォーム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。
サポートされるデバイスの最新のリストは、『SDx 環境リリース ノート、インストール、および
ライセンス ガイド』 (UG1238) を参照してください。

ユーザー デザイン フロー
SDSoC™ 環境は、ベース ハードウェアおよびブート オプションを含むターゲット ソフトウェ
ア アーキテクチャを提供するプラットフォーム SoC から開始して、アプリケーション特定の効
率的なシステム オン チップをビルドするためのツール スイートです。
次の図は、このツール スイートの主なコンポーネントを使用したデザイン フローです。説明の
ため、ここではデザイン フローは 1 つの手順から次の手順に順に進められますが、実際には異
なるエントリ ポイントおよびエグジット ポイントを使用したほかのワークフローを選択するこ
ともできます。
まず、ARM® CPU 用にクロスコンパイルされたアプリケーションのソフトウェアのみのバージ
ョンから開始します。主な目標は、プログラマブル ロジックに移行するプログラム部分を特定
し、ベース プラットフォームにビルドされたハードウェアおよびソフトウェアにアプリケーシ
ョンをインプリメントすることです。

1: SDSoC 環境
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図 1:   ユーザー デザイン フロー

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

アクセラレータ コードを最適化

パフォーマンスを解析

パフォーマンスを見積もり

ソフトウェアおよびハードウェアを生成するアプリケ
ーションをビルド

ボード上で実行

SD カード イメージ

ARM で実行する C/C++ 
アプリケーション

ハードウェア アクセラレーション用に
関数をマーク

アプリケーションのプロファイリング

X14740-011118

手順は次のとおりです。
• 開発プラットフォームを選択し、アプリケーションをクロスコンパイルして、プラットフォ
ームで正しく実行されるかどうか確認します。

• システム パフォーマンスを改善するため、プログラマブル ロジックに移行する計算負荷の高
いホット 特定し、ハードウェアにコンパイル可能な関数分離します。

• SDSoC システム コンパイラを起動して、アプリケーション用のシステム オン チップと SD
カードを生成します。

コードには必要であればパフォーマンスを解析するコードを含めて、SDSoC 環境内で指示子と
ツールのセットを使用して、システムおよびハードウェア関数を最適化できます。
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システム生成プロセスは、SDx IDE を使用するか、SDx ターミナル シェルでコマンド ラインと
makefile を使用して、sdscc/sds++ システム コンパイラで実行します。SDx IDE または
sdscc コマンド ライン オプションを使用して、ハードウェアで実行する関数を選択、アクセラ
レータおよびシステム クロックを指定、およびデータ転送のプロパティ (DMA 転送の割り込み
またはポーリングなど) を設定します。プラグマをアプリケーション ソース コードに挿入して
アクセラレータおよびデータ モーション ネットワークをインプリメントするための指示子をシ
ステム コンパイラに供給することにより、システム マップおよび生成フローを制御できます。
完全なシステムのコンパイルには、CPU 用にオブジェクト コードをコンパイルするよりも時間
がかかるため、SDSoC 環境にはパフォーマンスをより速く見積もる機能があります。この見積
もりを使用すると、選択したハードウェア関数に対してソフトウェアのみのインプリメンテーシ
ョンと比較してどれくらいスピードアップするかが大まかに予測でき、システム エミュレーシ
ョンを使用して機能的に検証および解析できます。システム エミュレーション機能では、ソフ
トウェアを実行する QEMU モデルとハードウェア関数の RTL モデルを使用して、高速で正確な
システム解析が実行されます。
前の図に示すように、デザイン プロセスは生成されたシステムがパフォーマンスおよびコスト
の目標を達成するまで繰り返し実行されます。
ここでは、ユーザーが入門チュートリアルの『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』を実行済み
で、プロジェクトの作成、ハードウェア関数の選択、コンパイル、プラットフォームでのアプリ
ケーションの実行について理解していることを想定しています。このチュートリアルをまだ実
行していない場合は、『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028) を参照してください。

SDx の操作
プロジェクトが SDx IDE で開くと、プロジェクトが一連のウィンドウおよびエディター (IDE で
はパースペクティブと呼ばれる) で表示されます。ツールは、SDx パースペクティブ (デフォル
ト) が開きます。
ソフトウェアの開き方については、SDx の起動を参照してください。
ここで示すように、デフォルト パースペクティブには [Project Explorer] ビュー、[Project Editor]
ウィンドウ、[Outline] ビューが上部に、[Report] ビュー、[Console] ビュー、[Target Connections]
ビューが下部に表示されます。次は、これらの簡単な説明です。
• [Project Explorer]: 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がツリー ビューで表示されます。

• [Project Editor]: SDx IDE でプロジェクトを操作するウィンドウで、プロジェクト設定、文脈
依存のコード エディターが表示され、プロジェクトを操作するコマンドが多くあります。
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• [Outline]: [Project Editor] ウィンドウで開いている現在のファイルのアウトラインが表示され
ます。

• [Report]: パフォーマンス見積もり、プロファイル サマリ、ビルド結果などの SDx レポートが
表示されます。

• [Console]: コンソール、問題のレポート、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が含まれます。

• [Target Connections]: Vivado ハードウェア サーバー、TCF (Target Communication
Framework)、および 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が表示されます。

[Window] → [Show View] コマンドを使用するとウィンドウを開いたり、閉じたりできるほか、
IDE 内で新しい位置にウィンドウをドラッグ アンド ドロップすることで、必要に応じてそれら
を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、ウィンドウの配置をパースペクティブとして保存します。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。
[Window] → [Perspective] → [Open Perspective] をクリックすると、別のパースペクティブを開く
ことができます。SDx (デフォルト) パースペクティブを開くと、デフォルトのウィンドウ配置に
戻すことができます。
コマンド ライン フロー
SDx IDE に加えて、SDSoC 環境には 6: makefile/コマンド ライン フローに示すように、スクリ
プト記述された Makefile フローをサポートするコマンド ライン インターフェイスが含まれま
す。
• C -ベースのプロジェクトの場合、sdscc コマンドを使用して起動します。詳細は、付録 C:

sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプションを参照してください。
• C++ ベースのプロジェクトの場合、sds++ コマンドを使用して起動します。
• OpenCL プロジェクトの場合、xocc コマンドを使用して起動します。ザイリンクス OpenCL
コンパイラ (xocc) を使用した OpenCL カーネルのコンパイルを参照してください。

注記: SDSoC では、clCreateBuffer フラグ オプションの CL_MEM_USE_HOST_PTR はサポートされ
ません。OpenCL™ は Linux 環境でのみサポートされます。
• コマンド ライン実行ファイルは <sdx_root>/bin インストール ディレクトリに含まれま
す。

SDSoC 環境では、通信と計算のバランスが取られるようにハードウェア関数およびハードウェ
ア関数への呼び出しを構成し、sdscc システム コンパイラに指示を与えるプラグマをソース コ
ードに挿入することにより、システム生成プロセスを制御します。
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プラットフォームおよびハードウェアにインプリメントするプログラムの関数セットを選択す
ると、アプリケーション ソース コードによりハードウェア/ソフトウェア インターフェイスが暗
示的に定義されます。sdscc/sds++ システム コンパイラは、ハードウェア関数に関連するプ
ログラム データフローを解析し、各関数呼び出しをスケジュールして、プログラマブル ロジッ
クにハードウェア関数を実現するハードウェア アクセラレータとデータ モーション ネットワ
ークを生成します。これは、標準 ARM® アプリケーション バイナリ インターフェイスを介して
スタックに各関数呼び出しをインプリメントするのではなく、ハードウェア関数呼び出しを元の
ハードウェア関数と同じインターフェイスを持つ関数スタブに対する呼び出しとして再定義す
ることにより実行されます。これらのスタブは、send/receive ミドルウェア層への下位関数
呼び出しとしてインプリメントされます。このミドルウェア層は、プラットフォーム メモリ、
CPU、およびハードウェア アクセラレータの間でデータを効率的に転送し、必要に応じて基に
なるカーネル ドライバーへのインターフェイスとなります。
send/receive 呼び出しは、配列引数のメモリ割り当て、ペイロード サイズ、関数引数の対応
するハードウェア インターフェイスなどのプログラム特性と、メモリ アクセス パターンやハー
ドウェア関数のレイテンシなどの関数特性に基づいて、データ ムーバー IP コアと共にハードウ
ェアにインプリメントされます。
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第 2 章

SDSoC プロジェクトの作成
SDx の起動
SDx IDE はデスクトップ アイコンまたはコマンド ラインから起動できます。
• SDx アイコンをダブルクリックしてアプリケーションを開始
• Windows OS の [スタート] メニューから起動。
• コマンド プロンプトで sdx と入力。
ヒント: コマンド ラインから SDx ツールを起動するには、コマンド シェルをアプリケーション
が実行できるように設定するか、[スタート] メニューから [SDx Terminal] ウィンドウを使用する
必要があります。コマンド シェルを設定するには、Windows で settings64.bat ファイルを
実行するか、Linux で settings64.sh または settings64.csh ファイルを
<install_dir>/SDx/2017.4 ディレクトリから source で読み込みます。<install_dir> は、
SDx ソフトウェアのインストール フォルダーを意味しています。
SDx IDE が開き、最初にツールを開いたときにワークスペースを選択するかどうかを尋ねるメッ
セージが表示されます。
SDx ワークスペースとは、プロジェクト、ソース ファイル、ツールで処理された結果を含む SDx
フォルダーです。プロジェクトごとに別のワークスペースを定義したり、SDSoC など、プロジ
ェクトの種類別にワークスペースを使用できます。
1. [Browse] ボタンでワークスペースを指定したり、[Workspace] フィールドに最適なパスを入
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、今後このダイアログ ボックスは表示されなくなります。

ヒント: 現在のワークスペースは、[File] → [Switch Workspace] からいつでも変更できます。
3. [OK] をクリックすると、SDx IDE を最初に起動した場合は、SDx Welcome 画面が開いて、
次の操作を指定できます。[Create SDx Project] または [File] → [New] → [SDx Project] のいず
れかをクリックします。
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SDSoC 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 ツールをインストールすると含まれますが、Xilinx® GitHub
リポジトリからもダウンロードできます。詳細は、付録 A: サンプル デザインの概要を参照して
ください。
SDx IDE を起動したら、新規プロジェクトを作成して SDSoC プロジェクトを定義できます。
New SDx Project ウィザードの [Project Type] ページで、作成するプロジェクトのタイプを指定
します。SDx では、次の 3 つのプロジェクト タイプがサポートされています。
• [Application Project]: SDAccel または SDSoC プラットフォームのハードウェア カーネルでア
クセラレーションされるアプリケーション部分を含むソフトウェア アプリケーション。

• [System Project]: プラットフォームで実行されるさまざまなアプリケーションおよびハード
ウェア カーネルをサポートするため、複数のアプリケーション プロジェクトを含有。

• [Platform Project]: SDSoC プロジェクトで使用するハードウェアおよびソフトウェア プラッ
トフォームを定義。

[Application Project] を選択し、[Next] をクリックします。
次の図のように、SDx の [Create a New SDx Project] ダイアログ ボックスが開き、プロジェクト
の名前を指定できます。
[Project name] を指定します。
[Use default location] をオンにすると、SDx ワークスペースにプラットフォーム プロジェクトが
作成されるようにするか、[Location] にディレクトリを指定します。ディレクトリを指定したら、
[Choose file system] で [default] ファイル システムを選択するか、Eclipse Remote File System
Explorer (RSE) をオンにします。
[Next] をクリックすると、New SDx Project ウィザードでプロジェクト用の SDSoC と互換性の
あるプラットフォームを選択できます。
プラットフォームには、ハードウェア プラットフォーム デザインを記述した DSA (デバイス サ
ポート アーカイブ)、インターフェイス、および OS ブート ファイルおよびランタイム ファイル
を含むソフトウェア プラットフォームが含まれます。
重要: どのプラットフォームを選択したかによって、SDAccel プロジェクトなのか、SDSoC プロ
ジェクトなのかが決まります。この選択によって、後に続くプロセスが駆動されるので、プロジ
ェクトには正しいプラットフォームを選択してください。
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上記の図に示すように、新しいプラットフォームをカスタム リポジトリに追加したり、プラッ
トフォームを開発してプロジェクトに追加したりできます。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。
プラットフォームのリストからプロジェクトのターゲット プラットフォームを選択できます。
リストされているプラットフォームは、[Filter] リンクをクリックして [Filter] ダイアログ ボック
スを開いて、ターゲット プラットフォームの [Flow]、[Family]、または [Vendor] を指定すると、
フィルターすることもできます。
ターゲット プラットフォームを選択し、[Next] をクリックして [System Configuration] ページを
開き、現在選択しているプラットフォーム用に定義されたリストから [System configuration] と
[Runtime] を選択します。[System Configuration] ページでは、ハードウェア プラットフォームで
実行されるソフトウェア環境を定義します。ハードウェア プラットフォームのプロセッサのオ
ペレーティング システムと使用可能なランタイム設定を指定し、ソフトウェア コンフィギャラ
ブルなハードウェア パラメーターを提供します。
[System Configuration] を選択して [Next] をクリックすると、[Templates] ダイアログ ボックスで
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できます。最初は [Template] ダイア
ログ ボックスは空ですが、付録 A: サンプル デザインの概要に示すように、GitHub から SDSoC
例を多くダウンロードできます。
テンプレート プロジェクトを例として使用すると、SDx ツールとアクセラレーション カーネル
について学ぶことができるので、テンプレートを新規プロジェクトの基礎として使用してくださ
い。テンプレートは、[Empty Application] が選択されていて、空のプロジェクトを作成して、フ
ァイルをインポートして、最初からプロジェクトを作成する場合でも選択する必要があります。
[Finish] をクリックすると、New SDx Project ウィザードが閉じ、プロジェクトが開きます。

ソースのインポート
SDx IDE でプロジェクトを開くと、ソース ファイルをインポートしてプロジェクトに追加でき
ます。ファイルを追加するには、[Project Explorer] ビューで src フォルダーを右クリックして
[Import] をクリックします ()。
ヒント: これは、[File] → [Import] メニュー コマンドからも実行できます。

インポートするソース ファイルを指定できる [Import] ダイアログ ボックスが表示されます。イ
ンポートされるソースは、アーカイブ、既存プロジェクト、ファイル システム、Git リポジトリ
などからのものです。インポートするソース ファイルを選択して [Next] をクリックします。
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表示されるダイアログ ボックスは、前の手順で選択したソース ファイルの種類によって異なり
ます。次の図は、ファイル システムからソースをインポートした場合の [File System] ダイアロ
グ ボックスを表示しています。
[File System] ダイアログ ボックスでは、システム内のフォルダーを探して、プロジェクトにイン
ポートするファイルを選択できます。複数フォルダーからファイルを選択して、インポート先の
フォルダーを指定できます。[Overwrite existing resource without warning] をオンにすると、単
に既存ファイルが上書きされ、[Create top-level folder] をオンにすると、ファイルがソース ファ
イル構造と同じディレクトリ構造でインポートされます。オフ (デフォルト) の場合は、ファイル
が単に Into folder フォルダーにインポートされます。
ソース ファイルをプロジェクトに追加したら、コンフィギュレーション、コンパイル、アプリ
ケーションの実行を開始できます。

ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択

ハードウェア アクセラレーションされた SoC を作成する際は、まずどのアプリケーション コー
ド部分がハードウェアにインプリメントするのに適していて、ハードウェアで実行した場合に全
体的なアプリケーション パフォーマンスが大幅に向上するのかを把握する必要があります。 
SDSoC™ 環境に含まれる各プラットフォームにはビルド済みの SD カード イメージが含まれ、
ハードウェア プラットフォームにアクセラレーション用に選択された関数がない場合は、この
SD カード イメージから、アプリケーション コードをブートおよび実行できます。この方法でア
プリケーションを実行すると、元のアプリケーション コードをプロファイルして、どれをアク
セラレーションするか判別できます。
計算集約的なプログラム ホット スポットはハードウェア アクセラレーションに適しており、ハ 
ードウェアと CPU およびメモリ間でデータをストリーミングして計算と通信をオーバーラップ
させることができる場合は特に良い候補であると言えます。ソフトウェア プロファイリング
は、プログラムの CPU 集約型の部分を特定する標準的な方法です。アプリケーションのプロフ 
ァイルについては、3: プロファイリングおよび最適化を参照してください。
SDx IDE でプロジェクトを開いたまま、ハードウェアに移動する関数を指定したら、[Project 
Editor] ウィンドウ内から関数を選択できます。
ヒント: [Project Editor] ウィンドウが開いていない場合は、[Project Explorer] で
<project>.sdx ファイルをダブルクリックすると、開くことができます。
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[Project Editor] ウィンドウの [Hardware Functions] パネルの  シンボルをクリックして、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 2:   [Add Hardware Functions] ダイアログ ボックス

関数のリストは、[Project Editor] 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。
[Add Hardware Function] 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。関数は、次のように [Project Editor] の [Hardware Function]
パネルに表示されます。
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図 3:   [Hardware Function] パネル

ヒント: Eclipse CDT のインデックス メカニズムは機能しない場合があるため、選択可能な関数
を表示するのに [Add Hardware Function] ダイアログ ボックスを一度閉じて開き直す必要があ
る場合があります。関数がリストに表示されない場合、[Project Explorer] ウィンドウでそのソー
スファイルを展開表示し、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、コーディング
ガイドラインを参照してください。
xFAST ライブラリの場合は、プロジェクト エクスプローラーから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。プラットフォーム クロックとデフォルトのクロックは、シ
ステム生成中に生成されるデータ モーション ネットワーク (データ ムーバー IP および制御バ
ス)に使用されます。データ モーション クロックはユーザーが選択できます。デフォルトにす
る必要はありません。
データ モーション ネットワーク内の制御バスとデータ ムーバー IP は 1 つのクロックで動作し
ますが、より高いパフォーマンスを達成するために、ハードウェア関数および zero_copy デー
タバスをデータ モーション ネットワークではなく、異なるクロック周波数で実行することもで
きます。ただし、zero_copy データ バスはターゲット関数をインプリメントする IP コアに統
合される m_axi インターフェイスです。このため、異なる周波数でハードウェア関数と
zero_copy データ バスを実行することはできません。
使用可能なプラットフォーム クロックは、[Project Settings] の [General] パネルで [Platform] リ
ンクをクリックします。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 4:   SDSoC IDE の [General] パネル

重要: 選択したクロックによって、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。
関数のクロックは、[SDx Project Editor] ウィンドウの [Hardware Functions] に表示されます。次
の図の mmult のように、リストから 1 つの関数を選択し、[Clock Frequency] 列でクリックし
て、プルダウン メニューからその関数のクロック周波数を指定します。
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図 5:   関数のクロック周波数の選択

クロック IDを指定すると (makefile ガイドライン を参照)、コマンド ラインから関数のクロック
周波数を設定することもできます。
$ -sds-hw foo foo_src.c -clkid 1 -sds-end

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

図 6:   データ モーション ネットワーク クロック周波数

データ モーション クロック周波数は、コマンドラインで -dmclkid オプションを使用しても選
択できます。次に例を示します。
$ sdscc -sds-pf zc702 -dmclkid 1 

sdscc -sds-pf-info オプションを使用すると、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。詳細は、付録 C: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドお
よびオプションの一般的なオプションを参照してください。
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システム エミュレーションの実行
ハードウェア関数が認識されたら、ロジックをコンパイルして、システム全体 (PS および PL) を
エミュレーションを使用して検証します。こうすることで、システムをビットストリームにコン
パイルしてボード上にデバイスをプログラムしなくても、最終的なインプリメンテーションと同
レベルの精度で検証できます。
[Project Editor] ウィンドウで [Generate emulation model] をオンにすると、システム エミュレー
ションが有効になります。

図 7:   エミュレーション モデルの生成

エミュレーションではシステム全体をコンパイルする必要はないので、ランタイムを改善するた
めに [Generate bitstream] および [Generate SD card image] はデフォルトでオフになっていま
す。ビットストリームの生成にはかなりの時間がかかるので、オフにしておくことで、設計イタ
レーション時間を削減できます。システム エミュレーションを使用すると、全ビットストリー
ムコンパイルと同レベルの精度でシステムを検証およびデバッグできます。
[Generate emulation model] には、[Debug] と [Optimized] の 2 つのモードがあります。
• [Debug]: RTL 生成、およびハードウェア関数を含む IP インテグレーター ブロック デザイン
からシステムを構築し、デザインのビヘイビアー シミュレーションを実行し、結果を表示し
やすいように波形ビューアーを表示します。

• [Optimized]: バッチ モードでビヘイビアー シミュレーションが実行され、波形データなしで
結果が表示されます。[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。このハードウェア デバッグ情報を取
り込まずに、より速くエミュレーションするには、[Optimized] プルダウン メニュー オプション
を選択します。
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[Generate emulation model] を指定して、[Build] ( ) コマンドを使用してシステムをエミュレー
ション用にコンパイルします。[Build] コマンドにより、システム コンパイラーが起動され、ア
プリケーション プロジェクトが構築されます。[Build] には、[Debug] と [Release] の 2 つのモー
ドがあります。
• [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
イラー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]: コンパイラーがコード サイズとアプリケーションの実行時間を削減しようとしま
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。

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示してお
り、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。
新しいビルド コンフィギュレーションを追加すると、このドロップダウン リストに表示される
ようになります。
[Build] 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、選択したさまざ
まなオプションなどによって時間がかかることがあります。ハードウェア関数をコンパイルす
るため、ツール スタックには SDx、Vivado® HLS、および Vivado Design Suite 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
コマンドを使用してシステム エミュレータを起動できます。[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 モードが [Optimized] の場合は、[Show waveforms]
チェックボックスがオフの状態になり、変更できません。
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図 8:   [Start/Stop Emulator] ダイアログ ボックス

[Start/Stop Emulator] ダイアログ ボックスには、[Project] (プロジェクト名)、[Configuration] (ビ
ルド コンフィギュレーション)、[Show Waveform] (波形表示) オプションが含まれます。
[Show Waveform] をオフにすると、[Emulation Console] ビューに出力が直接表示され、ソース
コードの print 文の結果も含め、すべてのシステム メッセージが表示されます。これらの中に
は、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論理的に問題なかったことが確認できるようになって
います。
[Show Waveform] オプションをオンにすると、コンソール ウィンドウで波形ウィンドウと同じ
機能が使用できるようになり、RTL のビヘイビアー シミュレーションもできます。RTL 波形ウィ
ンドウには、時間の経過にしたがってハードウェア関数の信号の値が表示できます。[Show
Waveform] を使用する場合、エミュレーションの開始前に信号を手動で波形ウィンドウに追加
しておく必要があります。[Scopes] ウィンドウを使用してデザイン階層を確認し、[Object] ウィ
ンドウで監視する信号を選択し、右クリックでその信号を波形ウィンドウに追加します。[Run
All] ツールバー ボタンをクリックして、波形ウィンドウへのアップデートを開始します。Vivado
シミュレータの波形ウィンドウの使用については、『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 波形を使用して実行すると、ランタイムは遅くなりますが、ハードウェア関数の動作を詳細に
解析できます。
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システム エミュレーションを開始するには、[Project 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、プロ
ジェクトのデバッグがしやすいようにウィンドウおよびビューが並べ替えられます。パースペ
クティブの変更に関する詳細は、SDx の操作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 波形は続けて実行されてアップデートさ
れます。
エミュレーションは [Xilinx] → [Start/Stop Emulator] のあと [Stop] をクリックすると停止できま
す。
次の図は、コマンド ラインから実行するシステム エミュレーション セッションを示していま
す。左側は QEMU コンソールで、右側は PL 波形です。

ヒント: エミュレーションをデモンストレーションするサンプル プロジェクトを参照するには、
[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。

