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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 テキストをわかりやすく編集し、情報を追加。
2017 年 12 月 20 日 2017.4 SDx™ IDE 2017.4 用にアップデート。
2017 年 8 月 16 日 2017.2 SDx IDE 2017.2 用にアップデート。
2017 年 6 月 20 日 2017.1 SDx IDE 2017.1 用にアップデート。

7: エミュレーションおよび 8: GitHub チュートリアルを追加。