2: SDSoC プロジェクトの作成
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第 3 章

プロファイリングおよび最適化
SDSoC™ 環境でアルゴリズム最適化を実行する場合、次の 2 つの最適化が実行されます。
• アプリケーション コードの最適化
• ハードウェア関数の最適化
CPU をターゲットにしたソフトウェアの最適化については、ほとんどのアプリケーション開発
者が既に理解しているはずです。これには、通常アルゴリズムの複雑性、全体的なシステム パ
フォーマンス、データの局所性などを解析する必要があります。パフォーマンスのボトルネック
を見つける方法を示した手法ガイドおよびソフトウェア ツールなどは多くあります。これらと
同じ方法が、SDSoC 環境でハードウェア アクセラレーションをターゲットにした関数に適用で
きます。
まず、プログラマは全体的なプログラム パフォーマンスを最終的なターゲットとは別に最適化
する必要があります。SDSoC と汎用ソフトウェアの大きな違いは、SDSoC プロジェクトの場
合、コアがアルゴリズムを計算する部分が FPGA の負担になっているところにあります。つま
り、開発者はアルゴリズムの同時処理、データ転送、メモリ使用量/消費、プログラマブル ロジ
ックがターゲットであるという事実にも注意しておく必要があります。
通常プログラマは、アクセラレーションするアルゴリズムのセクションを指定し、データをアク
セラレータから送受信する間にハードウェア アクセラレータを Busy にしておく最適な方法に
ついて理解しておく必要があります。主な目的は、CPU ソフトウェアのみのアプローチと比較
して、ハードウェア アクセラレータとデータ モーション ネットワークをまとめたアプローチに
かかる全体的な計算時間を削減することにあります。
CPU で実行されるソフトウェアは、ハードウェア関数を効率的に管理し、そのデータ転送を最
適化し、プロセッシングの前後の必要な段階を実行する必要があります。
SDSoC 環境では、これらの最適化をサポートするため、アプリケーションとハードウェア関数
を詳細に解析しやすくするレポートが生成されます。プロジェクトを構築する際に自動的に生
成されるレポートは、次の図のように SDx IDE の [Reports] 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 9:   [Report] ビュー

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

3: プロファイリングおよび最適化
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図 10:   [HLS Report] ウィンドウ

HLS レポートには、高位合成 (High-Level Synthesis) プロセスに関する詳細が含まれます。この
タスクでは、FPGA に機能をインプリメントするため C/C++ モデルがハードウェア記述言語に
変換されます。これにより、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
になります。この情報に基づいてハードウェア関数を最適化します。

3: プロファイリングおよび最適化
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図 11:   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。
• アクセラレータのインスタンス名。
• アクセラレータの引数。
• 前述の引数 (バンドリングの場合を除いて通常は前と同じ) に関連する IP のポート名。
• 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)転送サイズが
ランタイムで決まる場合、これは 0 になります。

• この引数に関連するすべてのプラグマのリスト。
• 該当する場合 <system port>:<datamover> のフォーマットで、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。

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

通常は、データ モーション レポート ページにまず次が表示されます。
• プラグマで指定される特性。
• プラグマがない場合は、コンパイラで推論可能なもの。
違いは、コンパイラでは特定のプラグマ プロパティを推論できないことがある点です。特に、
ここで最も重要な違いはキャッシュ可能かどうかです。データ モーション レポートにキャッシ
ュ可能と表示されているのに、データが実際にはキャッシュ可能ではない場合 (またはその逆の
場合)、キャッシュはランタイム時に正しく動作します。この場合、データがフラッシュを削除
するためにキャッシュできないことをコンパイラで識別できるようにプログラムを構築する必
要はありません。
各レポートの詳細およびプロファイリングおよび最適化手法、コーディング ガイドラインにつ
いては、『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235)を参照してください。

3: プロファイリングおよび最適化
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第 4 章

アプリケーションのデバッグ
SDSoC™ 環境では、SDx IDE を使用してプロジェクトを作成およびデバッグできます。プロジ
ェクトは、たとえば makefile を使用して SDx IDE 外で作成したり、コマンド ラインまたはまた
は SDx IDE を使用してデバッグ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 環境チュートリ
アル: 概要』 (UG1028)を参照してください。

SDSoC IDE での Linux アプリケーションのデバ
ッグ
SDSoC™ IDE でアプリケーションをデバッグするには、次の手順を使用します。
1. 関連する評価ボードのユーザー ガイドに従って、SD カードから起動するボードを設定しま
す。

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

3. 生成した Debug/sd_card イメージを SD カードにコピーして、ボードを起動します。
4. ボードがネットワークに接続されていることを確認し、UART を介してボードと通信するタ
ーミナルを使用してコマンド プロンプトでボードの ifconfig eth0 を実行するなどし
て、IP アドレスをメモしておきます。

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

6. [Debug] パースペクティブに切り替えて、デバッグを開始、停止、ステップ実行、ブレーク
ポイントの設定、変数およびメモリの検証、または別のデバッグ操作を実行できます。
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SDSoC IDE でのスタンドアロン アプリケーショ
ンのデバッグ
SDSoC™ IDE を使用してスタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション プロジェクトをデバッ
グするには、次の手順に従います。
1. ボードが JTAG デバッグ コネクタを使用してホスト コンピューターに接続されていること
を確認し、ボードを JTAG から起動するように設定します。

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

3. [Debug As] をクリックして、新しいデバッグ コンフィギュレーションを作成します。
[Debug] パースペクティブに切り替えて、デバッグを開始、停止、ステップ実行、ブレーク
ポイントの設定、変数およびメモリの検証、または別のデバッグ操作を実行できます。
SDSoC IDE ツールバーで [Debug] オプションをクリックすると、上記の手順を一気に実行で
きます。

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

IP レジスタの監視および変更
mrd および mwr という 2 つの小さな実行ファイルを使用すると、メモリ マップされたプログラ
マブル ロジックのレジスタを監視および変更できます。これらの実行ファイルは、アクセスす
る物理アドレスを指定して実行します。
たとえば mrd 0x80000000 10 は、物理アドレス 0x80000000 で開始する 10 個の 4 バイト値
を読み出し、それらを標準出力に表示します。mwr 0x80000000 20 は値 20 をアドレス
0x8000000 に書き込みます。
これらの実行ファイルは、ハードウェア関数および SDSoC™ 環境で生成されたその他の IP に
含まれるメモリ マップされたレジスタのステートを監視および変更するために使用できます。

4: アプリケーションのデバッグ
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注意: マップされていないアドレスにアクセスしようとすると、BUS ERROR がレポートされま
す。マップされていても適切な補足がない場合は、システムが停止します。

パフォーマンスをデバッグする際のヒント
SDSoC 環境では、次の関数を使用して基本的なパフォーマンス監視機能が提供されています。
• sds_clock_counter() 関数。この関数を使用すると、アクセラレーションされるコードと
されないコードなど、コード セクション間における実行時間の差異を調べることができます。

• sds_clock_frequency() 関数。この関数では、1 秒ごとの CPU サイクル数が戻されま
す。

Vivado® Design Suite HLS レポート ファイル (_sds/vhls/…/*.rpt または GUI の [Reports]
→ [HLS Report]) でレイテンシ数を見ると、実際のハードウェア アクセラレーション時間を見積
もることができます。X アクセラレータのクロック サイクルのレイテンシは、X *
(processor_clock_freq/accelerator_clock_freq) プロセッサ クロック サイクルです。実際の関数
呼び出しにかかる時間とこの時間を比較すると、設定およびデータ転送のオーバーヘッドがわか
ります。
パフォーマンスを最大限に改善するには、アクセラレーションされる関数の実行に必要な時間が
元のソフトウェア関数の実行に必要な時間よりもかなり短くなることが必要です。そうならな
い場合は、sdscc/sds++ コマンドラインで別の clkid を選択して、アクセラレータをより高速
の周波数で実行してみてください。この方法で改善が見られない場合は、データ転送のオーバー
ヘッドがアクセラレーションされる関数の実行時間に影響していないかを確認し、このオーバー
ヘッドを減らす必要があります。デフォルトの clkid はすべてのプラットフォームで 100
MHz です。特定のプラットフォームの clkid 値の詳細は、sdscc –sds-pf-info
<platform name> を実行すると取得できます。
データ転送のオーバーヘッドが大きい場合は、次を変更すると改善される可能性があります。
• より多くのコードをアクセラレーションされる関数に移動して、この関数の計算にかかる時
間を長くし、データ転送にかかる時間との比率を向上させます。

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

• 一連の未関係のランダム アクセスよりも、バースト転送の方が効率的なので、アクセス パタ
ーンをアクセラレータ コードからのものと同じようにシーケンシャルにします。

• データ転送で転送されるデータのキャッシャビリティに適したシステム ポートが使用される
ようにします。キャッシュ フラッシュはコストのかかるプロシージャになることがあり、コ
ヒーレント データにアクセスするためにコヒーレント ポートを、非コヒーレント ポートにア
クセスするために非コヒーレント ポートを使用すると、結果が大きく異なります。

4: アプリケーションのデバッグ
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可能であれば、malloc の代わりに、sds_alloc() を使用します。sds_alloc() によるメ
モリは物理的に隣接しており、コンフィギュレーションがより高速で物理的に隣接したメモ
リの必要なデータ ムーバーの使用をイネーブルにします。また、malloc() データによるデ
ータ転送に必要な仮想ページをピン留めもかなりコストがかかります。

4: アプリケーションのデバッグ
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第 5 章

ハードウェア/ソフトウェア イベント
のトレース

SDSoC™ 環境で生成されるシステムは、高性能で複雑なハードウェアおよびソフトウェア シス
テムです。ソフトウェアの一部がプロセッサで実行され、ハードウェア アクセラレータがプロ
グラマブル ファブリックで実行され、データ転送が同時に多く発生するようなシステムでは、
アプリケーションの実行を理解するのが困難なことがあります。イベント トレースを使用する
と、アプリケーション実行中にシステムで何が発生しているのかが詳細に表示されます。
この詳細な表示により、アプリケーションに指定されたワークロードのパフォーマンス、ハード
ウェア/ソフトウェア パーティション、およびシステム デザインの選択肢などが理解しやすくな
っています。このような情報があると、システム インプリメンテーションを最適化して改善し
やすくなります。この表示を使用すると、プロセッサで実行されているソフトウェアのイベント
トレースと、システム内のハードウェア アクセラレータおよびデータ転送のリンクが可能にな
ります。トレース イベントが生成されると、タイムライン ビューに集められ、アプリケーショ
ンがどのように実行されるかに関する詳細な情報が表示されます。この情報は他からは入手で
きません。
アプリケーションをトレースすると、システム実行に関する情報を記録するログが生成されま
す。イベント トレースには、その期間中のイベント間の関係も含まれる点がイベント ログとは
異なります。トレースの目標は、何がいつ発生するか、イベントがどれくらい続くのかなどを確
認することで、デバッグ実行をしやすくすることにあります。トレースでは、全体的なランタイ
ムよりも詳細に実行のパフォーマンスが表示されます。
標準的な HLS により生成されるハードウェア アクセラレータ、アクセラレータ コアからのデー
タを送受信する AXI4-Stream インターフェイス、ソフトウェアのアクセラレータ制御コードな
ど、すべてのトレース ポイントになる可能性のあるものが自動的に含まれます。詳細は、『SDx
プラグマ リファレンス ガイド』 (UG1253) を参照してください。
アプリケーション デバッグでイベント トレースを実行する場合は、JTAG を使用して、ボードを
ホスト PC に接続する必要があります。
また、デバッグまたは run 設定を使用してホストから SDSoC の GUI (グラフィック ユーザー イ
ンターフェイス) で実行します。
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ハードウェア/ソフトウェア システムの実行操作
SDSoC™ 環境コンパイラでは、ハードウェア関数を Vivado® HLS ツールを使用して IP にクロ
スコンパイルするか、『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146) で説明するように
C 呼び出し可能 IP としてリンクすることにより、ハードウェア関数がインプリメントされます。
各ハードウェア関数の呼び出しサイトは、ハードウェア アクセラレータの実行を管理するスタ
ブ関数を呼び出すように書き換えられます。次の図は、ハードウェア関数を書き換えた例を示し
ています。左側が元のコード、右側が新しい関数名で書き換えられたハードウェア関数呼び出し
です。

図 12:   ハードウェア関数呼び出しサイトの書き換え

X16743-040516

スタブ関数は、ハードウェア アクセラレータを初期化し、関数引数に必要なデータ転送を開始
して、アクセラレータと関連のデータ転送がすべて完了するまでプログラム内の適切なポイント
で待機することによりハードウェアとソフトウェアを同期します。たとえば、ハードウェア関数
foo() が foo.cpp で定義されている場合、書き直されたコードはそのプロジェクトのビルド設
定の _sds/swstubs/foo.cpp に生成されます。次のスタブ コードでは、ハードウェア用にマ
ークされたユーザー関数が置き換えられています。この関数はアクセラレータを開始し、アクセ
ラレータからのデータの送受信を開始し、転送が終了するまで待機します。
void _p0_mmult0(float *A, float *B, float *C) {
   switch_to_next_partition(0);
   int start_seq[3];
   start_seq[0] = 0x00000f00;
   start_seq[1] = 0x00010100;
   start_seq[2] = 0x00020000;  
   cf_send_i(cmd_addr,start_seq,cmd_handle);
   cf_wait(cmd_handle);
   cf_send_i(A_addr, A, A_handle);
   cf_send_i(B_addr, B, B_handle);
   cf_receive_i(C_addr, C, C_handle);
   cf_wait(A_handle);
   cf_wait(B_handle);
   cf_wait(C_handle);

5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース
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イベント トレースを使用すると、アクセラレータおよびデータ転送のソフトウェア設定、アク
セラレータおよびデータ転送のハードウェア実行など、各フェーズを視覚的に確認できます。た
とえば、次のスタブ コードはトレース用に記述されています。アクセラレータを開始し、転送
を開始し、転送が終了するまで待つコマンドがそれぞれ記述されています。
void_p0_mmult_0(float *A, float *B, float *C) {
   switch_to_next_partition(0);
   int start_seq[3];
   start_seq[0] = 0x00000f00;
   start_seq[1] = 0x00010100;
   start_seq[2] = 0x00020000;
   sds_trace(EVENT_START);  
   cf_send_i(cmd_addr,start_seq,cmd_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_wait(cmd_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_send_i(A_addr, A, A_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_send_i(B_addr, B, B_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_receive_i(C_addr, C, C_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_wait(A_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_wait(B_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);
   sds_trace(EVENT_START);
   cf_wait(C_handle);
   sds_trace(EVENT_STOP);

ソフトウェア トレース
イベント トレースでは、スタブ関数が自動的に挿入され、ハードウェア関数呼び出しのインプ
リメンテーションに関連するソフトウェア制御イベントがキャプチャされます。イベントには、
次のようなタイプがあります。
• アクセラレータの設定および開始
• データ転送設定
• ハードウェア/ソフトウェア同期バリア (イベントを待つ)

これらのイベントはそれぞれトレースされ、プログラマブル ロジックに 1 つの AXI4-Lite 書き込
みとして含まれるようになり、ハードウェア イベントと同じグローバル タイマーからのタイム
スタンプが付きます。

5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース
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ハードウェア トレース
SDSoC 環境では、Vivado HLS でクロス コンパイルされたアクセラレータのハードウェア イベ
ント トレースと、AXI4-Stream 接続を介したデータ転送がサポートされます。sdscc/++ リン
カーを -trace オプションを使用して起動すると、ハードウェア モニター IP コアが生成された
システムに自動的に挿入され、次のイベント タイプが記録されます。
• ap_start および ap_done 信号で定義されたアクセラレータの開始および停止。
• AXI4-Stream ハンドシェイク信号および TLAST 信号で定義されたデータ転送。
これらのイベントはそれぞれ別々に監視され、ソフトウェア イベントで使用されたのと同じグ
ローバル タイマーからのタイムスタンプが付けられます。ハードウェア関数で次のプラグマを
使用して明示的に AXI4-Lite 制御インターフェイスが宣言されている場合は、ap_start および
ap_done 信号は IP インターフェイスの一部ではないので、トレースできません。
#pragma HLS interface s_axilite port=foo

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

コア名 LUT FF BRAM DSP

アクセラレータ 79 18 0 0

AXI4-Stream (basic) 79 14 0 0

AXI4-Stream
(statistics)

132 183 0 0

AXI4-Stream モニター コアには、basic と statistics の 2 つのモードがあります。basic モードで
は、単にトレース イベントの生成が開始/停止されます。statistics モードでは、AXI4-Lite イン
ターフェイスが 2 つの 32 ビット レジスタに対して有効になります。オフセット 0x0 のレジス
タには現在または今後の転送のワード カウントが、オフセット 0x4 のレジスタには前の転送の
ワード カウントが示されます。転送が完了ししだい、現在のカウントが前のレジスタに移動さ
れます。デフォルトでは、AXI4-Stream コアは basic モードで設定されます。
ハードウェア トレース モニター コアだけでなく、出力トレース イベント信号は 1 つのインテグ
レーション コアによりまとめられます。このコアには、パラメーター可能な数 (1-63 まで) のポ
ートがあるので、最大で 63 のモニター コア (アクセラレータまたは AXI4-Stream) がサポートさ
れます。このコアのリソース使用率は、イネーブルになったポートの数、つまり挿入されるモニ
ター コアの数によって異なります。次の表は、Zynq-7000 (xc7z020-1clg400) デバイスのこのコ
アのリソース使用率を示しています。

5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース
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ポート数 LUT FF BRAM DSP
1 241 404 0 0

2 307 459 0 0

3 366 526 0 0

4 407 633 0 0

6 516 686 0 0

8 644 912 0 0

16 1243 1409 0 0

32 2190 2338 0 0

63 3830 3812 0 0

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

システム LUT FF BRAM DSP

ベース (トレースなし) 16,433 21,426 46 160

イベント トレース イネ
ーブル

17,612 22,829 48 160

上記の結果に基づくと、違いは大体 LUT 1000 個、FF 1200 個、および BRAM 2 つになります。
このデザインには、3 つの AXI4-Stream ポート (2 つの入力、1 つの出力) を含む 1 つのアクセラ
レータがあります。イベント トレースがイネーブルの場合、1 つのインテグレーション コアと
その他の関連する読み出しロジックに加えて、4 つのモニター (1 つのアクセラレータおよび 3
つの AXI4-Stream モニター) がシステムに挿入されます。上記のリソース見積もりによると、
720 個の LUT および 700 個の FF が実際のトレース モニター ハードウェア (モニターおよびイ
ンテグレーション コア) からのもので、残りの 280 個の LUT、500 個の FF、および 2 つの BRAM
が AXI4-Stream 出力トレース データ ストリームを JTAG に変換する読み出しロジックからのも
のです。この読み出しロジックのリソース使用率はスタティックで、デザインによって変わりま
せん。
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インプリメンテーション フロー
インプリメンテーション フロー中にトレースがオンになっていると、トレース インストルメン
テーションがソフトウェア コードに、ハードウェア モニターがハードウェア システムに自動的
に挿入されます。この後、ハードウェア システムが (モニター コアも含めて) 合成、インプリメ
ントされ、ビットストリームが生成されます。ソフトウェア トレースは、通常のユーザー プロ
グラムにコンパイルされます。
ハードウェアおよびソフトウェア トレースはハードウェアでタイムスタンプされ、1 つのトレー
スストリームに集められ、プログラマブル ロジックでバッファーに溜まります。

図 13:   トレース ハードウェアのない Vivado IP インテグレーターの行列乗算例

X16741-040516

図 14:   トレース ハードウェア (オレンジ部分) を含む Vivado IP インテグレーターの行列乗算例

X16742-040516
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ランタイム トレース コレクション
ソフトウェア トレースは、ハードウェア トレースと同じストレージ パスに挿入され、タイムス
タンプにはハードウェア トレースと同じタイマー/カウンターが使用されます。この 1 つのト
レース データ ストリームはハードウェア システム内のバッファーに溜まって、ホスト PC から
は JTAG を介してアクセスされます。
SDSoC 環境では、プログラムが実行されるとトレースが何度も読み戻され、ハードウェア バッ
ファーをできるだけすばやく空にして、バッファーがオーバーフローしないようにします。ただ
し、トレース データは、アプリケーションが終了したときにのみ表示されます。
ボード接続要件は、オペレーティング システム (スタンドアロン、FreeRTOS、または Linux) に
よって少し異なります。スタンドアロンおよび FreeRTOS の場合、USB/JTAG インターフェイス
を使用して ELF (Executable Link File) をボードにダウンロードする必要があります。トレース
データも同じ USB/JTAG インターフェイスを介して読み出されます。
Linux の場合、SDSoC 環境では OS が SD カードから起動されると想定されます。この後、ELF
がコピーされ、ボードとホスト PC 間のイーサネット接続を介して、Linux で実行される
TCP/TCF エージェントを使用して実行されます。トレース データは、USB/JTAG インターフェ
イスを介して読み出されます。このため、Linux アプリケーションのトレースには、USB/JTAG
インターフェイスおよび TCP/TCF エージェント インターフェイスの両方が必要です。次の図
は必要な接続を示しています。

5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース
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図 15:   異なるオペレーティング システムでトレースを使用した場合に必要な接続
Linux

Standalone/FreeRTOS

Host PC Board

Ethernet Ethernet

USB JTAG

Zynq-7000
AP SoC

Host PC Board

Ethernet Ethernet

USB JTAG

Zynq-7000
AP SoC

X16744-121417

トレースの表示
SDSoC 環境の GUI には、ハードウェアおよびソフトウェア トレース ストリームがグラフィカル
に表示されます。ユーザー アプリケーションの各トレース ポイントに固有の名前が指定され、
タイムラインの縦軸/横軸が示されます。コードの同じブロックがループで実行されたり、アク
セラレータが複数回起動される場合など、アプリケーションの実行中にトレース ポイントは通
常複数のトレース イベントを作成できます。
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図 16:   さまざまなイベント タイプを示すトレースのタイムライン表示例

X16913-050216

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

図 17:   各イベントの入手可能な詳細な情報を示すトレースのタイムライン表示例

X16912-050216
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図 18:   イベント名とユーザー プログラムへの関係を示すトレースのタイムライン表示例

X16914-050216

AXI Performance Monitor を使用したパフォー
マンス計測
AXI Performance Monitor (APM) モジュールは、プロセッシング システム (PS) 内の ARM コアと
プログラマブル ロジック (PL) 内のハードウェアの間のデータ転送に関する基本的な情報を監視
するために使用します。読み出し/書き込みトランザクション数、システムのバス上の AXI トラ
ンザクション レイテンシなどの統計を収集します。
このセクションでは、システムへの APM コアの挿入方法、計測用に設定されたシステムの監視
方法、および生成されたパフォーマンス データの表示方法を示します。

スタンドアロン プロジェクトの作成と APM のインプリメント
SDSoC 環境を開き、任意のプラットフォームまたはオペレーティング システムを使用して新し
い SDSoC プロジェクトを作成します。[Matrix Multiplication and Addition] テンプレートを選択
します。
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[SDx Project Settings] で [Insert AXI Performance Monitor] をオンにします。このオプションを
オンにしてプロジェクトを作成すると、ハードウェア システムに APM IP コアが追加されます。
APM IP は、プログラマブル ロジックの少量のリソースを使用します。SDSoC により、APM が
ハードウェア/ソフトウェア インターフェイス ポートであるアクセラレータ コヒーレンシ ポー
ト (ACP)、汎用ポート (GP)、ハイ パフォーマンス ポート (HP) に接続されます。

mmult および madd 関数をハードウェアでインプリメントされるように選択します。Debug コ
ンフィギュレーション (デフォルト) を使用してプロジェクトをクリーンアップおよび構築しま
す。

Linux プロジェクトの作成と APM のインプリメント
SDSoC 環境を開き、任意のプラットフォームまたはオペレーティング システムを使用して新し
い SDSoC プロジェクトを作成します。[Matrix Multiplication and Addition] テンプレートを選択
します。
[SDx Project Settings] で [Insert AXI Performance Monitor] をオンにします。このオプションを
オンにしてプロジェクトを作成すると、ハードウェア システムに APM IP コアが追加されます。
APM IP は、プログラマブル ロジックの少量のリソースを使用します。SDSoC により、APM が
ハードウェア/ソフトウェア インターフェイス ポートであるアクセラレータ コヒーレンシ ポー
ト (ACP)、汎用ポート (GP)、ハイ パフォーマンス ポート (HP) に接続されます。
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mmult および madd 関数をハードウェアでインプリメントされるように選択します。Debug コ
ンフィギュレーション (デフォルト) を使用してプロジェクトをクリーンアップおよび構築しま
す。

スタンドアロン システムの監視
ビルドが完了したら、ボードをコンピューターに接続してボードの電源を入れます。[Debug] ボ
タンをクリックしてターゲット上のアプリケーションを起動します。[Debug] パースペクティ
ブに切り替えます。PL がプログラムされて ELF が起動した後、プログラムが main で停止しま
す。[Window] → [Perspective] をクリックします。
[Open Perspective] ダイアログ ボックスで [Performance Analysis] を選択し、[OK] をクリックし
ます。
[SDx] パースペクティブに戻します。
[Project Explorer] タブの Debug フォルダーを展開表示します。
ELF 実行ファイルを右クリックし、[Debug As] → [Launch on Hardware (SDSoC Debugger)] をク
リックします。アプリケーションを再起動するようメッセージが表示されたら、[OK] をクリッ
クします。
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[Yes] をクリックして [Debug] パースペクティブに戻します。アプリケーションが起動して main
関数のブレークポイントで停止したら、[Performance Analysis] パースペクティブに戻します。
パースペクティブの左上の [Debug] タブで、[ARM Cortex-A9 MPCore #0] をクリックます。
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[Start] ボタンをクリックします。[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスが開きま
す。

[Enable APM Counters] をオンにします。
[APM Hardware Information] の右側にある [Edit] ボタンをクリックします。
[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [Load] ボタンをクリックします。
workspace_path/project/Debug/_sds/p0/vpl に移動して zc702.hdf ファイルを選択
します (この例では zc702 をプラットフォームとして使用していますが、ご使用のプラットフォ
ームを指定してください)。
[Open] をクリックし、[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックしま
す。
最後に [Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。
[PL Performance] タブに [Analysis] ビューが開きます。[Resume] をクリックしてアプリケーシ
ョンを実行します。
プログラムの実行が終了したら [Stop] ボタンをクリックします。[Confirm Perspective Switch]
ダイアログ ボックスに [Performance Analysis] パースペクティブにとどまるかどうかを確認す
るメッセージが表示されたら、[No] をクリックします。

パースペクティブの下部で解析プロットをスクロールし、異なるパフォーマンス統計を確認しま
す。プロット エリアをクリックすると、パースペクティブの中央に拡大表示されます。下のオ
レンジ色のボックスにより、データの特定の時間範囲に焦点を置くことができます。
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Linux システムの監視
ビルドが終了したら、sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーし、ボードで Linux を
起動します。ボードをコンピューター (UART と JTAG ケーブルの両方) に接続します。ボード
の IP アドレスを使用して Linux TCF エージェント ターゲット接続を設定します。[Debug] ボタ
ンをクリックしてターゲット上のアプリケーションを起動します。[Debug] パースペクティブ
に切り替えます。ELF が起動した後、プログラムが main で停止します。
[Run] → [Run Configuration] をクリックして新しい run コンフィギュレーションを作成し、[Xilinx
C/C++ application (System Debugger)] をダブルクリックします。[Debug Type] を [Attach to
running target] に設定し、[Run] をクリックして [Run Configurations] ウィンドウを閉じます。
[Conflict] ダイアログ ボックスに、既存の開始コンフィギュレーション System Debugger on
Local <your project>.elf が新しく開始されたコンフィギュレーションと競合することを示すメッ
セージが表示されます。[Yes] をクリックします。
[Window] → [Open Perspective] → [Other] をクリックして [Performance Analysis] パースペクテ
ィブに切り替えます。
[Open Perspective] ダイアログ ボックスで [Performance Analysis] を選択し、[OK] をクリックし
ます。
[Start] ボタンをクリックします。[Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスが開きま
す。
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[Enable APM Counters] をオンにします。[APM Hardware Information] の右側にある [Edit] ボタ
ンをクリックします。
[APM Hardware Information] ダイアログ ボックスで [Load] ボタンをクリックします。
workspace_path/project/Debug/_sds/p0/vpl に移動して zc702.hdf ファイルを選択
します (この例では zc702 をプラットフォームとして使用していますが、ご使用のプラットフォ
ームを指定してください)。[Open] をクリックし、[APM Hardware Information] ダイアログ ボッ
クスで [OK] をクリックします。最後に [Performance Analysis Input] ダイアログ ボックスで
[OK] をクリックします。
[PL Performance] タブに [Analysis] ビューが開きます。[Resume] をクリックしてアプリケーシ
ョンを実行します。
プログラムの実行が終了したら [Stop] ボタンをクリックします。[Confirm Perspective Switch]
ダイアログ ボックスに [Performance Analysis] パースペクティブにとどまるかどうかを確認す
るメッセージが表示されたら、[No] をクリックします。

パースペクティブの下部で解析プロットをスクロールし、異なるパフォーマンス統計を確認しま
す。プロット エリアをクリックすると、パースペクティブの中央に拡大表示されます。下のオ
レンジ色のボックスにより、データの特定の時間範囲に焦点を置くことができます。
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パフォーマンスの解析
このシステムでは、APM は PS と PL の間で使用されている 2 つのポート、アクセラレータ コヒ
ーレンシ ポート (ACP) および汎用 AXI ポート (GP) に接続されます。乗算器および加算器アク
セラレータ コアは、両方ともデータの入出力用に ACP に接続されます。GP ポートは、制御コ
マンドの発行およびアクセラレータ コアのステータスを取得するためにのみ使用され、データ
転送には使用されません。青色のスロット 0 は GP ポートに接続され、緑色のスロット 1 は
ACP に接続されています。
APM は、ACP および GP ポートにそれぞれ 1 つ、2 つの監視スロットと共に、プロファイル モ
ードでコンフィギュレーションされます。プロファイル モードでは、各スロットにイベント カ
ウント機能が含まれます。読み出しおよび書き込みに対して APM で算出される統計のタイプ
には、次のものが含まれます。
• トランザクション数: バス上で発生する要求の総数
• バイト数: 送信されたバイトの総数 (書き込みスループットの算出に使用)

• レイテンシ: アドレス発行の開始から最後の要素が送信されるまでの時間
レイテンシおよびバイト カウンターの統計は、スループット (MB/s) を自動的に算出するために
APM で使用されます。表示されるレイテンシおよびスループット値は、50 ミリ秒 (ms) 間隔で
す。最小、最大、平均も表示されます。

トラブルシューティング
1. インクリメンタル ビルド フロー: SDSoC™ 環境ではトレース機能を使用したインクリメン
タル ビルド フローはサポートされていません。アプリケーションが正しくビルドされ、ト
レースが正しく収集されるようにするには、プロジェクトをまずクリーンアップして、ビル
ドしてから、ソース コードを変更します。ソース コードの変更が関係なかったり、ハードウ
ェア用にマークされた関数には影響のない場合でも、正しい結果にならないことはありま
す。

2. プログラムおよびビットストリーム: トレース機能は、1 回完結型の解析です。イベントのタ
イムスタンプに使用されたタイマーは、最初のイベントが発生してその後永遠に実行され続
けるまで開始されません。ビットストリームをプログラムした後に 一度ソフトウェア アプ
リケーションを実行した場合は、プログラムが実行を終えた後、タイマーが不明な状態にな
ります。その後 2 回目にソフトウェアを実行すると、イベントのタイムスタンプが正しくな
りません。まず、最初にビットストリームをプログラムしてからソフトウェア アプリケーシ
ョンをダウンロードして、アプリケーションを実行するたびにトレース機能の利点が生かさ
れるようにしてください。アプリケーションは 2 回目も正しく実行はされますが、トレース
データは正しくなりません。Linux の場合は、ビットストリームが U-Boot によるブート時に
読み込まれるので、再起動する必要があります。
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3. トレースのバッファリング: SDSoC 環境では、トレースがバッファーに溜まり、アプリケー
ションが実行されるとリアルタイムで読み出されますが、アプリケーションが終了するまで
は表示されません。これを可能にするには、トレースがホスト PC で読み出すことができる
ようになるまで、トレースを格納するのに十分なバッファー容量が必要となります。デフォ
ルトでは、1024 トレースを保存するのに十分なバッファー容量があります。バッファーが
一杯になったら、その後生成されるトレースはドロップされて、失われます。バッファーが
オーバーフローする場合は、エラー条件が設定されています。バッファーのオーバーフロー
後に作成されたトレースはすべて集められず、オーバーフローになる前のトレースのみが間
違って表示されてしまいます。

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

オーバーフローが発生したら、<build_config>/_sds/trace ディレクトリに
archive_DAY_MON_DD_HH_MM_SS_-GMT_YEAR_ERROR のような形式の名前でエラー ファ
イルが作成されます。デバイスは、アプリケーションを実行してトレース データを再収集する
前にプログラムし直す (Linux を再起動するなど) 必要があります。トレース ハードウェアをリ
セットするには、プログラムし直すしかありません。
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第 6 章

makefile/コマンド ライン フロー
デザインは、SDx IDE 外で作成できます。これには、個別の SDx コマンドを使用して一般的な
コマンド ライン フローで実行してプロジェクトを構築およびコンパイルするか、makefile フロ
ーを使用します。makeflow フローの例は、次のとおりです。
注記: ここで説明する makefile は、SDSoC_Examples リポジトリの cpp/getting_started/
hello_vadd 例と同じです。このプロジェクト例については、付録 A: サンプル デザインの概要を参照
してください。
コマンド ライン インターフェイスを使用して makefile を SDSoC™ IDE 外で記述する場合は、
sdscc の呼び出しごとに -sds-pf コマンド ライン オプションを使用してプラットフォームを
含める必要があります。-sds-sys-config <system_configuration> コマンド ライン
オプションを使用すると、ターゲット CPU で実行されるオペレーティング システムを含むソフ
トウェア プラットフォームも指定できます。
sdscc -sds-pf <platform path name>

プラットフォームには、ファイル パスまたは <sdsoc_root>/platforms ディレクトリに含ま
れるプラットフォーム名を指定します。使用可能なベース プラットフォームをコマンド ライン
で表示するには、次のコマンドを入力します。
$ sdscc -sds -pf -list

# FPGA Board Platform (Default ~ zcu102)
PLATFORM := zcu102

# Run Target:
#   hw  - Compile for hardware
#   emu - Compile for emulation (Default)
TARGET := emu

# Current Directory
pwd := $(CURDIR)

# Points to Utility Directory
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COMMON_REPO = ../../../
ABS_COMMON_REPO = $(shell readlink -f $(COMMON_REPO))

# Include Libraries
include $(ABS_COMMON_REPO)/libs/sds_utils/sds_utils.mk

上記のように、ファイルの最初に、デザインをビルドするのに必要な入力および include ファイ
ルを定義する必要があります。このデザインでは、デフォルトの ZCU102 プラットフォームと
エミュレーション用のビルドが使用されています。sds_untils.mk の include 文は、パフォー
マンス タイミング (開始/停止/一時停止) に使用されるヘッダー ファイルをターゲットにしてい
ます。
# Target OS:
#     linux (Default), standalone
TARGET_OS := linux

# Emulation Mode:
#     debug     - Include debug data
#     optimized - Exclude debug data (Default)
EMU_MODE := optimized

# Additional sds++ flags - this should be reserved for sds++ flags defined
# at run-time. Other sds++ options should be defined in the makefile data 
section below
# section below
ADDL_FLAGS :=

その前のセクションでは、ターゲット OS が決定されています。プラットフォームが Linux を実
行する場合は、デフォルトの Linux を指定します。アプリケーションをプロセッサのベアメタル
で実行するには、standalone オプションを選択します。エミュレーション モードも、[Debug]
に設定して、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表示および確認す
るか、[Optimized] に設定して、このハードウェア デバッグ情報を取り込まないで高速なエミュ
レーションを実行するかを選択できます。
# Set to 1 (number one) to enable sds++ verbose output
VERBOSE := 
# Build Executable
EXECUTABLE := run.elf 
# Build Directory
BUILD_DIR := build/$(PLATFORM)_$(TARGET_OS)_$(TARGET)

実行可能ファイルが定義され、ビルド用の出力ディレクトリができます。このプロジェクトの場
合、makefile のオプションに基づいてビルドが build/zcu102_linux_emu になります。
BUILD_DIR をこのように指定すると、エミュレーション ビルドおよびハードウェア ビルドなど
の異なるビルド間の結果を比較できます。
# Source Files
SRC_DIR := src
OBJECTS += \
$(pwd)/$(BUILD_DIR)/main.o \
$(pwd)/$(BUILD_DIR)/vector_addition.o
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# SDS Options
HW_FLAGS :=
HW_FLAGS += -sds-hw vadd_accel vector_addition.cpp -sds-end

EMU_FLAGS := 
ifeq ($(TARGET), emu)
    EMU_FLAGS := -mno-bitstream -mno-boot-files -emulation $(EMU_MODE)
endif

プロジェクトおよびプラットフォームを定義したら、ソース ファイルを定義して、ハードウェ
アでどの関数またはファイルをアクセラレーションするのかを指定する必要があります。-
sds-hw フラグでは、ハードウェア用にコンパイルする関数名とそれが含まれるソース ファイ
ルを指定します。EMU_FLAGS では、sds++/sdscc のビットストリーム生成とブートファイル
生成がオフになり、エミュレーション モードが指定されます。前述のように、EMU_MODE は既
に optimized に設定されています。
注記: オプションを追加して HW_FLAGS += * 行を繰り返すと、複数のハードウェア関数を定義できま
す。
# Compilation and Link Flags
IFLAGS := -I.
CFLAGS = -Wall -O3 -c
CFLAGS += -MT"$@" -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@)" 
CFLAGS += -I$(sds_utils_HDRS)
CFLAGS += $(ADDL_FLAGS)
LFLAGS = "$@" "$<" 
#+---------------------------------------------------------------------

SDSFLAGS := -sds -pf $(PLATFORM) \
-target-os $(TARGET_OS)

# SDS Compiler
CC := sds++ $(SDSFLAGS)

GCC のように、sds++/sdcc コンパイラには、コンパイラ フラグを使用できます。このプロジ
ェクトの場合、警告が表示され、レベル 3 の最適化が実行され、コンパイルのみが実行されま
す。通常は、ほとんどの標準 GCC フラグをここに示すように使用できます。次に、プラットフ
ォームおよびターゲット OS が前述に定義したように設定されます。最後に、コンパイラが sds
++ または sdscc として指定され、コンパイラ フラグが適用されます。
注記: -MT, -MMD, -MP, -MF などは、すべて gcc/g++ フラグです。これらの特定フラグの詳細は、
GCC 資料を参照してください。

all: $(BUILD_DIR)/$(EXECUTABLE)

$(BUILD_DIR)/$(EXECUTABLE): $(OBJECTS)
    mkdir -p $(BUILD_DIR)
    @echo 'Building Target: $@'
    @echo 'Trigerring: SDS++ Linker'
    cd $(BUILD_DIR) ; $(CC) -o $(EXECUTABLE) $(OBJECTS) $(EMU_FLAGS)
    @echo 'SDx Completed Building Target: $@'
    @echo ' '
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$(pwd)/$(BUILD_DIR)/%.o: $(pwd)/$(SRC_DIR)/%.cpp
    @echo 'Building file: $<'
    @echo 'Invoking: SDS++ Compiler'
    mkdir -p $(BUILD_DIR)
    cd $(BUILD_DIR) ; $(CC) $(CFLAGS) -o $(LFLAGS) $(HW_FLAGS)
    @echo 'Finished building: $<'
    @echo ' '

makefile のこの部分では、$(pwd)/$(BUILD_DIR)/%.o セクションがすべての個別 C/C++ フ
ァイルを該当するオブジェクト ファイルに対してビルドし、セクションの上部には $
(Build_DIR/$(EXECUTABLE) がこれらのオブジェクト ファイルを一緒にリンクし、最終的な
ELF 実行ファイルを生成します。
makefile は、次の sds++ コンパイラ コマンド ラインを効率的に生成します。
sds++ -sds-pf zcu102 -target-os linux -sds-sys-config a53_linux -Wall -O3 \
-c -MT"./main.o" -MMD -MP -MF"./main.d" -I../../../libs/sds_utils/ \
-o "./main.o" "./src/main.cpp" -sds-hw vadd_accel vector_addition.cpp -sds-
end

sds++ -sds-pf zcu102 -target-os linux -sds-sys-config a53_linux -Wall -O3 \
-c -MT"./vector_addition.o" -MMD -MP -MF"./vector_addition.d" -I../../../
libs/sds_utils/ \
-o "./vector_addition.o" "./src/vector_addition.cpp" -sds-hw vadd_accel
vector_addition.cpp -sds-end

sds++ -sds-pf zcu102 -target-os linux -sds-sys-config a53_linux \
-o run.elf main.o vector_addition.o -mno-bitstream -mno-boot-files -
emulation optimized

次の 3 行により、makefile から次が実行されます。
1. Linux エミュレーション用にシステム コンフィギュレーションを使用して、main.cpp を

main.o に、vector_addition.cpp を vector_addition.o に対して別々にコンパイ
ルします。

注記: ハードウェア用にこのデザインをビルドするには、最後のコマンドでビットストリーム、ブート フ
ァイルが生成されるようにする必要があり、エミュレーションには設定しないようにします。これは、-
mno-bitstream、-mno-boot-files、および -emulation optimized フラグを削除すると
実行できます。
2. vadd_accel 関数が vector_addition.cpp からアクセラレーションされるように指定し
ます。

3. main.o と vector_addition.o を run.elf の実行ファイルで一緒にリンクします。
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makefile ガイドライン
<sdsoc_installation>/samples フォルダーのデザインに含まれる makefile では、すべて
の sdscc ハードウェア関数オプションが 1 つのコマンド ラインにまとめられます。makefile
の使用は必須ではありませんが、使用すると、ハードウェア関数を含むファイルに対して制御構
造全体と依存性を保持できるという利点があります。
• たとえば、C++ ファイルの場合は CC = sds++ ${SDSFLAGS}、C ファイルの場合は sdscc
を起動すると、SDSoC™ 環境コマンド ライン全体をキャプチャする make 変数を定義できま
す。このようにすると、すべての SDSoC 環境オプションが ${CC} 変数にまとめられます。プ
ラットフォームおよびターゲット OS はこの変数で 一度定義します。

• ハードウェア関数を含む各ファイルに対してコマンド ラインに -sds-hw/-sds-end 節が必
要です。次に例を示します。
-sds-hw foo foo.cpp -clkid 1 -sds-end

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

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

• より高いパフォーマンスを達成するために、ハードウェア関数および zero_copy を異なる
クロック レートで実行することもできます。コマンド ラインでクロックを設定するには、
sdscc -sds-pf-info <platform> を使用して対応するクロック ID を確認し、-clkid
オプションを使用します。
-sds-hw foo foo_src.c -clkid 1 -sds-end

注記: 選択したクロックによって、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。
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。SDSoC 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。
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。
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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。

sdscc/sds++ の起動に関するガイドライン
SDSoC IDE では、C++ ファイルに対して sds++、C ファイルに対して sdscc を起動する
makefile が生成されますが、sdscc/sds++ でコンパイルする必要があるのは次のようなコード
を含むソース ファイルのみです。
• ハードウェア アクセラレーションされた関数を定義。
• ハードウェア アクセラレーションされた関数を呼び出し。
• ハードウェア関数に送信されるバッファーを割り当てまたはメモリ マップするためなどに

sds_lib 関数を使用するコード。
• 上記の下流にある呼び出しグラフの推移閉包に関数を含むファイル。
大型のソフトウェア プロジェクトには、sdscc で生成されたハードウェア アクセラレータおよ
びデータ モーション ネットワークに関連しない多数のファイルおよびライブラリが含まれてい
る可能性があります。その他のソース ファイルは、ARM GNU ツールチェーンで問題なくコン
パイルできます。
sdscc コンパイラで生成されたハードウェア システム (OpenCV ライブラリなど) に関連しな
いソース ファイルに対してエラーがレポートされた場合は、それらのファイル (またはフォルダ
ー) を右クリックして [Properties][C/C++ Build][Settings] をクリックし、[Command] を gcc に変
更することにより、これらのファイルを sdscc ではなく GCC でコンパイルしてください。

ザイリンクス OpenCL コンパイラ (xocc) を使用
した OpenCL カーネルのコンパイル
Xilinx® OpenCL™ コンパイラ (xocc) は、SDSoC™ 環境ですべてのフローをサポートする
OpenCL カーネルをコンパイルするためのコマンドライン ユーティリティです。このユーティ
リティを使用すると、コマンド ライン ユーザーがカーネルをコンパイルできます。これは、
makefile を使用してホストアプリケーションとカーネルをコンパイルするのに理想的な方法で
す。
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次は、xocc コマンドライン形式とオプションの詳細です。
構文:
xocc [options] <input_file>

表 1:   XOCC オプション
オプション 有効な値 説明

--platform
<arg>

ザイリンクスおよびサードパーティ ボー
ド パートナーからのサポートされるアク
セラレーション プラットフォーム

必須
ターゲット ザイリンクス デバイスを設定します。サポート デ
バイスのリストは、『SDx 環境リリース ノート、インストールお
よびライセンス ガイド』 (UG1238)を参照してください。

--
list_xdevices

なし サポートされるデバイスをリストします。

--target <arg> [sw_emu | hw_emu | hw] コンパイル ターゲットを指定します。
• sw_emu: CPU エミュレーション
• hw_emu: ハードウェア エミュレーション
• hw: ハードウェア
デフォルト: hw
注記: -c または -l オプションを付けない場合、
xocc はビルド モードで実行され、.xclbin ファイルが生成されます。

--compile なし オプション
コンパイル モードで xocc を実行し、.xo ファイルを生成しま
す。

--link なし オプション
リンク モードで xocc を実行し、.xo 入力ファイルをリンク
し、.xclbin ファイルを生成します。

--kernel <arg> 入力 .cl または .c/.cpp カーネル
ソース コードからコンパイルされるカー
ネル

C/C++ カーネルの場合は必須
OpenCL カーネルの場合はオプション
入力ファイルから指定したカーネルのみをコンパイル/ビルド
します。コマンドごとに使用できる -k オプションは 1 つだけ
です。
注記: OpenCL カーネルが -k オプションなしでコンパイルされる場合は、入力ファイルのカーネルすべてがコンパイルされます。

--output <arg> モードによって .xo また
は .xclbin 拡張子の付いたファイル
名

オプション
出力ファイル名を設定。
デフォルト:

コンパイル モードの場合は a.xo

リンクおよびビルド モードの場合は a.xclbin

--version なし バージョンおよびビルド情報を表示します。
--help なし ヘルプを表示します。
--define <arg> 有効なマクロ名および定義のペア

<name>=<definition>
定義付きマクロとして名前を前もって定義します。このオプションは OpenCL プリプロセッサに渡されます。
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表 1:   XOCC オプション (続き)

オプション 有効な値 説明
--include <arg> 必要なヘッダー ファイルを含むディレク

トリ名
ヘッダー ファイルを検索するディレクトリのリストにディレク
トリを追加します。このオプションは SDSoC コンパイラ プリ
プロセッサに渡されます。

--
kernel_frequen
cy

カーネルの周波数 (MHz)。 DSA のデフォルト値の代わりに使用するクロック周波数を設定
します。

--nk <arg>
<kernel_name>:
<compute_units>

(たとえば foo:2)

コンパイル モードの場合は該当なし
リンク モードの場合はオプション
.xclbin ファイルに該当カーネルに対して指定した数の計
算ユニット数をインスタンシエートします。
デフォルト: カーネルごとに 1 つの計算ユニット。

--pk <arg> [kernel_name|all] : [none|stream|
pipe|memory]

オプション
該当カーネルに対して停止プロファイル タイプを設定します。
デフォルト: none

--
max_memory_por
ts <arg>

[all | <kernel_name>] オプション
すべてのカーネルまたは指定カーネルに対して最大メモリ ポー
トのプロパティを設定します。

--
memory_port_da
ta_width <arg>

[all | <kernel_name>]:<width> すべてのカーネルまたは指定カーネルに対してメモリ ポートの
データ幅を設定します。有効な幅の値は 32、64、128、256、お
よび 512 です。

--optimize<arg> 有効な最適化値: 0、1、2、3、s、quick
例: --optimize2

これらのオプションで Vivado® ハードウェア合成エンジンで
実行されるデフォルトの最適化を制御します。

注記: これらの設定を最大限に使用するには、Vivado ツールに精通していることが推奨されます。
• 0: デフォルト最適化。コンパイル時間を削減し、デバッグ
で問題のない結果を出力できます。

• 1: 消費電力を削減するように最適化。デザインのコンパイ
ル時間は増えます。

• 2: カーネル速度を上げるように最適化。コンパイル時間と
生成コードのパフォーマンスの両方が増加します。

• 3: 最高レベルの最適化。生成コードのパフォーマンスは最
高レベルになりますが、コンパイル時間はかなり増えます。

• s: サイズを小さくするように最適化。カーネルのロジック
リソースが減ります。

• quick: ランタイムを速くするクイック コンパイル。パフォ
ーマンスが削減され、ハードウェア インプリメンテーショ
ンでのリソース使用量が増えます。

--xp 次の XP パラメーターの表を参照。 FPGA ハードウェアをインプリメントするのに使用する Vivado
での詳細なパラメーターとプロパティ設定を指定します。
注記: これらのパラメーターを最大限に使用するには、Vivado ツールに精通していることが推奨されます。

--debug なし デバッグ用のコードを生成。
--log なし 現在の作業ディレクトリにログを作成。
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表 1:   XOCC オプション (続き)

オプション 有効な値 説明
--message-
rules <arg>

メッセージ ルール ファイル名 オプション:
メッセージ制御ルールを使用したメッセージ ルール ファイル
を指定します。詳細は、「メッセージ ルール ファイルの使用」
を参照してください。

--report <arg> [estimate | system] レポートを生成 <arg> で指定したレポート タイプを生成します。
estimate: 見積もりレポートを
report_estimate.xtxt に生成
system: 見積もりレポートと詳細なハードウェア レポートをレ
ポート ディレクトリに生成

--save-temps なし コンパイルおよびビルド プロセス中に作成された中間ファイ
ル/ディレクトリを保存します。

--report_dir
<arg>

ディレクトリ レポート ディレクトリを指定します。-report オプションを指
定する場合、すべてのレポートがデフォルトで現在の作業ディレクトリ (cwd) にされます。

--log_dir <arg> ディレクトリ log ディレクトリを指定します。-log オプションを指定する場
合、ログ ファイルがデフォルトで現在の作業ディレクトリ
(cwd) にされます。

--temp_dir
<arg>

ディレクトリ log ディレクトリを指定します。--save-temps オプションを指
定する場合、デフォルトで現在の作業ディレクトリ (cwd) に一
時的なコンパイルおよびビルド ファイルが作成されます。

--
export_script

なし FPGA ハードウェアをインプリメントするのに使用する Vivado
での詳細な制御ができます。
注記: このオプションで生成される Tcl ファイルを最大限に使用するには、Vivado ツールに精通していることが推奨されます。
Vivado HLS を実行するのに使用される Tcl スクリプト
<kernel_name>.tcl が生成されますが、Vivado HLS の開始前
に一時停止されます。スクリプトは変更して、--
custom_script オプションと一緒に使用されるようにし
ます。
OpenCL カーネルを使用した –t sw_emu はサポートされま
せん。

--
custom_script

<kernel_name>:<path to kernel Tcl file> –export_script オプションで生成した
<kernel_name>.tcl ファイルと一緒に使用。
カーネルを作成するのに使用した Tcl ファイルをカスタマイズ
し、そのカスタマイズしたスクリプトを使用して実行できます。

--jobs <arg> 並列ジョブの数 オプション
FPGA ハードウェアをインプリメントするのに使用する Vivado
での詳細な制御ができます。

注記: このオプションで生成される Tcl ファイルを最大限に使用するには、Vivado ツールに精通していることが推奨されます。
インプリメンテーションのために Vivado に渡す並列ジョブの
数を指定。ジョブ数を増やすと、ハードウェア インプリメンテ
ーション段階の並列処理が増え、より高速に終了するようになります。

--lsf <arg> LSF クラスターに渡す bsub コマンド
ライン
注記: この引数は必須です。

オプション
Vivado インプリメンテーションには IBM Platform LSF (Load
Sharing Facility) を使用します。

6: makefile/コマンド ライン フロー

SDSoC 環境ユーザー ガイド  65
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=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=2017.4&docPage=65


表 1:   XOCC オプション (続き)

オプション 有効な値 説明
入力ファイル OpenCL または C/C++ カーネル ソース

ファイル xocc モードによってカーネルを .xo または .xclbin フ
ァイルにコンパイルします。

--sp <kernel_compute_unit_name>.
<kernel_port>:<system_port>
(たとえば、k1.M_AXI_GMEM:bank0 のよ
うに指定)

統合プラットフォームのサポートあり。システム ポート マッ
プ。これは統合プラットフォームの map_connect に代わ
るものです。

--clkid インデックス数 統合プラットフォームのサポートあり。インデックス数を
sdx_link に渡します。選択したプラットフォームから使用
可能な各インデックスのデフォルト クロック周波数は異なりま
す。

--
remote_ip_cach
e

ディレクトリ 統合プラットフォームのサポートあり。リモート IP キャッシ
ュのディレクトリを指定します。vpl に渡します。

--no_ip_cache X 詳細/デバッグ情報 (Vivado run からの出力も含む) を表示しま
す。

重要: SDSoC インストールの例はすべて makefile を使用して OpenCL アプリケーションを gcc
および xocc コマンドでコンパイルしています。これらは xocc を使用したユーザー アプリケー
ションをコンパイルするためのリファレンスとして使用できます。
XP パラメーター
--xp オプションを使用して SDSoC™ でパラメーター値を指定します。これらのパラメータ
ーにより、SDSoC およびハードウェア エミュレーション プロセスで生成されたハードウェアを
詳細に制御できます。
重要: これらのパラメーターを最大限に使用するには、Vivado™ ツールに精通していることが
推奨されます。
パラメーターは parm:<parameter>=<value> のように指定します。次に例を示します。
xocc –xp param:compiler.enableDSAIntegrityCheck=true 
–xp param:prop:kernel.foo.kernel_flags="-std=c++0x"

–xp コマンド オプションは 1 回の xocc の起動で何度も指定できます。または、xocc.ini フ
ァイルで値を指定し、各オプションをそれぞれ別の行 (--xp オプションなし) で指定することも
できます。
param:prop:solution.device_repo_paths=../dsa
param:compiler.preserveHlsOutput=1
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xocc を起動すると、まず $HOME/.Xilinx/sdx ディレクトリの xocc.ini ファイルが検索さ
れます。ファイルがそこにない場合は、現在の作業ディレクトリが検索されます。同じ --xp パ
ラメーター値がコマンド ラインと xocc.ini ファイルの両方で指定されている場合は、コマン
ド ラインの値の方が使用されます。
次の表は –xp パラメーターとその値を示しています。
表 2:   XP パラメーター

パラメーター名 タイプ デフォルト 説明
param:compiler.
enableDSAIntegrityChec
k

Boolean False DSA インテグリティ チェック
をオン。
この値が True に設定されてい
て、SDSoC で DSA が Vivado®
ツール外で変更されていることが検出された場合は、SDSoC
が停止します。

param:compiler.
errorOnHoldViolation

Boolean True ホールド違反があればエラーメッセージを表示。
param:compiler.
maxComputeUnits

Int -1 システムで使用可能な最大計算ユニット。正の値を指定すると DSA の
numComputeUnits 設定が上
書きされます。

param:hw_em.debugLevel String OFF シミュレータのデバッグ レベ
ル。最適化されたランタイムには OFF、バッチ run には
BATCH、GUI モードには GUI-
が使用されます。

param:hw_em.
enableProtocolChecker

Boolean False HW エミュレーション中に AXI
プロトコルチェッカーをオン。これは、AxI インターフェイス
の正確さを確認するために使用します。

param:compiler.
interfaceLatency

Int -1 カーネル AXI バスの予測レイ
テンシ、バス アクセスが要求さ
れて許可されるまでのクロックサイクル数を指定します。

param:compiler.
xclDataflowFifoDepth

Int -1 カーネル データフロー領域で
使用される FIFO の深さを指
定。

param:compiler.
interfaceWrOutstanding

Int Range 0 カーネル AXI インターフェイ
スのバッファーへの書き込み数を指定。値は 1 ～ 256 です。

param:compiler.
interfaceRdOutstanding

Int Range 0 カーネル AXI インターフェイ
スのバッファーへの読み出し数を指定します。値は 1 ～
256 です。
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表 2:   XP パラメーター (続き)

パラメーター名 タイプ デフォルト 説明
param:compiler.
interfaceWrBurstLen

Int Range 0 カーネル AXI インターフェイ
スの AXI 書き込みバーストの
予測長を指定。これは
compiler.interfaceWrOu
tstanding オプションを使用
して指定して、ハードウェア バ
ッファー サイズを決定します。
値は 1 ～ 256 です。

param:compiler.
interfaceRdBurstLen

Int Range 0 カーネル AXI インターフェイ
スの AXI 読み出しバーストの
予測長を指定。これは
compiler.interfaceRdOu
tstanding オプションを使用
して指定して、ハードウェア バ
ッファー サイズを決定します。
値は 1 ～ 256 です。

misc:map_connect=<type
>.
kernel.<kernael_name>.
<kernel_AXI_interface>
.core.
OCL_REGION_0.<dest_por
t>

String <empty> カーネルから DDR メモリ バ
ンクへ AXI インターフェイス
をマップするために使用。
• <type> は add または

remove。
• <kernel_name> はカ
ーネルの名前。

• <dest_port> は DDR
メモリ バンク M00_AXI、
M01_AXI、M02_AXI または
M03_AXI。

prop:kernel.<kernel_na
me>.kernel_flags

String <empty> カーネル
<kernelk_name> に特定
のコンパイル フラッグを設
定。

prop:solution.
device_repo_path

String <empty> DSA リポジトリへのパスを指
定。

prop:solution.
hls_pre_tcl

String <empty> C コード合成前に実行される
Vivado HLS Tcl ファイルへの
パスを指定。これにより、
Vivado HLS のコンフィギュレ
ーション設定が合成前に適用できます。

prop:solution.
hls_post_tcl

String <empty> C コード合成後に実行される
Vivado HLS Tcl ファイルへの
パスを指定。

prop:solution.
kernel_compiler_margin

浮動小数点 カーネル クロック周期の
12.5%。

カーネルのクロック マージン
(ns)。この値は、配置配線遅延
にマージンを提供するため、合成前にカーネル クロック周期
から引かれます。
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表 2:   XP パラメーター (続き)

パラメーター名 タイプ デフォルト 説明
vivado_prop:<object_ty
pe>.
<object_name>.<prop_na
me>

さまざま さまざま Vivado ハードウェア コンパイ
ルフローで使用されるプロパ
ティを指定できます。
object_type は run|fileset|
file|project です。
object_name および
prop_name 値の詳細は、
『Vivado Design Suite ププロ
パティ リファレンス ガイド』
(UG912) を参照してください。
例:

vivado_prop:run.
impl_1.
{STEPS.PLACE_DES
IGN.ARGS.MORE 
OPTIONS}={-
fanout_opt}

vivado_prop:file
set.
current.top=foo

注記: object_type ファイルでは、current がサポートされていません。
注記: オブジェクト タイプの run には、カーネルの run 最適化設定を 1 つ
1 つ設定する代わりに、すべて設定できる
__KERNEL__ という値もあります。

XOCC フローでのソフトウェアおよびハードウェアのエミュ
レーションの実行
XOCC/mkefile フローでは、Xilinx® SDSoC™ 開発環境外でホスト コードおよびカーネルのコン
パイルおよび実行を管理する必要があります。ソフトウェアおよびハードウェア エミュレーシ
ョンを実行する手順は、次のとおりです。
1. エミュレーション コンフィギュレーション ファイルを作成します。
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ソフトウェアまたはびハードウェア エミュレーションには、ランタイム ライブラリでデバ
イスに関する情報とエミュレーションする数が必要です。この情報はエミュレーション コ
ンフィギュレーション ファイルでランタイム ライブラリに提供されます。SDSoC には、エ
ミュレーション コンフィギュレーション ファイルを自動的に作成する emconfigutil と
いうユーティリティが含まれています。次は、emconfigutil コマンドライン形式とオプシ
ョンの詳細です。

オプション 有効な値 説明
--platform ターゲット デバイス 必須: ターゲット デバイスを設定します。

ターゲット ザイリンクス デバイスを設定します。サポート デバイ
スのリストは、『SDx 環境リリース ノート、インストールおよびライ
センス ガイド』 (UG1238)を参照してください。

--nd 正の整数 オプション: デバイス数。デフォルトは 1。
--od 有効なディレクトリ オプション: 出力ディレクトリ。emconfig.json ファイル

はホスト実行ファイルと同じディレクトリに含める必要があります。
--xp 有効なザイリンクス パ

ラメーターおよびプロパティ
オプション: 追加のパラメーターおよびプロパティを指定します。次
に例を示します。
--xp
prop:solution.device_repo_paths=my_dsa_pat
h

--xdevice オプションで指定したデバイスの検索パスを設定します。
-h なし ヘルプ メッセージを表示します。

emconfigutil コマンドでは、出力ディレクトリに emconfig.json コンフィギュレーシ
ョン ファイルが作成されます。
emconfig.json ファイルはホスト実行ファイルと同じディレクトリに含める必要があり
ます。
次の例では、2 つの xilinx_adm-pcie-7v3_1ddr_3_0 デバイスをターゲットにしたコ
ンフィギュレーション ファイルが作成されます。
$emconfigutil --platform xilinx_adm-pcie-7v3_1ddr_3_0 --nd 2 

2. XILINX_SDX 環境変数を設定します。
エミュレーションが実行できるようにするには、XILINX_SDX 環境変数が SDSoC インスト
ール パスを指定するように設定する必要があります。次は、SDSoC が /opt/
Xilinx/SDx/2017.4 にインストールされた場合の例です。
C シェル:

setenv XILINX_SDX /opt/Xilinx/SDx/2017.4
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Bash:

export XILINX_SDX=/opt/Xilinx/SDx/2017.4

3. エミュレーション モードを設定します。
XCL_EMULATION_MODE 環境変数を sw_emu または hw_emu に設定すると、アプリケーシ
ョンの実行がエミュレーション モード (ソフトウェア エミュレーションの場合は sw_emu、
ハードウェア エミュレーションの場合は hw_emu) に変更されるので、ランタイムではホス
ト実行ファイルと同じディレクトリで emconfig.json ファイルが検索され、エミュレーシ
ョン run のターゲット コンフィギュレーションに読み込まれます。
C シェル:

setenv XCL_EMULATION_MODE sw_emu

Bash:

export  XCL_EMULATION_MODE=sw_emu

XCL_EMULATION_MODE 環境変数の設定を解除すると、エミュレーション モードがオフにな
ります。

4. CPU およびハードウェア エミュレーションを実行します。
コンフィギュレーション ファイル emconfig.json および XCL_EMULATION_MODE を
true に設定したら、適切な引数を使用してホスト アプリケーションを実行して、CPU とハ
ードウェア エミュレーションを実行します。
$./host.exe kernel.xclbin
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付録 A

サンプル デザインの概要
Xilinx® SDx™ 環境には、次を目的にしたサンプル デザインが含まれています。これらの例は、
次を目的に用意されています。
• SDx IDE および makefile フローなどのコンパイル フローを習得しやすくするため。
• 新しい Application プロジェクトをすばやく作成開始するため。
• 便利なコード形式をデモンストレーションするため。
• 重要な最適化手法をお見せするため。
多くの例は、ザイリンクス GitHub リポジトリからダウンロードできますが、一部はソフトウェ
アインストールの samples フォルダーにも含まれています。

サンプル デザインのインストール
New SDx Project ウィザードを使用する場合、新しいプロジェクトのテンプレートを選択する画
面を使用します。テンプレート プロジェクトは、[Xilinx] → [SDx Examples] をクリックすると、
既存のプロジェクト内からも読み込むことができます。
[SDx Examples] ダイアログ ボックスまたは New SDx Project ウィザードの [Template] ページ
は、最初に表示されるとき、SDSoC のサンプル デザインがダウンロードされていないと空で表
示されます。次の図は、空のダイアログ ボックスを示しています。新規プロジェクトにテンプ
レートを追加するには、SDSoC サンプル デザインをダウンロードする必要があります。
このダイアログ ボックスの左側には [SDAccel Examples] および [SDSoC Examples] が表示され、
それぞれに [Download] ボタンが付いています。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先の URL が表示されます。
[SDAccel Examples] の隣の [Download] ボタンをクリックすると、サンプル デザインがダウンロ
ードされ、ダイアログ ボックスが表示されます。サンプル デザインは、次の図のようにダウン
ロードされます。
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図 19:   SDx サンプル デザインの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]: GitHub リポジトリからダウンロードされたサンプル デザインのリストを更新しま
す。

• [Reset]: .Xilinx フォルダーからダウンロードしたサンプル デザインを削除します。

ローカル コピーの使用
新規プロジェクトを作成する際にテンプレートを追加する場合は、例をダウンロードする必要が
ありますが、SDx では常に例がローカルの .Xilinx フォルダーにダウンロードされます。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
が、.Xilinx フォルダーから別のディレクトリに変更する必要のある場合もあります。
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このような場合、コマンド シェルから git コマンドを使用すると、ダウンロード ディレクトリ
を別のディレクトリに変更できます。
git clone https://github.com/Xilinx/SDAccel_Examples 
<workspace>/examples

上記に示すように git コマンドで SDAccel_Examples をクローンすると、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、このサンプル ファイルをユーザーのプロジェクトで
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 include
ファイルはテンプレートが New SDx Project ウィザードを使用して追加されると、プロジェクト
の src フォルダーに自動的に含まれますが、手動でプロジェクトに対してローカルになるよう
に設定する必要があります。
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 ファイルが検出できます。
find -name xcl2.hpp

また、各サンプル プロジェクトの makefile には include ファイルをプロジェクトに対してローカ
ルに設定するコマンドがあります。サンプル プロジェクトで次のような make コマンドを使用
してください。
make local-files

合成可能 FIR フィルター
SDSoC 環境に含まれる Vivado HLS ソース コード ライブラリの関数の多くは、SDSoC 環境のコ
ード ガイドラインに従っていません。SDSoC 環境でこれらのライブラリを使用するには、通常
関数をラップして、移植不可能なデータ型またはサポートされない言語コンストラクトから
SDSoC システム コンパイラを隔離する必要があります。
合成可能 FIR フィルターのサンプル デザインでは、このようなライブラリ関数 (この場合は有限
インパルス応答デジタル フィルターを計算するライブラリ関数) を使用する標準的な方法を示
します。この例では、フィルター クラス コンストラクターおよび演算子を使用してサンプル ベ
ースのフィルタリングを作成して実行します。SDSoC 環境内でこのクラスを使用するには、次
のように関数ラッパー内にラップします。
void cpp_FIR(data_t x, data_t *ret)
{
    static CF<coef_t, data_t, acc_t> fir1;

*ret = fir1(x);
}

付録 A: サンプル デザインの概要

SDSoC 環境ユーザー ガイド  75
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=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=2017.4&docPage=75


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

行列乗算
行列乗算は多くのアプリケーション ドメインで使用される計算負荷の高い一般的な操作です。
SDSoC IDE には、すべてのベース プラットフォームに対するテンプレート例が含まれます。こ
れらのコードには、『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235) の「システ
ムパフォーマンスの向上」で説明するように、メモリ割り当てとメモリ アクセスに SDSoC 環境
のシステム最適化を有益に使用する方法が示されるほか、『SDSoC 環境プロファイリングおよび
最適化ガイド』 (UG1235) の「最適化ガイドライン」で説明するように、関数インライン展開、
ループ展開、配列の分割のような Vivado HLS 最適化が示されます。

C 呼び出し可能な RTL ライブラリの使用
SDSoC システム コンパイラでは、VHDL または Verilog のようなハードウェア記述言語 (HDL)
のレジスタ トランスファー レベル (RTL) で記述した IP ブロックを使用してインプリメントさ
れたハードウェア関数をライブラリに含めることができます。このようなライブラリを作成す
る方法については、C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用を参照してください。この例では、
SDSoC プロジェクトでライブラリを使用する方法を示します。
SDSoC IDE でこのサンプル デザインをビルドするには、新しい SDSoC プロジェクトを作成し
て、C 呼び出し可能な RTL ライブラリ テンプレートを選択します。src/
SDSoC_project_readme.txt で説明されているように、まず SDSoC ターミナル ウィンドウ
からコマンド ラインでライブラリをビルドする必要があります。
ライブラリを使用してアプリケーションをビルドするには、C 呼び出し可能な IP ライブラリの
使用で説明されるように -l および -L リンカー オプションを追加する必要があります。
[Project Explorer] タブでプロジェクトを右クリックし、[C/C++ Build Settings] → [SDS++ Linker] 
→ [Libraries] をクリックして、-lrtl_arraycopy および -L<path to project> オプション
を追加します。
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C++ デザイン ライブラリ
SDSoC™ 環境をインストールすると、多くのデザイン ライブラリが含まれます。C ライブラリ
を使用すると、一般的なハードウェア デザイン コンストラクトおよび関数を C でに記述して
RTL に合成できます。次の C ライブラリが含まれます。
• reVISION および機械学習ライブラリ
• 任意精度データ型ライブラリ
• HLS ストリーム ライブラリ
• HLS 数学ライブラリ
• HLS ビデオ ライブラリ
• HLS IP ライブラリ
• HLS 線形代数ライブラリ
• HLS DSP ライブラリ
ライブラリ ヘッダー ファイルを含めると、各 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 ディレクトリ内の include ディレクトリ
にあります ($HOME_SDSOC/Vivado_HLS/include)。
重要: Vivado® HLS C ライブラリのヘッダー ファイルは、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。
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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 アプリケーション プロジェクトは、プロジェクトを作成する際、SDx New Project ウィザー
ドの [Platform Selection] ページから管理できます。このページを利用することで、プロジェク
トの作成時に新しいプラットフォームを追加できます。
開いているプロジェクトからプラットフォームおよびリポジトリを管理するには、[Project
Settings] ウィンドウのプラットフォームの [General] パネルの [Platform] リンクの隣の参照ボタ
ン ( ) をクリックします。
[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。
• [Add Custom Platform]: 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を追加
できます。カスタム プラットフォームの最上位ディレクトリを選択して、[OK] をクリックす
ると、新しいプラットフォームが追加されます。カスタム プラットフォームは、使用可能な
プラットフォームのリストから選択するとすぐに使用できるようになります。カスタム プラ
ットフォームの作成の詳細は、 を参照してください。[Xilinx] → [Add Custom Platform] をクリ
ックしても、ツールにカスタム プラットフォームを直接追加できます。

• [Manage Repositories]: 標準プラットフォームとカスタム プラットフォームを追加または削
除できます。カスタム プラットフォームを追加すると、その新しいプラットフォームへのパ
スがリポジトリに自動的に追加されます。リポジトリのリストからプラットフォームを削除
すると、使用可能なプラットフォームのリストからプラットフォームが削除されます。

• [Add Devices/Platforms]: どの®ザイリンクス デバイスおよびプラットフォームをインストー
ルするのか管理できます。デバイスまたはプラットフォームをインストール プロセス中にイ
ンストールしなかった場合は、このコマンドを使用して後から追加できます。このコマンド
をクリックすると、SDx インストーラーが起動し、ほかのものをインストールできます。
[Help] → [Add Devices/Platforms] をクリックしても、ツールにカスタム プラットフォームを
直接追加できます。

SDSoC 環境ユーザー ガイド  79
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=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=2017.4&docPage=79


付録 B: プラットフォームおよびリポジトリの管理

SDSoC 環境ユーザー ガイド  80
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=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=2017.4&docPage=80


付録 C

sdscc/sds++ コンパイラのコマンドお
よびオプション

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

sds++ - SDSoC C++ compiler

コマンドの概要
sdscc | sds++ [hardware_function_options] [system_options]

[performance_estimation_options]
[options_passed_through_to_cross_compiler]
[-sds-pf platform_name] [-sds-pf-info platform_name]
[-sds-pf-list] [-sds-sys-config configuration_name]
[-sds-proc processor_name] [-target-os os_name]
[-sds-pf-path path] [-sds-image image_name]
[-verbose] [-version] [--help] [files]

ハードウェア関数オプション
[-sds-hw function_name source_file [-clkid clock_id_number]
[-files hls_file_list] [-hls-tcl hls_tcl_directives_file]
[-shared-aximm] -sds-end]*

パフォーマンス見積もりオプション
[[-perf-funcs function_name_list -perf-root function_name] | 
[-perf-est data_file][-perf-est-hw-only]]

注記: sdscc/sds++ パフォーマンス見積もりオプションについては、『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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システム オプション
[[-ac function_name:clock_id_number]*[-apm] [-bsp-config-file mss_file]
[-bsp-config-merge-file mss_file][-disable-ip-cache] [-dm-sharing <0-3>] [-
dmclkid clock_id_number]
[-emulation mode] [-impl-strategy <strategy>]
[-instrument-stub] [-maxthreads number] [-mno-bitstream][-mno-boot-files]
[-rebuild-hardware]
[-remote-ip-cache cache_directory]
[-synth-strategy <strategy>] [-trace] [-trace-buffer depth] [-trace-no-sw]
[-maxjobs <number>]
[-sdcard <data_directory>][-vpl-ini ini_file] [-xp parameter_value]]

sdscc/sds++ コンパイラは、C/C++ ソース ファイルを Zynq®-7000 All Programmable SoC ま
たは Zynq UltraScale+™ MPSoC にインプリメントされたアプリケーション特定のハードウェ
ア/ソフトウェア システム オン チップにコンパイルしてリンクします。
コマンドの使用方法とオプションは、sdscc と sds++ で同じです。
sdscc で認識されないオプションは、ARM® クロスコンパイラに渡されます。-sds-hw ...
-sds-end 節内のコンパイラ オプションは、foo.c に指定したハードウェア関数が含まれない
場合、-c foo.c オプションで無視されます。
アプリケーション ELF をリンクする場合、sdscc でハードウェア システムが作成されてインプ
リメントされ、ハードウェア システムを初期化するのに必要な ELF とブート ファイルを含む
SD カード イメージが生成され、プログラマブル ロジックがコンフィギュレーションされ、ター
ゲット オペレーティング システムが実行されます。
Linux 以外のターゲット (スタンドアロン、FreeRTOS など) のアプリケーション ELF ファイルを
リンクすると、<install_path>/platforms/<platform_name> フォルダーにあるデフォ
ルトのリンカー スクリプトが使用されます。ユーザー定義のリンカー スクリプトが必要な場合
は、–Wl,-T –Wl,<path_to_linker_script> リンカー オプションて指定できます。
ハードウェア インプリメンテーションにマークされた関数が含まれないシステムをビルドする
際、sdscc ではターゲット プラットフォームで使用可能な場合は、ビルド済みハードウェアが
使用されます。ビットストリーム生成を強制的に実行するには、-rebuild-hardware オプシ
ョンを使用します。
レポート ファイルは、_sds/reports フォルダーに含まれます。
共有ライブラリを使用する Linux アプリケーションを実行する場合、ライブラリがそのルート
ファイル システムまたは SD カードに含まれていて、ライブラリへのパスが
LD_LIBRARY_PATH 環境変数に追加されている必要があります。
Linux ブート後のオプションの PL コンフィギュレーション
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sdscc/sds++ で sd_card フォルダーにビットストリーム .bin ファイルが作成される場合、
Linux がブートした後アプリケーション ELF を実行する前にこのビットストリーム ファイルを
使用して PL をコンフィギュレーションできます。使用するエンベデッド Linux コマンドは cat
bin_file > /dev/xdevcfg です。

一般的なオプション
次のコマンド ライン オプションは、どの sdscc コマンドにも適用でき、指定した情報を表示
します。
-sds-pf platform_name

オペレーティング システムとブート ファイルを含むベース システムのハードウェアおよびソ
フトウェアを定義するターゲット プラットフォームを指定します。platform_name は、
SDSoC™ 環境インストールのプラットフォーム名であるか、プラットフォーム ファイルを含む
フォルダーへのファイル パス (パスの最後のコンポーネントがプラットフォーム名と一致) で
す。プラットフォームでは、オペレーティング システムとブート ファイルを含むベース ハード
ウェアおよびソフトウェアが定義されます。アクセラレータのソース ファイルをコンパイルす
るときと ELF ファイルをリンクするときにこのオプションを使用します。使用可能なプラット
フォームを表示するには、–sds-pf-list オプションを使用します。
-sds-pf-info platform_name

プラットフォームの一般的な情報を表示します。使用可能なプラットフォームを表示するに
は、–sds-pf-list オプションを使用します。表示される情報には、使用可能なシステム コン
フィギュレーションが含まれており、-sds-sys-config system_configuration オプションで指
定できます。
-sds-pf-list

使用可能なプラットフォームの一覧を表示して終了します (ほかのオプションが指定されない場
合)。表示される情報には、使用可能なシステム コンフィギュレーションが含まれており、-sds-
sys-config system_configuration オプションで指定できます。
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-sds-sys-config configuration_name

使用されるソフトウェア プラットフォームを定義するシステム コンフィギュレーションを指定
します。これには、ターゲット オペレーティング システムとその他の設定が含まれます。-
sds-pf-list および -sds-pf-info は、プラットフォームに対して使用可能なシステム コン
フィギュレーションをリストするのに使用可能なオプションです。-sds-sys-config オプシ
ョンを使用する場合は、-target-os オプションは指定しないでください。-sds-sys-
config オプションを指定しない場合は、デフォルトのシステム コンフィギュレーションが使用
されます。
-sds-proc processor_name

-sds-sys-config オプションで定義されるシステム コンフィギュレーションと一緒に使用す
るプロセッサ名を指定します。システム コンフィギュレーションでは、通常ターゲット CPU が
指定されるので、このオプションは必要ありません。
-target-os os_name

ターゲット オペレーティング システムを指定します。選択した OS により、使用されるコンパ
イラ ツールチェーンとインクルード ファイル、sdscc で追加されたライブラリ パスなどが決ま
ります。os_name は、次のいずれかになります。
• linux: Linux OS。コマンド ラインに -target-os オプションが指定されない場合は、これ
がデフォルトになります。

• standalone: スタンドアロンまたはベアメタル アプリケーション
• freertos: FreeRTOS。FreeRTOS Xilinx® ポートは、ザイリンクス SDK (Software

Development Kit) と一緒に含まれるものと同じインプリメンテーションです。
-sds-sys-config system_configuration オプションを指定する場合、システム コンフィギュ
レーション自体でターゲット オペレーティング システムが定義されるので、-target-os オプ
ションは使用しないでください。-sds-sys-config を指定しないで -target-os オプショ
ンを指定すると、-target-os で指定された OS と一致する OS のシステム コンフィギュレー
ションが検索されます。
-sds-pf-path path

プラットフォームの検索パスを指定します。指定したパスには、1 つまたは複数のサブフォルダ
ーを含め、それぞれにプラットフォーム フォルダーを含めることができます。
-sds-image image_name

-sds-sys-config オプションと一緒に使用して、使用する SD カード イメージを指定します。
このオプションを指定しない場合は、デフォルトの画像が使用されます。
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-verbose

STDOUT に詳細出力を表示します。
-version

STDOUT に sdscc バージョン情報を表示します。
--help

コマンド ラインのヘルプ情報を表示します。ダッシュ (-) が 2 個使用されることに注意してく
ださい。
次のコマンド ライン オプションは、ソース ファイルをコンパイルするのに使用された sdscc
起動にのみ使用できます。

ハードウェア関数オプション
ハードウェア関数オプションには、makefile 内の sdscc/sds++ オプションをまとめて、コ
マンド ライン呼び出しを単純化し、既存の makefile に最小限の変更を加える機能がありま
す。
-sds-hw と -sds-end オプションはペアで使用されます。
• -sds-hw オプションでは、単一の関数記述のハードウェアへの移動が開始されます。
• -sds-end オプションでは、その関数のコンフィギュレーションの詳細なリストが終了され
ます。

次の関数をハードウェアに移動させるために、別の -sds-hw (コンフィギュレーションの開始)
と -sds-end (コンフィギュレーションの終了) のペアがあります。
次の makefile の部分では、–sds-hw ブロックを使用して SDSFLAGS という makefile 変数
に含まれるオプションをすべて収集し、CC の元の定義を sdscc ${SDSFLAGS} または sds++
${SDSFLAGS} に置換しています。これにより、アプリケーションの元の makefile に最小限
の変更を加えるだけで sdscc/sds++ コンパイラの makefile に変換できます。
APPSOURCES = add.cpp main.cpp
EXECUTABLE = add.elf

CROSS_COMPILE = arm-xilinx-linux-gnueabi-
AR = ${CROSS_COMPILE}ar
LD = ${CROSS_COMPILE}ld
#CC = ${CROSS_COMPILE}g++
PLATFORM = zc702
SDSFLAGS = -sds-pf ${PLATFORM} \

-sds-hw add add.cpp -clkid 1 -sds-end \
-dmclkid 2
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CC = sds++ ${SDSFLAGS} 

INCDIRS = -I..
LDDIRS =
LDLIBS =
CFLAGS = -Wall -g -c ${INCDIRS}
LDFLAGS = -g ${LDDIRS} ${LDLIBS}

SOURCES := $(patsubst %,../%,$(APPSOURCES))
OBJECTS := $(APPSOURCES:.cpp=.o)

.PHONY: all

all: ${EXECUTABLE}

${EXECUTABLE}: ${OBJECTS}
 ${CC} ${OBJECTS} -o $@ ${LDFLAGS}

%.o: ../%.cpp
 ${CC} ${CFLAGS} $< 

-sds-hw function_name file [[-clkid <n>] [-files file_list] [-hls-tcl hls_tcl_directives_file]]
–sds-end

sdscc コマンド ラインには、0 または複数の –sds-hw ブロックを含めることができます。そ
れぞれのブロックで最初の引数に最上位ハードウェア関数を、2 番目の引数に含まれるソース フ
ァイルを指定します。-sds-hw ブロックで関連付けられるファイル名がコンパイルされるソー
スファイル名と同じ場合に、オプションが適用されます。–sds-hw ブロック外のオプションは
必要に応じて適用されます。
AuvizCV ライブラリを使用する場合、function_name は二重引用符で囲んだテンプレート関
数インスタンシエーション (例: "auCanny<1080,1920,0,0,3,2,1,1,1>") で、ファイルは
そのテンプレート関数インスタンシエーションを含むソース ファイル (例: au_canny_tb.cpp)
です。
-clkid <n>

アクセラレータ ID を <n> に設定します。<n> の値を次の表に示します。プラットフォームの
情報を表示するには、sdscc –sds-pf-info platform_name コマンドを使用します。
clkid オプションを指定しない場合は、デフォルトのプラットフォームが使用されます。使用
可能なプラットフォームおよび設定をすべて表示するには、sdscc –sds-pf-list コマンドを
使用します。
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プラットフォーム別クロック ID 値
プラットフォーム <n>の値

zc702 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz

zc706 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz

zed 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz

zcu102 0 ～ 75 MHz

1 ～ 100 MHz

2 ～ 150 MHz

3 ～ 200 MHz

4 ～ 300 MHz

5 ～ 400 MHz

6 ～ 600 MHz

-files file_list

Vivado® HLS を使用して現在の最上位関数をハードウェアにコンパイルするには、1 つまたは複
数のファイルのカンマ区切りのリスト (空白なし) を指定する必要があります。これらのファイ
ルのいずれかに HLS では使用されないがアプリケーション実行ファイルを生成するのに必要な
ソース コードが含まれている場合は、ファイルを個別にコンパイルしてオブジェクト ファイル
(.o) を作成し、リンク段階でその他のオブジェクト ファイルとリンクする必要があります。
AuvizCV ライブラリを使用する場合、-files オプションで au_canny.hpp のような関数テン
プレート定義を含むソース ファイルへのパスを指定します。
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-hls-tcl hls_tcl_directives_file

Vivado® HLS ツールを使用してハードウェア アクセラレータを合成するときに HLS 指示子を含
む Tcl ファイルを使用します。sdscc では、HLS 合成中に Vivado HLS ツールを駆動するのに使
用する run.tcl ファイルが作成されます。この Tcl ファイルには次のコマンドが含まれていま
す。
# synthesis directives
create_clock -period <clock_period>
set_clock_uncertainty 27.0%
config_rtl -reset_level low
source <sdsoc_generated_tcl_directives_file>
# end synthesis directives

–hls-tcl オプションを使用すると、ユーザー定義の Tcl ファイルが SDSoC 環境で生成された
合成指示子の後に読み込まれます。
-shared-aximm

複数ポートをイネーブルにする代わりに、AXIMM ポートを共有します。
-sds-end

指定した function_name の -sds-hw オプションの最後を指定します。

コンパイラ マクロ
定義済みマクロを使用すると、#ifdef および #ifndef プリプロセッサ文を含むコードを保護
できます。マクロ名の前後にはアンダースコア (_) を 2 つずつ付けます。__SDSCC__ マクロ
は、sdscc または sds++ を使用してソース ファイルをコンパイルするときに定義され、コード
が sdscc/sds++ でコンパイルされるか GCC などの別のコンパイラでコンパイルされるかに
基づいてコードを保護できます。
sdscc または sds++ で Vivado HLS を使用したハードウェア アクセラレーション向けにソー
スファイルをコンパイルするときは、__SDSVHLS__ マクロが定義され､高位合成が実行される
かされないかに基づいてコードを保護できます。
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次のコードでは、sdscc/sds++ でソース コードをコンパイルするときには __SDSCC__ マクロで
sds_alloc() および sds_free() 関数が使用され、別のコンパイラ ツールを使用するときは
malloc() および free() 関数が使用されるように記述されています。
#ifdef __SDSCC__
#include <stdlib.h>
#include "sds_lib.h"
#define malloc(x) (sds_alloc(x))
#define free(x) (sds_free(x))
#endif

次の例では、__SDSVHLS__ マクロが使用されており、Vivado HLS でハードウェアを生成する
ときとソフトウェア インプリメンテーションで使用するときとで保護される関数定義に含まれ
るコードが異なります。
#ifdef __SDSVHLS__
void mmult(ap_axiu<32,1,1,1> A[A_NROWS*A_NCOLS],

ap_axiu<32,1,1,1> B[A_NCOLS*B_NCOLS],
ap_axiu<32,1,1,1> C[A_NROWS*B_NCOLS])

#else
void mmult(float A[A_NROWS*A_NCOLS],

float B[A_NCOLS*B_NCOLS],
float C[A_NROWS*B_NCOLS])

#endif

また、HLS_NO_XIL_FPO_LIB マクロは Vivado® HLS ヘッダーのインクルード オプションより
も前に定義され、Vivado HLS、SDSoC™ 解析ツール、ターゲット クロスコンパイラで認識され
ます。このマクロは、ビット精度の高い浮動小数点シミュレーション モデルの使用をディスエ
ーブルにし、ローカル システムからのより高速なインプリメンテーション (ビット精度は低い)
を使用します。ビット精度の高いシミュレーション モデルは、Zynq® および Zynq UltraScale
+™ ARM® ターゲットには提供されていません。

システム オプション
-ac <function_name>:<clock_id_number>

デフォルトのクロック ID の代わりに、RTL アクセラレータ関数の指定クロック ID 番号を使用し
ます。
-apm

AXI Performance Monitor (APM) IP ブロックを挿入し、生成されたすべてのハードウェア/ソフト
ウェア インターフェイスを監視します。SDSoC™ IDE の [Debug] パースペクティブで、
[Performance Counters View] の [Start] ボタンをクリックすると、アプリケーションを実行する
前に APM をアクティブにできます。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。
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-bsp-config-file <mss_file>

たとえば、Standalone または FreeRTOS などのベアメタル ベースのターゲット OS に対して自動
的に生成されたファイルを使用する代わりに、ボード サポート パッケージ (BSP) コンフィギュ
レーション ファイル (.mss) へのパスを指定します。このオプションを使用する際は、BSP ヘッ
ダー ファイルへのパスを指定するインクルード オプションも追加してください (-I</
path/to/includes>)。
-bsp-config-merge-file <mss_file>

ベース プラットフォームに使用されるボード サポート パッケージ (BSP) コンフィギュレーショ
ンファイル (.mss) へのパスを指定して、最終的なデザインからのハードウェア情報を使用して
統合して、ベース プラットフォームのユーザー設定とベース プラットフォームに追加されたハ
ードウェア設定 (DMA ドライバーなど) を含む BSP コンフィギュレーション ファイルが作成さ
れるようにします。この統合された BSP コンフィギュレーション ファイルが、Standalone また
は FreeRTOS などのベアメタル ベースのターゲット OS に対して自動的に生成されたファイル
を使用する代わりに使用されます。このオプションを使用する際は、BSP ヘッダー ファイルへ
のパスを指定するインクルード オプションも追加してください (-I /path/to/includes)。
-disable-ip-cache

合成済み IP コアのキャッシュを使用しません。合成で IP キャッシュを使用すると、スタティッ
ク IP コアを合成する必要がないので、全体的なビルド時間が短縮されます。ハードウェア シス
テムをインプリメントするのに必要なリソースが使用可能なリソースよりも少しだけ多い場合
は、-disable-ip-cache オプションを使用するとすべての IP コアがデザインのコンテキスト
で合成され、リソース使用量が削減されてインプリメンテーションが可能となる可能性がありま
す。
-dmclkid <n>

データ モーション ネットワーク クロック ID を <n> に設定します。<n> の値を次の表に示し
ます。プラットフォームの情報を表示するには、sdscc –sds-pf-info platform_name コ
マンドを使用します。dmclkid オプションを指定しない場合は、デフォルトのプラットフォー
ムが使用されます。使用可能なプラットフォームおよび設定をすべて表示するには、sdscc –
sds-pf-list コマンドを使用します。

プラットフォーム <n>の値
zc702 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz
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プラットフォーム <n>の値
zc706 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz

zed 0 ～ 166 MHz

1 ～ 142 MHz

2 ～ 100 MHz

3 ～ 200 MHz

zcu102 0 ～ 75 MHz

1 ～ 100 MHz

2 ～ 150 MHz

3 ～ 200 MHz

4 ～ 300 MHz

5 ～ 400 MHz

6 ～ 600 MHz

-dm-sharing <n>

–dm-sharing <n> オプションを使用すると、最初のスケジュールを緩めることができる場合
に、データ ムーバーが共有可能かどうかを確認できるようになります。共有レベルは、指定し
ない場合、デフォルトで 0 (low) です。その他の値は 1 (medium)、2 (high)、3 (maximum – スケ
ジュールを無制限に緩めることが可能) です。たとえば、データ ムーバーの共有を最大限にする
には、sdscc -dm-sharing 3 と指定します。
-emulation <mode>

サブシステムを処理する QEMU を使用したシステムのエミュレーションとプログラマブル ロ
ジックのための Vivado ロジック シミュレータを実行するのに必要なファイルを生成します。
<mode> には、PL 用に作成されるシミュレーション モードのタイプ、debug または optimized
を指定します。sds++ を実行したのと同じディレクトリで sdsoc_emulator コマンドを入力
して、現在のシェルでエミュレーションを実行します。
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-impl-strategy <strategy_name>

デフォルト ストラテジ、たとえば Performance_Explore の代わりに使用する Vivado インプリメ
ンテーション ストラテジ名を指定します。ストラテジ名は、[Strategy] メニューの [Vivado
Implementation Settings] ダイアログ ボックスに表示されます。ストラテジについては、『Vivado
Design Suite ユーザー ガイド: インプリメンテーション』 (UG904) を参照してください。合成お
よびインプリメンテーション用に Tcl ファイルを作成するには、set_property strategy
<strategy_name> [get_runs impl_1] と追加します。
-instrument-stub

カウンター関数 sds_clock_counter() への呼び出しを含む生成されたハードウェア関数ス
タブを計測します。ハードウェア関数スタブを計測すると、関数への各呼び出しに対して、送信
および受信関数を呼び出すのに必要な時間、待機した時間が表示されます。
-maxjobs <n>

-maxjobs <n> オプションでは、Vivado 合成で使用するジョブの最大数を指定します。デフォ
ルトは、2 で割ったコア数です。
-maxthreads <n>

–maxthreads <n> オプションでは、Vivado® 配置配線などの一部のタスクを高速化するため
のマルチスレッドに使用するスレッド数を指定します。有効なスレッド数は 1 ～ 8 です。デフ
ォルト値は 4 ですが、マシンのコア数を超える数のスレッドは使用されません。また、OS の一
般的な制限がすべてのタスクに適用されます。
-mno-bitstream

プログラマブル ロジック (PL) をコンフィギュレーションするのに使用するデザインのビットス
トリームを生成しません。通常、ビットストリームは Vivado インプリメンテーション機能を実
行して生成されますが、ビットストリームの生成にはデザインのサイズと複雑性によって数分か
ら数時間かかります。このオプションを使用すると、ハードウェアの生成に影響しないフローを
反復実行する場合にこの手順をディスエーブルにできます。アプリケーション ELF はビットス
トリーム生成前にコンパイルされます。
-mno-boot-files

SD カード イメージを sd_card フォルダーに生成しません。このフォルダーには、デバイスを
ブートして指定の OS を起動するのに必要なアプリケーション ELF およびファイルが含まれま
す。このオプションを使用すると、sd_card フォルダーの作成をディスエーブルにし、このフ
ォルダーに含まれている以前のバージョンを保持できます。
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-rebuild-hardware

ハードウェアにマップされた関数のないソフトウェアのみのデザインをビルドする場合、sdscc
ではプラットフォーム内で使用可能な場合はビルド済みビットストリームが使用されますが、こ
のオプションを使用するとシステム全体が強制的にビルドされます。
-remote-ip-cache <cache_directory>

Vivado 合成の IP キャッシュに使用されるディレクトリへのパスを指定します。IP キャッシュ
を使用すると、その後に続く run の論理合成に必要な時間を削減できます。--
remote_ip_cache も使用できます。
-sdcard <data_directory>

SD カード イメージを含めるためのオプションのディレクトリを指定します。
-synth-strategy <strategy_name>

デフォルト ストラテジ、たとえば Flow_RuntimeOptimized の代わりに使用する Vivado 合成ス
トラテジ名を指定します。ストラテジ名は、[Strategy] メニューの [Vivado Synthesis Settings] ダ
イアログ ボックスに表示されます。ストラテジについては、『Vivado Design Suite ユーザー ガイ
ド: 合成』 (UG901) を参照してください。合成およびインプリメンテーション用に Tcl ファイル
を作成するには、set_property strategy <strategy_name> [get_runs synth_1]
と追加します。
-trace

–trace オプションを使用すると、デザインにハードウェアおよびソフトウェア構造が挿入さ
れ、トレース機能が有効になります。
-trace-buffer depth

-trace-buffer オプションではトレース バッファー長を指定します。指定する値は少なくと
も 16 で、2 のべき乗にする必要があります。このオプションを指定しない場合は、デフォルト
値の 1024 が使用されます。
-trace-no-sw

–trace-no-sw オプションを使用すると、トレース機能を使用した場合に、ソフトウェアを実
装せずにデザインにハードウェア トレース モニターが挿入されます。
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-vpl-ini <ini_file>

各行に 1 つの -xp <parameter_value> を含む初期化ファイルを指定します。ただし、-xp オプシ
ョン自体は含めないでください。これは、コマンド ラインに複数の -xp オプションを指定する
ことと同じです。アドバンス ユーザーの場合は、このオプションを使用して Vivado 合成および
インプリメンテーション フローをカスタマイズできます。
-xp <parameter_value>

Vivado 合成またはインプリメンテーションのプロパティまたはパラメーターを指定します。オ
プションで、二重引用符で囲むこともできます。<parameter_value> は、次のように使用すると、
Vivado プロパティまたはパラメーターをそれぞれ指定できます。
"vivado_prop:run.run_name.<prop_name>=<value>"
 "vivado_param:<param_name>=<value>"

次はその例です。
最初の 2 つの例では、Vivado プロパティを設定して、合成後および最適化後の Tcl スクリプトを
それぞれ指定しています。
vivado_prop:run.synth_1.STEPS.SYNTH_DESIGN.TCL.POST=/path/to/postsynth.tcl"
"vivado_prop:run.impl_1.STEPS.OPT_DESIGN.TCL.POST=/path/to/postopt.tcl"

次の例では、インプリメンテーション ストラテジを設定しています。これは、sdscc/sds++ -
impl-strategy オプションを使用するのと同じことです。次は、impl_1 というインプリメン
テーション run の Vivado プロパティを設定する方法を示しています。

"vivado_prop:run.impl_1.strategy=Performance_Explore"

次の例では、Vivado で使用される最大スレッド数を設定しています。これは、sdscc/sds++ -
maxthreads オプションを使用するのと同じことです。次は、Vivado パラメーターを設定する
方法を示しています。
 "vivado_param:general.maxThreads=1"

アドバンス ユーザーの場合は、-xp オプションを使用して Vivado 合成およびインプリメンテー
ション フローをカスタマイズできます。-xp オプションも使用できます。
通常タイミング違反がある場合、Vivado インプリメンテーションでビットストリームは生成さ
れません。sds++ でタイミング違反チェックを飛ばして続行させて、タイミング問題は後で解
決する場合は、次のパラメーターを使用します。
param:compiler.skipTimingCheckAndFrequencyScaling=1
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コンパイラ ツールチェーン サポート
SDSoC™ 環境では、ザイリンクス ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれるのと同じ GNU
ARM® クロスコンパイラ ツールチェーンが使用されます。
Linaro ベースの GCC コンパイラ ツールチェーンでは、Zynq®-7000 および Zynq UltraScale+™
ファミリ デバイスがサポートされます。このセクションには便利なツールチェーンの使用方法
に関する追加情報が含まれます。
アプリケーションをコンパイルおよびリンクする際は、SDSoC 環境と同じコンパイラ ツールチ
ェーンとオプションを使用して、オブジェクト ファイルとライブラリ ビルトのみを使用してく
ださい。ソフトウェア ライブラリおよびソフトウェア コンポーネント (Linux カーネル、ルート
ファイルシステム、BSP ライブラリおよびその他のプリビルド ライブラリ) に含まれるすべての
SDSoC は、その含まれているツールチェーンを使用して構築されます。sdscc または sds++ を使
用してオブジェクト ファイルをコンパイルする場合は、少しのオプションが自動的に挿入され
ます。下位のツールチェーンを起動する際には、同じオプションを使用する必要があります。
たとえば、Zynq-7000 の浮動小数点アプリケーション バイナリ インターフェイス (ABI) を使用
する場合、ユーザーのバイナリ オブジェクトには互換性がないので、SDSoC Zynq-7000 バイナ
リオブジェクトおよびライブラリとはリンクできません。
次の表は、Zynq-7000 示しますチェーンとオプションの sdscc および sds++ の使用方法をまと
めたものです。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動する代わりにツール
チェーンの gcc および g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必要があります。

使用法 説明
Zynq-7000 ARM ベアメタル コンパ
イラおよびリンカー オプション

-mcpu=cortex-a9 -mfpu=vfpv3 -mfloat-abi=hard

Zynq-7000 ARM ベアメタル リンカ
ー オプション

-Wl,--build-id=none -specs=<specfile>
<specfile> は次を含む
*startfile:
crti%O%s crtbegin%O%s

Zynq-7000 ARM ベアメタル コンパ
イラ

${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch32/<host>/gcc-arm-none-eabi/bin
ツールチェーン接頭辞: arm-none-eabi
gcc 実行ファイル: arm-none-eabi-gcc
g++ 実行ファイル: arm-none-eabi-g++

Zynq-7000 SDSoC ベアメタル ソフ
トウェア (lib、include)

${SDSOC_install}/aarch32-none

Zynq-7000 ARM Linux コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch32/<host>/gcc-arm-linux-gnueabi/bin
ツールチェーン接頭辞: arm-linux-gnueabihf-
gcc 実行ファイル: arm-linux-gnueabihf-
g++ 実行ファイル: arm-linux-gnueabihf-g++
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使用法 説明
Zynq-7000 SDSoC Linux ソフトウ
ェア (lib、include)

${SDSOC_install}/aarch32-linux

次の表は、Zynq UltraScale+ Cortex-A53 のツールチェーンとオプションの sdscc および sds++
の使用方法をまとめたものです。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動す
る代わりにツールチェーンの gcc および g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必要
があります。

使用法 説明
Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コン
パイラおよびリンカー オプション

-mcpu=cortex-r5 -DARMR5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル リン
カー オプション

-Wl,--build-id=none

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コン
パイラ

${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch64/<host>/aarch64-none/bin
ツールチェーン接頭辞: aarch64-none-elf
gcc 実行ファイル: aarch64-none-elf-gcc
g++ 実行ファイル: aarch64-none-elf-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC ベアメタル ソ
フトウェア (lib、include)

${SDSOC_install}/aarch64-none

Zynq UltraScale+ ARM Linux コンパイラ ${SDSOC_install}/SDK/gnu/aarch64/<host>/aarch64-linux/bin
ツールチェーン接頭辞: aarch64-linux-gnu-
gcc 実行ファイル: aarch64-linux-gnu-gcc
g++ 実行ファイル: aarch64-linux-gnu-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC Linux ソフトウ
ェア (lib、include)

${SDSOC_install}/aarch64-linux

次の表は、Zynq® UltraScale+™ Cortex™-R5 ツールチェーンとオプションの sdscc および sds+
+の使用方法をまとめたものです。リストされているオプションは、sdscc および sds++ を起動
する代わりにツールチェーンの gcc および g++ コマンドを直接使用する場合にのみ指定する必
要があります。

使用法 説明
Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コン
パイラおよびリンカー オプション

-mcpu=cortex-r5 -DARMR5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16

Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル リン
カー オプション

-Wl,--build-id=none
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使用法 説明
Zynq UltraScale+ ARM ベアメタル コン
パイラ

${SDSOC_install)/SDK/gnu/armr5/<host>/gcc-arm-none-eabi/bin
ツールチェーン接頭辞: armr5-none-eabi
gcc 実行ファイル: armr5-none-eabi-gcc
g++ 実行ファイル: armr5-none-eabi-g++

Zynq UltraScale+ SDSoC ベアメタル ソ
フトウェア (lib、include)

${SDSOC_install}/armr5-none

Zynq-7000 ソース ファイルをコンパイルするのに sdscc および sds++ を使用する際、NEON 組
み込み関数が含まれていれば、ソース ファイルを処理および解析する SDSoC ツールでエラーが
発生します。ハードウェア アクセラレータ (または呼び出し元) ソース ファイルに NEON 組み
込み関数が含まれる場合は、__SDSCC__ および __SDSVHLS__ マクロを使用して保護してくだ
さい。ハードウェア アクセラレータまたは呼び出し元を含まず、NEON 組み込み関数を使用す
るソース ファイルの場合は、GNU ツールチェーンを使用して直接コンパイルしてオブジェクト
を sds++ とリンクするか、これらのソース ファイルに対して sdscc/sds++ コマンド ライン オプ
ション -mno-ir を追加できます。このオプションを使用すると、解析に使用される中間表記 (IR)
を作成する Clang ベースのツールが起動されなくなります。これは、アクセラレータまたは呼び
出し元がないので、これらのツールが必要ないとわかっているからです。SDSoC 環境を使用す
る場合、ソース ファイルを右クリックし、[Properties] → [C/C++ Build Settings] → [Settings] を
クリックして [Settings] ダイアログ ボックスを開きます。
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付録 D

コード ガイドライン
このセクションでは、SDSoC システム コンパイラを使用したアプリケーション プログラミング
での一般的なコーディング ガイドラインを示します。これらのガイドラインは、SDSoC 環境に
含まれている GNU ツールチェーンを使用して Zynq® デバイス内の ARM CPU 用にクロス コン
パイルされているアプリケーション コードから開始していることを前提としています。

一般的な C/C++ ガイドライン
• ハードウェア関数は、マスター スレッドで制御することにより同時に実行できます。複数の
マスター スレッドがサポートされています。

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

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

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

• ハードウェア関数には、少なくとも 1 つの引数が含まれている必要があります。
• ハードウェア関数への出力または入力スカラー引数は、複数回指定できますが、関数が終了
する際には最後に記述された値のみが読み出されます。

• #ifdef および #ifndef プリプロセッサ文を含むコードを保護するため、定義済みマクロを
使用します。マクロ名の前後にはアンダースコアを 2 つずつ付けます。例は SDSCC/SDS++
コンパイラのコマンドおよびオプションを参照してください。
○ __SDSCC__ マクロは、sdscc または sds++ を使用してソース ファイルをコンパイルす
るたびに定義されて -D オプションとしてサブツールに渡されます。また、コードが
sdscc/sds++ でコンパイルされるか GNU ホスト コンパイラなどの別のコンパイラでコ
ンパイルされるかに基づいてコードを保護するために使用できます。
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○ sdscc または sds++ で Vivado HLS を使用したハードウェア アクセラレーション用にソ
ース ファイルをコンパイルする場合は、__SDSVHLS__ マクロが定義され、-D オプショ
ンとして渡されるので、このマクロを使用して高位合成が実行されるかされないかに基づ
いてコードを保護できます。

○ 2017.4 からは、Windows オペレーティング システムで実行する場合、通常これらのマク
ロを使用して SDx 内で long long 型 (64 ビット) で合成されるコードを保護する必要があ
ります。

○ Vivado HLS では、ホスト マシンに関係なく 32 ビットのライブラリが使用されます。さら
に、ツールではクロス コンパイルがサポートされません。

ARM CPU のオブジェクト コードはすべて GNU ツールチェーンを使用して生成されますが、
sdscc (および sds++) コンパイラは Clang/LLVM フレームワークに基づいてビルドされている
ので、通常 GNU コンパイラよりも C/C++ 言語違反に対する寛容性が低くなっています。この
結果、sdscc を使用すると、アプリケーションに必要なライブラリの一部によりフロントエン
ド コンパイラ エラーが発生することがあります。この場合、ソース ファイルをコンパイルする
のに sdscc ではなく GNU ツールチェーンを直接使用してください。これには、makefile に入
力するか、[Project Explorer] タブでファイル (またはフォルダー) を右クリックして、[C/C++
Build → Settings] → [SDSCC/SDS++ Compiler] をクリックし、コンパイラを arm-linux-
gnueabihf-g++ に設定します。

ハードウェア関数の引数型
SDSoC™ 環境の sdscc/sds++ システム コンパイラでは、C99 基本演算型の単一または配列、
メンバーが単一または配列にフラット化される C99 基本演算型 struct または class (階層構
造体をサポート)、メンバーが単一の C99 基本演算型にフラット化される struct の配列などに
なるような型のハードウェア関数の引数がサポートされます。スカラー引数は、1024 ビットの
コンテナーに収まる必要があります。SDSoC™ 環境では、引数型と次のプラグマに基づいて、
各ハードウェア インターフェイス タイプが自動的に推論されます。
#pragma SDS data copy|zero_copy

#pragma SDS data access_pattern

インターフェイスの互換性が損なわれないようにするため、Vivado® HLS インターフェイス タイ
プ指示子およびプラグマをソース コードに含めるのは、sdscc/sds++ で適切なハードウェア
インターフェイス指示子が生成されないときのみにしてください。
• Vivado® HLS では、任意精度型の ap_fixed<int>、ap_int<int>、および hls::stream
クラスが提供されています。SDSoC 環境 では、ap_fixed<int> 型を 7 より大きく 1025 よ
り小さい幅 (7 < 幅 < 1025) として指定する必要があります。hls::stream データ型はハー
ドウェア関数への関数引数としてはサポートされません。
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• デフォルトでは、ハードウェア関数への配列引数はデータをコピーすると転送されます。こ
れは、#pragma SDS data copy を使用するのと同等です。このため、配列引数は入力と
して使用するか、出力として生成する必要があり、両方には使用しないようにします。ハー
ドウェア関数で読み出しおよび書き込みされる配列の場合は、#pragma SDS data
zero_copy を使用して、コンパイラにその配列は共有メモリ内に保持する必要があり、コピ
ーされないように指示する必要があります。

• ハードウェア/ソフトウェア インターフェイスでのアライメントを確実にするため、bool 配
列のハードウェア関数の引数は使用しないでください。

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

重要:
デフォルトでは、プラグマがない場合、ポインター引数は C/C++ では 1 次元配列型を示す可能
性もありますが、スカラー パラメーターとして処理されます。次に、使用可能なインターフェ
イス プラグマを示します。
• このプラグマは、共有メモリを使用したポインター セマンティクスを提供します。

#pragma SDS data zero_copy

• このプラグマは、引数をストリームにマップします。配列要素がインデックス順にアクセス
されることが必要です。data copy プラグマは、sdscc システム コンパイラがデータ転送サ
イズを決定できず、エラーが発生した場合にのみ必要です。
#pragma SDS data copy(p[0:<p_size>])

#pragma SDS data access_pattern(p:SEQUENTIAL)

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

ハードウェア関数呼び出しのガイドライン
• SDSoC™ 環境で生成されたスタブ関数は、ハードウェア関数宣言内の対応する引数のコンパ
イル時に特定可能な配列範囲によって、正確なバイト数を転送します。ハードウェア関数で
可変データ サイズを使用できる場合、次のプラグマを使用して、演算式で定義されたサイズ
のデータを転送するコードが生成されるように指定できます。
#pragma SDS data copy|zero_copy(arg[0:<C_size_expr>])
#pragma SDS data zero_copy(arg[0:<C_size_expr>])
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<C_size_expr> は関数宣言のスコープでコンパイルする必要があります。
zero_copy プラグマは、引数を共有メモリにマップするよう指定します。

重要: 意図するデータ転送サイズと実際のデータ転送サイズが異なると、システムがランタイム
時に停止し、面倒なハードウェア デバッグでしか解決できない状況が発生することがあるので
注意してください。
• DMA で転送された配列をキャッシュ ラインの境界 (L1 および L2 キャッシュ) に揃えます。
これらの配列を割り当てるには、malloc() ではなく、SDSoC 環境で提供されている
sds_alloc() API を使用してください。

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

• 次の場合は、sds_alloc を使用して配列を割り当てる必要があります。
1. 配列に zero-copy プラグマを使用している。
2. シンプル DMA を使用するようにシステム コンパイラに明示的に指示するプラグマを使
用している。

sds_lib.h から sds_alloc() を使用するには、sds_lib.h を含める前に stdlib.h を
含める必要があります。stdlib.h は、size_t タイプを提供するために含めます。
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付録 E

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 IP ライブラリの使用方法は、ソフトウェア ライブラリの使用方法と同様で
す。該当するソース ファイルでライブラリのヘッダー ファイルを #include で含めて、sdscc
-I<path> オプションを使用してソース コードをコンパイルします。次に例を示します。
sdscc –c –I<path to header> –o main.o main.c

SDSoC IDE を使用する場合は、プロジェクトを右クリックして [C/C++ Build Settings] → [SDSCC
Compiler] → [Directories] (または [SDS++ Compiler] → [Directories] をクリックしてこれらの
sdscc オプションを追加します。
ライブラリをアプリケーションにリンクするには、-L<path> および -l<lib> オプションを使
用します。
sdscc –sds-pf zc702 ${OBJECTS} –L<path to library> -l<library_name> –o 
myApp.elf

ヒント: 標準 GNU リンカーを使用する場合と同様、libMyLib.a というライブラリの場合
は、-lMyLib を使用します。
SDSoC IDE を使用する場合は、プロジェクトを右クリックして [C/C++ Build Settings] → [SDS++
Linker] → [Libraries] をクリックしてこれらの sdscc オプションを追加します。
C 呼び出し可能なライブラリを使用するコード例は、SDSoC™ 環境インストールの samples/
fir_lib/use および samples/rtl/arraycopy ディレクトリの下に含まれます。

C 呼び出し可能ライブラリ
このセクションでは、VHDL や Verilog のようなハードウェア記述言語で記述された IP ブロック
の C 呼び出し可能ライブラリを作成する方法について説明します。ユーザー アプリケーション
は、SDSoC システム コンパイラを使用してこのようなライブラリとスタティックにリンクでき、
IP ブロックは生成されたハードウェア システムにインスタンシエートされます。C 呼び出し可
能ライブラリでは、sdscc でコンパイルされたアプリケーションによるプラットフォームに含
まれる IP ブロックへのアクセスも提供されます (ライブラリの作成を参照)。
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図 20:   C 呼び出し可能ライブラリの作成および使用
Use the libraryLibraryCreate a Library

The packaged IP must use 
supported AXI and control 
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#include fir.h
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次に、SDSoC プラットフォームのソフトウェア呼び出し可能ライブラリに含まれているエレメ
ントを示します。
• ヘッダー ファイル

○ 関数プロトタイプ
• スタティック ライブラリ

○ 関数定義
○ IP コア
○ IP コンフィギュレーション パラメーター
○ 関数引数マップ
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ヘッダー ファイル
ライブラリでは、ユーザー アプリケーションのソース ファイルに含めることができるヘッダー
ファイルの IP にマップされる関数プロトタイプを宣言する必要があります。これらの関数で、
ソフトウェア アプリケーション コードを介して IP にアクセスするための関数呼び出しインタ
ーフェイスが定義されます。
次に例を示します。
 // FILE: fir.h
#define N 256
void fir(signed char X[N], short Y[N]);

スタティック ライブラリ
SDSoC 環境のスタティック ライブラリには、プログラマブル リソース上でソフトウェア関数を
実行できるようにするエレメントが複数含まれています。
関数定義
関数インターフェイスでは、ライブラリへのエントリ ポイントが関数または関数のセットとし
て定義されます。これをユーザー コードで呼び出して IP をターゲットにできます。関数定義
には、空の関数ボディを含めることができます。SDSoC では、これらが API 呼び出しに置き換
えられ、IP ブロック間とのデータ転送が実行されます。これらの呼び出しのインプリメンテー
ションは、SDSoC システム コンパイラで作成されたデータ モーション ネットワークによって異
なります。関数定義には #include stdlib.h および stdio.h を含める必要があります。
これらは関数ボディが置き換えられてコンパイルされる際に使用されます。
次に例を示します。
// FILE: fir.c
#include "fir.h"
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h>
void fir(signed char X[N], short Y[N])
{
    // SDSoC replaces function body with API calls for data transfer
} 

重要: ライブラリへリンクするアプリケーション コードでは、#include stdlib.h および
stdio.h も使用する必要があります。これらは、SDSoC システム コンパイラで生成されたス
タブの API 呼び出しに必要です。
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IP コア
C 呼び出し可能ライブラリの HDL IP コアは、Vivado® ツールを使用してパッケージする必要が
あります。この IP コアは、Vivado ツールの IP リポジトリまたは別のディレクトリに含めること
ができます。ライブラリが使用されるときに該当する IP コアがハードウェア システムにイン
スタンシエートされます。
『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: IP を使用したデザイン』 (UG896) および『Vivado Design
Suite ユーザー ガイド: カスタム IP の作成およびパッケージ』 (UG1118) に説明されているよう
に、Vivado Design Suite で IP をパッケージする必要があります。Vivado IP パッケージャー ツ
ールでは､HDL、その他のソース ファイル、および IEEE-1685 IP-XACT 規格に準拠した IP 定義
ファイル (component.xml) のディレクトリ構造が作成されます。また、パッケージャーでは
Vivado Design Suite で必要なディレクトリおよびそのディレクトリに含まれるファイルを含ん
だアーカイブ ZIP ファイルも作成されます。
IP では AXI4、AXI4-Lite、および AXI4 Stream インターフェイスをエクスポートできます。IP 制
御レジスタは、アドレス オフセット 0x0 に存在している必要があり、次の 2 つの異なるタスク
プロトコルをサポートできます。
1. 'none' - 制御レジスタは定数値 0x6 に接続する必要があります。これで、全データが AXI4-

Stream インターフェイスを介して、または AXI4-Lite バスを使用したメモリ マップド レジ
スタに対する同期読み出しまたは書き込みを介して同期された状態で、コアが電源投入後に
続けて実行されるようになります。

2. 'axilite' - 制御レジスタは、Vivado HLS で生成される IP の axilite 制御インターフェイ
スに一致する次の仕様に従っている必要があります。

制御信号は通常は簡単に判別できます。ap_start 信号で IP 実行が開始され、ap_done 信号で
IP のタスクの完了が示され、ap_ready 信号で IP を開始できることが示されます。
ap_ctrl_hs 定義の詳細は､Vivado の高位合成に関する資料を参照してください。
// 0x00 : Control signals
// bit 0 - ap_start (Read/Write/COH)
// bit 1 - ap_done (Read/COR)
// bit 2 - ap_idle (Read)
// bit 3 - ap_ready (Read)
// bit 7 - auto_restart (Read/Write)
// others - reserved
// (COR = Clear on Read, COH = Clear on Handshake)

重要: HDL IP を Vivado Design Suite に統合する方法の詳細は、『Vivado Design Suite ユーザー ガ
イド: カスタム IP の作成およびパッケージ』 (UG1118) を参照してください。
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IP コンフィギュレーション パラメーター
HDL IP コアのほとんどは、合成時にカスタマイズできます。カスタマイズは、IP コアの動作を
定義する IP パラメーターで設定できます。SDSoC 環境ではコアが生成されたシステムにイン
スタンシエートされるときにこの情報が使用されます。この情報は XML ファイルに含まれて
います。
xd:component 名は spirit:component 名と同じで､xd:parameter 名はそれぞれ IP のパ
ラメーター名にする必要があります。IP インテグレーターのパラメーター名を確認するには、
ブロックを右クリックして [Edit IP Meta Data] をクリックして、IP カスタマイズ パラメーター
にアクセスします。
次に例を示します。
<!—- FILE: fir.params.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xd:component xmlns:xd="http://www.xilinx.com/xd" xd:name="fir_compiler"> 
  <xd:parameter xd:name="DATA_Has_TLAST" xd:value="Packet_Framing"/> 
  <xd:parameter xd:name="M_DATA_Has_TREADY" xd:value="true"/> 
  <xd:parameter xd:name="Coefficient_Width" xd:value="8"/> 
  <xd:parameter xd:name="Data_Width" xd:value="8"/> 
  <xd:parameter xd:name="Quantization" xd:value="Integer_Coefficients"/> 
  <xd:parameter xd:name="Output_Rounding_Mode" xd:value="Full_Precision"/> 
  <xd:parameter xd:name="CoefficientVector"
 xd:value="6,0,-4,-3,5,6,-6,-13,7,44,64,44,7,-13,-6,6,5,-3,-4,0,6"/> </
xd:component>

関数引数マップ
SDSoC システム コンパイラには、ライブラリの関数プロトタイプから、関数をインプリメント
する IP ブロックで定義されているハードウェア インターフェイスへのマップが必要です。この
情報は、関数マップ XML ファイルに含まれます。XML 属性リテラル、たとえば配列サイズは定
数である必要があり、マクロにはできません (SDSoC 環境では XML ファイルのリテラルを解決
するのにヘッダー ファイルでマクロが使用されません)。
次の情報が含まれます。
• XML 名前空間: xmlns:xd="https://www.xilinx.com/xd" と定義する必要あり
• 関数名: コンポーネントにマップされる関数の名前
• コンポーネント リファレンス: IP-XACT VNLV (Vendor-Name-Library-Version) ID からの IP タ
イプの名前。
○ 関数がプラットフォームに関連付けられている場合は、コンポーネント リファレンスはプ
ラットフォーム名です。たとえば、『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。

• C 引数名: 関数引数のアドレス表現 (例: x (スカラーを値で渡す) または *p (ポインターで渡
す))。
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注記: 関数マップの引数名は関数定義の引数と一致しており、同じ順序である必要があります。
• 関数引数の方向: in (関数への入力引数) または out (関数への出力引数)。SDSoC 環境では現
在のところ inout 関数引数はサポートされません。

• バス インターフェイス: 関数引数に対応する IP ポートの名前。プラットフォーム コンポー
ネントでは、この名前はプラットフォーム インターフェイス xd:name であり、対応するプ
ラットフォーム IP の実際のポート名ではありません。

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

• アドレス オフセット: aximm スレーブ ポートにマップされる引数に必要な 16 進数アドレス
(0x40 など) で、定数である必要があります。

• データ幅: データごとのビット数で、定数である必要があります。
• 配列のサイズ: 配列引数のエレメント数で、定数である必要があります。
次に、samples/fir_lib/build からの Vivado FIR Filter Compiler IP コンフィギュレーショ
ン用の関数マップを示します。
<!—- FILE: fir.fcnmap.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xd:repository xmlns:xd="https://www.xilinx.com/xd"> 
    <xd:fcnMap xd:fcnName="fir" xd:componentRef="fir_compiler"> 

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

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

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

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

SDx 用の RTL IP のパッケージ
SDx ツールには sdx_pack というコマンド ライン ユーティリティが含まれ、RTL IP を SDSoC
アプリケーション プロジェクトに組み込むために必要な内部データ ファイルがカプセル化され
ます。
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使用法
sdx_pack -header<header.h/pp>-ip <component.xml> [-param <name>="value] 
[configuration options]]

設定オプション

説明 オプション
-header <header.h/pp> (必須) 関数プロトタイプを使用したヘッダー ファイル
-ip<component.xml> (必須) Vivado® IP インテグレーターでパックされた IP

-parm<name>="value" IP パラメーター値
-func <function_name> (必須) 関数名
-control<protocol> [=<port> [:offset]] (必須) IP 制御プロトコル オプション:

• AP_CTRL

• AXI

• none

-
map<sw_name>=<hw_name>:direction[:offset[aximm_name>:
direction]]

(必須) IP ポート マッピングに対する SW 関数引数:

<swName>=<hwName>:direction[:offset[<a
ximm_name>:direction]

-target-cpu<cpu_type> ターゲット CPU の指定:

• cortex-a9

• cortex-a53

• cortex-r5

• microblaze

• x86

-target-os<name> ターゲット オペレーティング システムを指定します。
• linux (デフォルト)

• standalone (ベアメタル)

-stub<file.c/pp> エントリ ポイントを使用したスタブ ファイル。単一の IP にマ
ップされる複数の関数にできます。

-verbose STDOUT に詳細出力を表示します。
-version STDOUT に sdx_pack バージョン情報を表示します。
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説明 オプション
-help このコマンドに関する情報を表示します。

例:

sdx_pack -header count.hpp -ip ../ip/component.xml -func count \
-control AXI=S_AXI:0 -map start_value=S_AXI:in:0x8 -map return=S_AXI:out:4
-target-os standalone

説明:

• count.hpp では、count 関数の関数プロトコルを定義するヘッダー ファイルを指定します。
• IP の component.xml では、SDx 用にパッケージされた Vivado IP が生成されます。
• -control では、IP 制御プロトコルを指定します。
• –map では、ソフトウェア関数から Vivado IP のポートへの引数のマッピングを指定します。
上記の例の場合、start_value および return 引数を IP ポートにマップするために、この
オプションが 2 回使用されています。

• –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 ユーティリティでは、次が自動的に生成されます。
• <function_name>.o: 指定した関数用にコンパイルされたオブジェクト コード。
• <function_name>.fcnmap.xml: IP ポートの関数引数へのマップ。
• <function_name>.params.xml: IP パラメーター。
• stub.cpp: エントリ ポイントを含む C++ファイル。単一の IP にマップされる複数の関数を
含めることができます。

注記: arm-none-eabi-ar のような適切な GNU ツール チェーン ユーティリティを使用して
sdx_pack でコンパイルされたオブジェクト コード (.o) のアーカイブ ファイル (.a) を作成して、関数
がランタイム中に適切な IP にリンクできるようにする必要があります。

ライブラリのテスト
C 呼び出し可能なライブラリをテストするには、そのライブラリを使用するプログラムを作成
し、#include でソース コードに適切なヘッダー ファイルを含めます。
ライブラリ関数を呼び出すコードをコンパイルするときに、–I オプションを使用してヘッダー
ファイルへのパスを含めます。
sdscc –c –I<path to header> –o main.o main.c
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ライブラリにリンクするには、–L および –l オプションを使用します。
sdscc –sds-pf zc702 ${OBJECTS} –L<path to library> -lcount –o count.elf

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

C 呼び出し可能ライブラリの例
Vivado ツールでパッケージした RTL IP は C 呼び出し可能ライブラリとしてコンパイル可能で、
SDx ソフトウェア インストールの samples/rtl ディレクトリに含まれます。これらの例に
は、aximm_arraycopy、axis_arraycopy、および count が含まれます。
これらの例には、それぞれ次の 3 つのフォルダーが含まれます。
• app: C 呼び出し可能ライブラリからの関数を使用する最上位のアプリケーション例が含まれ
ます。

• ip: ハードウェア関数を定義する Vivado Design Suite でパッケージするための RTL IP が含
まれます。

• src: ソフトウェア関数のヘッダー定義 (.h/.hpp) ファイルが含まれます。
これらのフォルダーにはそれぞれ順番に実行可能な makefile と、この 3 つすべての makefile を
実行するのに使用できる最上位 makefile が含まれます。C 呼び出し可能ライブラリは、次の手
順で定義します。
1. ../ip/Makefile を実行して、Vivado Design Suite でパッケージされた RTL IP を作成しま
す。この makefile では sdx_pack ユーティリティに必要なパッケージされた IP に対して
component.xml が作成されます。

2. ../src/Makefile を実行して、C 呼び出し可能ライブラリ オブジェクトとアーカイブを
作成します。この makefile では sdx_pack を使用して C 呼び出し可能ライブラリ アーカイ
ブが作成され、必要なファイルが ../lib および ../inc にコピーされます。

3. ../app/Makefile を実行し、最上位アプリケーションをコンパイルします。この makefile
では sdscc/sds++ コンパイラを使用して、C 呼び出し可能ライブラリにリンクする main アプ
リケーションがコンパイルされます。

サンプル アプリケーションをビルドするには、[SDx Terminal] ウィンドウを開いて、ディレクト
リを特定の例 (たとえば ../samples/rtl/aximm_arraycopy フォルダー) に変更し、最上位
の makefile を実行するか、上記の順番で各 makefile を個別に実行します。
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ヒント: これらの makefile は Linux で実行できます。Windows OS で実行するには、# で始まる
コメント行を削除して、mkdir コマンドの -p オプションを削除し、'\' 文字を使用する必要があ
ります。aximm_arraycopy/src フォルダーの makefile は次のように変更します。
DEP_FILES = arraycopy.hpp
OBJ_FILES = arraycopy.o

all: $(DEP_FILES) $(OBJ_FILES)
    arm-none-eabi-ar crs libarraycopy.a arraycopy.o

    rm -rf ../lib
    mkdir ..\lib
    cp libarraycopy.a ../lib

    rm -rf ../inc
    mkdir ..\inc
    cp arraycopy.hpp ../inc

$(OBJ_FILES): $(DEP_FILES)
    sdx_pack -func arraycopy -header arraycopy.hpp -ip ../ip/component.xml 
\

-control AXI=s_axi_axilite:0 -map input=s_axi_axilite:in:
0x10,m_axi_copy_in:in \

-map output=s_axi_axilite:in:0x18,m_axi_copy_out:out -map
qty=s_axi_axilite:in:0x20 \

-target-os standalone -verbose

clean:
    rm -rf _sds .Xil
    rm -rf libarraycopy.a
    rm -rf sdx_pack.*

ultraclean: clean
    rm -rf $(OBJ_FILES

arraycopy 例には､2 個の IP コアが含まれており、それぞれのコアで配列の M エレメントが入
力から出力にコピーされます。ここでの M は、スカラー値を意味し、この値は関数呼び出しご
とに異なる可能性があります。
• arraycopy_aximm: IP の AXI マスター インターフェイスを使用して配列が転送されます。
• arraycopy_axis: AXI4-Stream インターフェイスを使用して配列が転送されます。
次に IP のレジスタ マップを示します。
// arraycopy_aximm
// 0x00 : Control signals
// bit 0 - ap_start (Read/Write/COH)
// bit 1 - ap_done (Read/COR)
// bit 2 - ap_idle (Read)
// bit 3 - ap_ready (Read)
// bit 7 - auto_restart (Read/Write)
// others - reserved
// 0x10 : Data signal of ap_return
// bit 31~0 - ap_return[31:0] (Read)
// 0x18 : Data signal of a
// bit 31~0 - a[31:0] (Read/Write)
// 0x1c : reserved
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// 0x20 : Data signal of b
// bit 31~0 - b[31:0] (Read/Write)
// 0x24 : reserved
// 0x28 : Data signal of M
// bit 31~0 - M[31:0] (Read/Write)
// 0x2c : reserved
// (SC = Self Clear, COR = Clear on Read, TOW = Toggle on Write, COH = 
Clear on Handshake)

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

GCC 用のライブラリのエクスポート
この章では、sdscc/sds++ コンパイラを使用し、プログラマブル ロジックにインプリメント
されるハードウェア関数へのエントリ ポイントを含めてライブラリをビルドする方法について
説明します。このライブラリは、Zynq®-7000 All Programmable SoC 用の標準 GCC リンカーを
使用して後でアプリケーションへリンクできます。ライブラリだけでなく、sdscc ではハード
ウェア関数とデータ モーション ネットワークを含めた FPGA ビットストリームを含む完全なブ
ート イメージも生成されます。これで、標準 GCC ツールチェーンを使用してハードウェア関数
を呼び出すソフトウェア アプリケーションを開発できるようになります。このようなコードは
すばやくコンパイルされ、ハードウェアが変更されることはありません。つまり、同じハードウ
ェア システムをターゲットして sdscc で生成されたブート環境を使用しながら、任意のソフト
ウェア開発環境で GNU ツールチェーンを使用してソフトウェアを開発できます。
注記: 現在の SDSoC リリースでは、ライブラリはスレッドセーフではありませんので、アプリケーション
(多くのスレッドおよびプロセスが含まれることあり) 内の 1 つのスレッドから呼び出される必要があり
ます。
注記: 現在の SDSoC リリースでは、共有ライブラリは Linux ターゲット アプリケーション用にのみ作成で
きます。

共有ライブラリのビルド
共有ライブラリをビルドするには、sdscc に少なくとも 1 つのアクセラレータが必要です。次
の例では、行列乗算および行列加算の 2 つのハードウェア アクセラレータへの 3 つのエントリ
ポイントを示します。これらのファイルは samples/libmatrix/build ディレクトリにあり
ます。
• mmult_accel.cpp: 行列乗算のアクセラレータ コード
• mmult_accel.h: 行列乗算のヘッダー ファイル
• madd_accel.cpp: 行列加算のアクセラレータ コード
• madd_accel.h: 行列加算のヘッダー ファイル
• matrix.cpp: アクセラレータを呼び出し、データ モーション ネットワークを判断するコー
ド

• matrix.h: ライブラリのヘッダー ファイル
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matrix.cpp ファイルには、アクセラレータ インターフェイスと、ハードウェア関数のプラッ
トフォームとの通信方法 (プラットフォームとアクセラレータ間のデータ モーション ネットワ
ーク) を定義する関数が含まれます。関数 madd は 1 つの行列加算アクセラレータを呼び出し、
関数 mmult は 1 つの行列乗算アクセラレータを呼び出します。2 つのハードウェア関数を使用
して、行列乗算の出力が行列加算の入力に直接接続された別の関数 mmultadd がインプリメン
トされます。
/* matrix.cpp */
#include "madd_accel.h"
#include "mmult_accel.h"

void madd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
out_C[MSIZE*MSIZE])
{
  madd_accel(in_A, in_B, out_C);
}

void mmult(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
out_C[MSIZE*MSIZE])
{
  mmult_accel(in_A, in_B, out_C);
}

void mmultadd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
in_C[MSIZE*MSIZE], 
float out_D[MSIZE*MSIZE])
{
  float tmp[MSIZE * MSIZE];

  mmult_accel(in_A, in_B, tmp);
  madd_accel(tmp, in_C, out_D);
}

matrix.h ファイルは共有ライブラリへの関数インターフェイスを定義し、アプリケーションの
ソース コードに含められます。
/* matrix.h */
#ifndef MATRIX_H_
#define MATRIX_H_

#define MSIZE 16

void madd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
out_C[MSIZE*MSIZE]);

void mmult(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
out_C[MSIZE*MSIZE]);

void mmultadd(float in_A[MSIZE*MSIZE], float in_B[MSIZE*MSIZE], float 
in_C[MSIZE*MSIZE], 
float out_D[MSIZE*MSIZE]);

#endif /* MATRIX_H_ */
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makefile は、mmult_accel、madd、および mmult_add 関数を指定することによりプロジ
ェクトのビルド方法を示します。
SDSFLAGS = \

-sds-pf ${PLATFORM} \
-sds-hw mmult_accel mmult_accel.cpp -sds-end \
-sds-hw madd_accel madd_accel.cpp -sds-end

通常の共有ライブラリの場合と同様に、位置独立コード (-fpic オプション) を含むオブジェク
トファイルが生成されます。
sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o mmult_accel.o mmult_accel.cpp
    sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o madd_accel.o madd_accel.cpp
    sds++ ${SDSFLAGS} -c -fpic –o matrix.o matrix.cpp

オブジェクト ファイルをリンクするには、標準の方法にも従い、–shared オプションを使用し
ます。
sds++ ${SDSFLAGS} -shared -o libmatrix.so mmult_accel.o madd_accel.o 
matrix.o

プロジェクトをビルドすると、次のファイルが生成されます。
• libmatrix.so: GCC を使用してリンクおよびランタイムで使用するための共有ライブラリ
• sd_card: ボードをブートする SD カード イメージが含まれるディレクトリ
ライブラリの配布
次の構造を使用すると、GCC を使用して標準的な方法でアプリケーションにコンパイルおよび
リンクできます。
<path_to_library>/include/matrix.h
<path_to_library>/lib/libmatrix.so
<path_to_library>/sd_card

注記: sd_card フォルダーを SD カードにコピーし、ボードの起動に使用します。このイメージには、ラ
ンタイムで使用される libmatrix.so ファイルのコピーが含まれます。

付録 F: GCC 用のライブラリのエクスポート
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ライブラリを使用したコンパイルおよびリンク
次に、GCC コンパイラでライブラリを使用する例を示します。ライブラリを使用するには、ヘ
ッダー ファイル matrix.h を含め、必要なライブラリ関数を呼び出します。
/* main.cpp (pseudocode) */
#include "matrix.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
  float *A, *B, *C, *D;
  float *J, *K, *L;
  float *X, *Y, *Z;
  ...
  mmultadd(A, B, C, D);
  ...
  mmult(J, K, L);
  ...
  madd(X, Y, Z);
  ...
}

ライブラリを使用してコンパイルするには、コンパイラを実行する際にヘッダー ファイルを指
定する必要があります。ヘッダー ファイルへのパスは、-I オプションを使用して指定します。
samples/libmatrix/use ディレクトリにサンプル ファイルがあります。
注記: 上記のコードは説明のための擬似コードであり、このディレクトリに含まれる main.cpp ファイ
ルとは異なります。このファイルには、完全にコンパイルおよび実行するため、さらにコードが含まれま
す。
gcc –I <path_to_library>/include –o main.o main.c

ライブラリをリンクするには、リンカーを実行する際にライブラリを指定する必要があります。
ライブラリへのパスは、-L オプションを使用して指定します。また、リンカーにライブラリに
対してリンクするよう指示するため -l オプションを使用します。
gcc –I <path_to_library>/lib –o main.elf main.o -lmatrix

GCC コンパイラおよびリンカー オプションの使用に関する詳細は、GCC の資料を参照してくだ
さい。
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ランタイムでのライブラリの使用
ランタイムでは、実行ファイルを読み込む際にローダーにより共有ライブラリが検索されます。
ボードを Linux プロンプトにブートした後、ELF ファイルを実行する前に、LD_LIBRARY_PATH
環境変数にライブラリへのパスを追加します。ライブラリを構築したときに作成された
sd_card には既にライブラリが含まれているので、sd_card のマウント ポイントへのパスを指
定する必要があります。
たとえば、sd_card が /mnt にマウントされている場合は、次のコマンドを使用します。
export LD_LIBRARY_PATH=/mnt

共有ライブラリのエクスポート
次に、SDSoC 環境 GUI を使用して SDSoC 環境の共有ライブラリと対応する SD カード ブート
イメージをエクスポートする例を示します。
1. [File] → [New] → [SDSoC Project] をクリックし、[New Project] ダイアログ ボックスを開きま
す。

2. 新しい SDSoC プロジェクトを作成します。
a. [Project name] フィールドに「libmatrix」と入力します。
b. [Platform] で [zc702 を選択します。
c. [Shared Library] チェック ボックスをオンにします。
d. [Next] をクリックします。

3. アプリケーション テンプレートを選択します。
a. [Available Templates] で [Matrix Shared Library] を選択します。
b. [Finish] をクリックします。
[Project Explorer] ビューに libmatrix という新しい SDSoc 共有ライブラリ プロジェクト
が作成されます。このプロジェクトには mmult_accel および madd_accel の 2 つのハー
ドウェア関数が含まれており、[SDx Project Settings] に表示されます。

4. ライブラリをビルドします。
a. [Project Explorer] ビューで libmatrix プロジェクトを選択します。
b. [Project] → [Build Project] をクリックします。
ビルドが完了すると、Debug (デバッグ (または現在のコンフィギュレーション) フォルダーに
ブート SD カード イメージが含まれるようになります。
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付録 G

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

コードを変更した場合は (ハードウェア関数への変更を含む)、ソフトウェアのみのコンパイルを
実行し直して、変更によってプログラムに悪影響が出ないかどうかを確認すると有益です。ソフ
トウェアのみのコンパイルは、フル -システム コンパイルよりもかなり高速で、ソフトウェアの
みのデバッグを使用すると、ハードウェアおよびソフトウェア デバッグよりも論理プログラム
エラーをすばやく見つけることができます。
SDSoC™ 環境には Zynq®-7000 SoC の ARM®Cortex™-A9 CPU 用に 2 つの異なるツールチェ
ーンが含まれます。
1. arm-linux-gnueabihf: Linux アプリケーション開発用
2. arm-none-eabi: スタンドアロン (ベアメタル) および FreeRTOS アプリケーション開発用
SDSoC 環境には Zynq® UltraScale+™ MPSoC 内の ARM® Cortex™-A53 CPU 用に 2 つのツー
ルチェーンが含まれます。
• aarch64-linux-gnu: Linux アプリケーション開発用
• aarch64-none-elf: スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション開発用
SDSoC 環境には Zynq UltraScale+ MPSoC の ARM Cortex-R5 CPU 用に次のツールチェーンが
含まれます。
• armr5-none-eabi: スタンドアロン (ベアメタル) アプリケーション開発用
GNU ツールチェーンは、プロジェクト作成中にオペレーティング システムを選択すると定義さ
れます。SDSoC システム コンパイラ (sdscc/sds++) は、ハードウェア関数に関係しないすべ
てのソース ファイルを含む CPU のコードをコンパイルする際に対応するツールチェーンが自
動的に起動します。
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
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• BOOT.BIN: FSBL (First Stage Boot Loader)、ブート プログラム (U-Boot) および FPGA ビット
ストリームを含むブート イメージ

• image.ub: Linux ブート イメージ (プラットフォームは uImage、devicetree.dtb、
uramdisk.image.gz ファイルを含めて作成可能)

• <app>.elf: アプリケーション バイナリ実行ファイル
アプリケーションを実行する手順は、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。

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。
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付録 H

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

メモリ バッファー使用した外部 I/O へのアクセ
ス
このセクションでは、SDSoC ダウンロード ページから入手可能な ZC702 + HDMI IO FMC また
は ZC706 + HDMI IO FMC モーション検出プラットフォームを使用します。次の図に、デザイン
の設定例を示します。外部メモリへの HDMI データ転送は、コンフィギュレーション済みの
SDSoC™ プラットフォームで実行されます。アプリケーションはプラットフォーム インター
フェイスを呼び出して、DDR メモリのフレーム バッファーからデータを処理する必要がありま
す。
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図 21:   モーション検出デザインのコンフィギュレーション
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SDSoC 環境は、プラットフォームへのアクセラレータ インターフェイスを介して外部フレーム
バッファーにアクセスします。zc702_hdmi プラットフォームには、Video4Linux2 (V4L2)
API を介してフレーム バッファーにアクセスするソフトウェア インターフェイスが含まれま
す。V4L2 フレームワークには、Linux でのリアルタイム ビデオ キャプチャをサポートするデバ
イス ドライバーのコレクションにアクセスする API が含まれます。この API がアプリケーショ
ン開発プラットフォーム I/O のエントリ ポイントとなります。motion_demo_processing
の例では、m2m_sw_pipeline.c からの次のコード抜粋が関数呼び出しインターフェイスを示
しています。
extern void motion_demo_processing(unsigned short int *prev_buffer,

unsigned short int *in_buffer,
unsigned short int *out_buffer,
int fps_enable,
int height, int width, int stride);

.

.

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

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

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

アプリケーションは motion_detect.c 内のこの API にアクセスします。
motion_demo_procesing は、img_process 関数により定義されて呼び出されます。
void motion_demo_processing(unsigned short int *prev_buffer,

unsigned short int *in_buffer,
unsigned short int *out_buffer,
int fps_enable,
int height, int width, int stride)

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

img_process(prev_buffer, in_buffer, out_buffer, height, width, 
stride);
}

最後に、img_process でさまざまなフィルターが呼び出されて、データが変換されて処理され
ます。
void img_process(unsigned short int *frame_prev,

unsigned short int *frame_curr,
unsigned short int *frame_out,
int param0, int param1, int param2)

{
...
}

フレーム バッファーにアクセスするためにプラットフォーム API を使用すると、アプリケーシ
ョン開発者がビデオ フレームを処理するためにドライバー レベルでプログラムする必要はあり
ません。このコード例に使用されたプラットフォームは、SDSoC ダウンロード ページの
「ZC702[ZC706] + HDMI IO FMC」から入手できます。SDSoC 環境でこのプロジェクトにアクセ
スするには、新しいプロジェクトを作成し、プロジェクトに名前を付けてから、[Add Custom
Platform] をクリックします。[Target Platform] メニューから zc702[zc706]_trd というダウンロ
ードしたプラットフォームを選択し、[Next] をクリックし、Motion Detect という名前のテ
ンプレートを使用します。
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ダイレクト ハードウェア接続を使用した外部
I/O へのアクセス
前の例では、アプリケーションがメモリ バッファーを介してどのようにシステム I/O にアクセ
スするかを示しましたが、プラットフォームには、SDSoC™ 環境で生成されたアプリケーショ
ン内でのハードウェア アクセラレータへのダイレクト ハードウェア接続もあります。次の図は
関数 s2mm_data_copy が AXI4-Stream チャネルを使用してプラットフォームと通信し、
zero_copy データ ムーバー (AXI4 マスター インターフェイスとしてインプリメント) を使用し
て DDR メモリへ書き込むところを示しています。このデザイン テンプレートは samples/
platforms/zc702_axis_io プラットフォームの aximm サンプル デザインです。

図 22:   AXI-MM データ ムーバー デザイン
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この例では、zc702_axis_io が 50 MHz で実行され、AXI4-Stream Data FIFO IP ブロックにフ
リーランニング バイナリ カウンター (図では Platform IP) を接続することで、実際の I/O の代わ
りに使用されています。AXI4-Stream Data FIFO IP ブロックでは、AXI4-Stream マスター インタ
ーフェイスがデータ モーション クロックからのクロックを使用するプラットフォームにエクス
ポートされます (このデータ モーション クロックの周波数は 50 MHz 入力クロックと異なるこ
とがあります)。
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ストリーム ポートに対しては、ダイレクト I/O インターフェイスは sys_port プラグマを使用
して指定します。次のコードの抜粋では、stream_fifo_M_AXIS に直接接続が指定されてい
ます。

#pragma SDS data sys_port (fifo:stream_fifo_M_AXIS)
#pragma SDS data zero_copy(buf)
int s2mm_data_copy(unsigned *fifo, unsigned buf[BUF_SIZE]) 
{
#pragma HLS interface axis port=fifo
     for(int i=0; i<BUF_SIZE; i++) {
#pragma HLS pipeline

buf[i] = *fifo;
     }
     return 0;
}

rbuf0 出力は、s2mm_data_copy 関数への入力にしか使用されないので、リンカーで AXI4-
Stream チャネルを使用してダイレクト ハードウェア接続が作成されます。s2mm_data_copy
関数は zero_copy データ ムーバーを使用して buf を転送するので、バッファーは
sds_alloc を使用して物理的に隣接するメモリに割り当て、sds_free を使用して解放する必
要があります。
int main() 
{
     unsigned *bufs[NUM_BUFFERS];
     bool error = false;
     unsigned* rbuf0;

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

     }

     // Flush the platform FIFO of start-up garbage
     s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);
     s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);
     s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[0]);

     for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {
s2mm_data_copy(rbuf0, bufs[i]);

     }

     error = check(bufs);

     printf("TEST %s\n\r", (error ? "FAILED" : "PASSED"));

     for(int i=0; i<NUM_BUFFERS; i++) {
sds_free(bufs[i]);

     }
     return 0;
}
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AXI4-Stream を使用してプラットフォームを作成してメモリに直接書き込む方法については、
『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)の付録「SDSoC プラットフォームの例」
を参照してください。
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付録 I

SDSoC 環境でのトラブルシューティング
SDSoC™ 環境を使用する際に発生する主な問題には、次があります。
• ソフトウェア コンパイラで検出される典型的なソフトウェア構文エラー、またはデザインが
大きすぎてターゲット プラットフォームにフィットしないなどの SDSoC 環境フロー特有の
エラーにより、コンパイル/リンク時にエラーが発生する可能性があります。

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

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

• プログラムの動作の問題の原因は、アルゴリズムの目的をインプリメントできないコードの
論理的なエラーである可能性があります。

コンパイルおよびリンク時エラーのトラブルシ
ューティング
通常、コンパイル/リンク時のエラーは、make を実行した場合にエラー メッセージで示されま
す。さらにプローブするには、SDSoC™ 環境で作成されたビルド ディレクトリの _sds/
reports ディレクトリからログ ファイルと rpt ファイルを確認します。最後に生成されたロ
グ ファイルには、該当する入力ファイルの構文エラーや、アクセラレータ ハードウェアまたは
データ モーション ネットワークの合成中にツールチェーンで生成されたエラーなど、通常エラ
ーの原因が示されます。
次に SDSoC 環境特有のエラーに対処する方法のヒントを示します。
• SDSoC 開発チェーンのツールでレポートされたツール エラー。

○ 該当するコードがコード ガイドラインに従っているかどうかを確認します。
○ プラグマの構文を確認します。
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○ プラグマにスペルミスがないかどうか確認します。これが原因で正しい関数に適用されて
いない可能性があります。

• Vivado® Design Suite 高位合成 (HLS) でタイミング要件を満たすことができない。
○ SDSoC IDE (または sdscc/sds++ コマンド ライン パラメーター) でアクセラレータに対
して低速のクロック周波数を選択します。

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

• Vivado ツールでタイミングを満たすことができない。
○ SDSoC IDE でデータ モーション ネットワークまたはアクセラレータ (あるいはその両方)
に対してより低速のクロック周波数を選択します (コマンド ラインからの場合は
sdscc/sds++ コマンド ライン パラメーターを使用)。

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

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

○ リソース使用量が約 80% を超える場合は (_sds/p0/_vpl/ipi/*.log などの Vivado
ツール レポートおよびその下位ディレクトリに含まれるその他のログ ファイルを参照)、
デザインのサイズを減らします。デザイン サイズの削減方法については、次の項目を参照
してください。

• デザインが大きすぎてフィットしない。
○ アクセラレーションする関数の数を減らします。
○ アクセラレータ関数のコーディング スタイルを、よりコンパクトなアクセラレータが生成
されるように変更します。並列処理の量を減らすには、ハードウェア関数の並列機能の改
善を参照してください。

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

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

○ 入力および出力パラメーター/引数の数が少なくなるようハードウェア関数を記述し直し
ます (特に、入力/出力がデータ ムーバー ハードウェアを共有できない連続ストリーム (シ
ーケンシャル アクセス配列引数) タイプの場合)。

ハードウェア関数の並列機能の改善
このセクションでは、プログラマブル ロジックにクロスコンパイル可能な効率的なコードを記
述するための概要を示します。
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SDSoC 環境では、Vivado HLS をプログラマブル ロジックのクロス コンパイラとして使用して、
C/C++ 関数がハードウェアに変換されます。このセクションで説明される原則に従うと、合成
済み関数のパフォーマンスを大幅に改善でき、アプリケーションの全体的なシステム パフォー
マンスを大幅に向上できる可能性があります。

システムの停止とランタイム エラーのトラブル
シューティング
sdscc/sds++ を使用してコンパイルされたプログラムは、SDSoC™ 環境または Xilinx® SDK
で提供される標準のデバッガーを使用してデバッグできます。間違った結果、プログラムの早期
終了、およびプログラムの応答停止などが典型的なランタイム エラーとして挙げられます。最
初の 2 つのエラーは C/C++ プログラマにはよく知られており、デバッガーでコードをステップ
スルーすることによりデバッグできます。
プログラムの応答停止は、#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL) を使用
して作成したストリーミング接続を介して転送するデータ量を間違って指定したり、Vivado HLS
内の合成可能な関数でストリーミング インターフェイスを指定したり、ストリーミング ハード
ウェア インターフェイスを含むビルド済みライブラリの C 呼び出し可能なハードウェア関数の
ために発生するランタイム エラーです。プログラムの応答停止は、ストリームのコンシューマ
ーがプロデューサーから送信されるデータを待機しているときに、プロデューサーがデータの送
信を停止した場合に発生します。
ハードウェア関数からのストリーミング入力および出力となる次のようなコードがあるとしま
す。
#pragma SDS data access_pattern(in_a:SEQENTIAL, out_b:SEQUENTIAL)
void f1(int in_a[20], int out_b[20]);     // declaration

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

out_b[i] = in_a[i];
   }
}

このループでは in_a ストリームが 19 回読み出されるのに、in_a[] のサイズが 20 になってい
ます。このため、f1 にストリームされるすべてのデータが処理されるまで f1 の呼び出し元が
待機すると、永久的に待機することになり、応答停止となります。同様に、f1 で 20 個の int 値
が送信されるのを呼び出し元が待機すると、f1 では 19 個しか送信されないため、永久的に待
機することになります。このようなプログラムの応答停止の原因となるプログラム エラーは、
システム エミュレーションを使用してデータ信号がスタティックであるかどうかを確認 (関連
するプロトコル信号 TLAST、ap_ready、ap_done、TREADY などを確認) するか、非シーケン
シャル アクセスや関数内の間違ったアクセス カウントなどのストリーミング アクセス エラー
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がフラグされるようコードで設定すると検出できます。ストリーミング アクセスの問題は、通
常ログ ファイルに不適切なストリーミング アクセス警告 (improper streaming access)
として示され、これらが実際にエラーであるかをユーザーが確認する必要があります。デバッガ
ーを使用してデータ転送を可視化するには、SDSoC エミュレーターでアプリケーションを実行
することをお勧めします。システムがソフトウェアのどこで停止しているか (ほとんどの場合
cf_wait() 呼び出し内) がわかるので、シミュレーション波形ビューで関連するデータ転送を
調べることができ、そのデータ転送に関連するハードウェア ブロックの信号にアクセスできま
す。
次に、ランタイム エラーのその他の原因を示します。
• wait() 文を間違って配置した場合は、次のようになります。

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

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

• メモリ一貫性を持たせる #pragma SDS data mem_attribute プラグマの使用に一貫性が
ないと、結果が正しくなくなることがある。

パフォーマンス問題のトラブルシューティング
SDSoC 環境では、sds_clock_counter() 関数により基本的なパフォーマンス監視機能が提
供されています。この関数を使用すると、アクセラレーションされるコードとされないコードな
ど、コード セクション間における実行時間の差異を調べることができます。
Vivado HLS レポート ファイル (_sds/vhls/…/*.rpt) でレイテンシ値を見ると、実際のハード
ウェア アクセラレーション時間を見積もることができます。SDSoC IDE プロジェクトの
[Platform Details] で CPU クロック周波数を、[SDx Project Settings] でハードウェア関数のクロ
ック周波数を確認できます。X アクセラレータのクロック サイクルのレイテンシは、X *
(processor_clock_freq/accelerator_clock_freq) プロセッサ クロック サイクルで
す。実際の関数呼び出しにかかる時間とこの時間を比較すると、データ転送のオーバーヘッドを
確認できます。
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パフォーマンスを最大限に改善するには、アクセラレーションされる関数の実行に必要な時間が
元のソフトウェア関数の実行に必要な時間よりもかなり短くなることが必要です。そうならな
い場合は、sdscc/sds++ コマンドラインで別の clkid を選択して、アクセラレータをより高速
の周波数で実行してみてください。この方法で改善が見られない場合は、データ転送のオーバー
ヘッドがアクセラレーションされる関数の実行時間に影響していないかを確認し、このオーバー
ヘッドを減らす必要があります。デフォルトの clkid はすべてのプラットフォームで 100 MHz
です。特定のプラットフォームの clkid 値の詳細は、sdscc –sds-pf-info <platform
name> を実行すると取得できます。
データ転送のオーバーヘッドが大きい場合は、次を変更すると改善される可能性があります。
• より多くのコードをアクセラレーションされる関数に移動して、この関数の計算にかかる時
間を長くし、データ転送にかかる時間との比率を向上させます。

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

アプリケーションのデバッグ
SDSoC™ 環境では、SDx IDE を使用してプロジェクトを作成およびデバッグできます。プロジ
ェクトは、たとえば makefile を使用して SDx IDE 外で作成したり、コマンド ラインまたはまた
は SDx IDE を使用してデバッグ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 環境チュートリ
アル: 概要』 (UG1028)を参照してください。
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付録 J

SDSoC 環境の API
このセクションでは、SDSoC 環境で開発されたアプリケーションに使用可能な sds_lib の関
数について説明します。
注記: ライブラリを使用するには、ソース ファイルに #include "sds_lib.h" を含めます。
sds_lib.h の前に stdlib.h 含め、size_t 型の宣言を提供する必要があります。
SDSoC™ 環境の API では、メモリ空間をマップし、非同期のアクセラレータの呼び出しが完了
するのを待機する関数が提供されています。
• void sds_wait(unsigned int id): id で指定されているキューの最初のアクセラレー
タが完了するのを待機します。『SDx プラグマ リファレンス ガイド』 (UG1253) の「pragma
SDS async」に示すように、#pragma SDS wait(id) を使用することもできます。

• void *sds_alloc(size_t size): 物理的に隣接している size バイトの配列を割り当
てます。

• void *sds_alloc_non_cacheable(size_t size):

キャッシュ不可能としてマークされた size バイトの物理的に隣接している配列を割り当て
ます。この関数で割り当てられたメモリは、プロセッシング システムでキャッシュされませ
ん。このメモリへのポインターは、次と併せてハードウェア関数に渡す必要があります。
#pragma SDS data mem_attribute (p:NON_CACHEABLE)

• void sds_free(void *memptr): sds_alloc() で割り当てられた配列を解放します。
• void *sds_mmap(void *physical_addr, size_t size, void

*virtual_addr): 物理アドレス (physical_addr) にあるメモリの size バイトにアクセ
スする仮想アドレス マップを作成します。
• physical_addr: マップする物理アドレス。
• size: マップされる物理アドレスのサイズ。
• virtual_addr:

○ ヌルではない場合、physical_addr に仮想アドレスが既にマップされていると判断さ
れ、sds_mmap によりマッピングがトラックされます。

○ ヌルの場合は、sds_mmap で mmap() により仮想アドレスが生成され、virtual_addr
でこの値が割り当てられます。
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• void *sds_munmap(void *virtual_addr): sds_mmap() を使用して作成された物理
アドレスと関連付けられた仮想アドレスのマップを解除します。

• unsigned long long sds_clock_counter(void): 細粒度の時間間隔計測に使用され
るフリーランニング カウンターと関連付けられている値を返します。

• unsigned long long sds_clock_frequency(void): sds_clock_counter への呼
び出しで読み込まれるフリーランニング カウンターの周波数 (ティック/秒) を返します。こ
れは、カウンターのティック数を秒数に変換するために使用されます。
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付録 K

その他のリソースおよび法的通知
ザイリンクス リソース
アンサー、資料、ダウンロード、フォーラムなどのサポート リソースは、ザイリンクス サポー
トサイトを参照してください。
ソリューション センター
デバイス、ツール、IP のサポートについては、ザイリンクス ソリューション センターを参照し
てください。デザイン アシスタント、デザイン アドバイザリ、トラブルシューティングのヒン
トなどが含まれます。

参考資料
このガイドの補足情報は、次の資料を参照してください。
注記: 日本語版のバージョンは、英語版より古い場合があります。
1. 『SDx 環境リリース ノート、インストールおよびライセンス ガイド』 (UG1238)

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)

3. 『SDSoC 環境最適化ガイド』 (UG1235)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

6. SDSoC 開発環境ウェブ ページ
7. 『UltraFast エンベデッド デザイン設計手法ガイド』 (UG1046: 英語版、日本語版)

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

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

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

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

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

14.『Vivado Design Suite ユーザー ガイド: カスタム IP の作成とパッケージ』 (UG1118)

15. Vivado® Design Suite の資料

お読みください: 重要な法的通知
本通知に基づいて貴殿または貴社 (本通知の被通知者が個人の場合には「貴殿」、法人その他の団
体の場合には「貴社」。以下同じ) に開示される情報 (以下「本情報」といいます) は、ザイリン
クスの製品を選択および使用することのためにのみ提供されます。適用される法律が許容する
最大限の範囲で、(1) 本情報は「現状有姿」、およびすべて受領者の責任で (with all faults) という
状態で提供され、ザイリンクスは、本通知をもって、明示、黙示、法定を問わず (商品性、非侵
害、特定目的適合性の保証を含みますがこれらに限られません)、すべての保証および条件を負
わない (否認する) ものとします。また、(2) ザイリンクスは、本情報 (貴殿または貴社による本情
報の使用を含む) に関係し、起因し、関連する、いかなる種類・性質の損失または損害について
も、責任を負わない (契約上、不法行為上 (過失の場合を含む)、その他のいかなる責任の法理に
よるかを問わない) ものとし、当該損失または損害には、直接、間接、特別、付随的、結果的な
損失または損害 (第三者が起こした行為の結果被った、データ、利益、業務上の信用の損失、そ
の他あらゆる種類の損失や損害を含みます) が含まれるものとし、それは、たとえ当該損害や損
失が合理的に予見可能であったり、ザイリンクスがそれらの可能性について助言を受けていた場
合であったとしても同様です。ザイリンクスは、本情報に含まれるいかなる誤りも訂正する義務
を負わず、本情報または製品仕様のアップデートを貴殿または貴社に知らせる義務も負いませ
ん。事前の書面による同意のない限り、貴殿または貴社は本情報を再生産、変更、頒布、または
公に展示してはなりません。一定の製品は、ザイリンクスの限定的保証の諸条件に従うこととな
るので、https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見られるザイリンクスの販売条件を参照してく
ださい。IP コアは、ザイリンクスが貴殿または貴社に付与したライセンスに含まれる保証と補
助的条件に従うことになります。ザイリンクスの製品は、フェイルセーフとして、または、フェ
イルセーフの動作を要求するアプリケーションに使用するために、設計されたり意図されたりし
ていません。そのような重大なアプリケーションにザイリンクスの製品を使用する場合のリス
クと責任は、貴殿または貴社が単独で負うものです。https://japan.xilinx.com/legal.htm#tos で見
られるザイリンクスの販売条件を参照してください。
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自動車用のアプリケーションの免責条項
オートモーティブ製品 (製品番号に「XA」が含まれる) は、ISO 26262 自動車用機能安全規格に
従った安全コンセプトまたは余剰性の機能 (「セーフティ設計」) がない限り、エアバッグの展開に
おける使用または車両の制御に影響するアプリケーション (「セーフティ アプリケーション」) に
おける使用は保証されていません。顧客は、製品を組み込むすべてのシステムについて、その使
用前または提供前に安全を目的として十分なテストを行うものとします。セーフティ設計なし
にセーフティ アプリケーションで製品を使用するリスクはすべて顧客が負い、製品の責任の制限
を規定する適用法令および規則にのみ従うものとします。
著作権
© Copyright 2015-2018 Xilinx®, Inc. Xilinx®、Xilinx® のロゴ、Artix、ISE、Kintex、Spartan、
Virtex、Vivado、Zynq、およびこの文書に含まれるその他の指定されたブランドは、米国および
その他各国のザイリンクス社の商標です。OpenCL および OpenCL のロゴは Apple Inc. の商標
であり、Khronos による許可を受けて使用されています。すべてのその他の商標は、それぞれの
保有者に帰属します。

この資料に関するフィードバックおよびリンクなどの問題につきましては、
jpn_trans_feedback@xilinx.com まで、または各ページの右下にある [フィードバック送信] ボタン
をクリックすると表示されるフォームからお知らせください。フィードバックは日本語で入力
可能です。いただきましたご意見を参考に早急に対応させていただきます。なお、このメール
アドレスへのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

付録 K: その他のリソースおよび法的通知

SDSoC 環境ユーザー ガイド  139
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

mailto:jpn_trans_feedback@xilinx.com
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=UG1027&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312518%3B%26%2312540%3B%26%2312470%3B%26%2312540%3B%20%26%2312460%3B%26%2312452%3B%26%2312489%3B&releaseVersion=2017.4&docPage=139


付録 K: その他のリソースおよび法的通知

SDSoC 環境ユーザー ガイド  140
UG1027 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=User_Guides&docId=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=2017.4&docPage=140

	SDSoC 環境ユーザー ガイド
	改訂履歴
	目次
	1: SDSoC 環境
	はじめに
	SDSoC のエレメント
	ユーザー デザイン フロー
	SDx の操作

	2: SDSoC プロジェクトの作成
	SDx の起動
	SDSoC アプリケーション プロジェクトの作成
	ソースのインポート
	ハードウェア アクセラレーション用の関数の選択
	クロック周波数の選択
	システム エミュレーションの実行

	3: プロファイリングおよび最適化
	4: アプリケーションのデバッグ
	SDSoC IDE での Linux アプリケーションのデバッグ
	SDSoC IDE でのスタンドアロン アプリケーションのデバッグ
	FreeRTOS アプリケーションのデバッグ
	IP レジスタの監視および変更
	パフォーマンスをデバッグする際のヒント

	5: ハードウェア/ソフトウェア イベントのトレース
	ハードウェア/ソフトウェア システムの実行操作
	ソフトウェア トレース
	ハードウェア トレース
	インプリメンテーション フロー
	ランタイム トレース コレクション
	トレースの表示
	AXI Performance Monitor を使用したパフォーマンス計測
	スタンドアロン プロジェクトの作成と APM のインプリメント
	Linux プロジェクトの作成と APM のインプリメント
	スタンドアロン システムの監視
	Linux システムの監視
	パフォーマンスの解析

	トラブルシューティング

	6: makefile/コマンド ライン フロー
	makefile ガイドライン
	sdscc/sds++ の起動に関するガイドライン
	ザイリンクス OpenCL コンパイラ (xocc) を使用した OpenCL カーネルのコンパイル
	XOCC フローでのソフトウェアおよびハードウェアのエミュレーションの実行


	付録 A: サンプル デザインの概要
	サンプル デザインのインストール
	ローカル コピーの使用
	合成可能 FIR フィルター
	行列乗算
	C 呼び出し可能な RTL ライブラリの使用
	C++ デザイン ライブラリ

	付録 B: プラットフォームおよびリポジトリの管理
	付録 C: sdscc/sds++ コンパイラのコマンドおよびオプション
	コマンドの概要
	一般的なオプション
	ハードウェア関数オプション
	コンパイラ マクロ
	システム オプション
	コンパイラ ツールチェーン サポート

	付録 D: コード ガイドライン
	一般的な C/C++ ガイドライン
	ハードウェア関数の引数型
	ハードウェア関数呼び出しのガイドライン

	付録 E: C 呼び出し可能な IP ライブラリの使用
	C 呼び出し可能ライブラリ
	ヘッダー ファイル
	スタティック ライブラリ
	関数定義
	IP コア
	IP コンフィギュレーション パラメーター
	関数引数マップ

	SDx 用の RTL IP のパッケージ
	ライブラリのテスト
	C 呼び出し可能ライブラリの例


	付録 F: GCC 用のライブラリのエクスポート
	共有ライブラリのビルド
	ライブラリを使用したコンパイルおよびリンク
	共有ライブラリのエクスポート

	付録 G: 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
	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

	付録 H: 外部 I/O の使用
	メモリ バッファー使用した外部 I/O へのアクセス
	ダイレクト ハードウェア接続を使用した外部 I/O へのアクセス

	付録 I: SDSoC 環境でのトラブルシューティング
	コンパイルおよびリンク時エラーのトラブルシューティング
	ハードウェア関数の並列機能の改善
	システムの停止とランタイム エラーのトラブルシューティング
	パフォーマンス問題のトラブルシューティング
	アプリケーションのデバッグ

	付録 J: SDSoC 環境の API
	付録 K: その他のリソースおよび法的通知
	参考資料
	お読みください: 重要な法的通知





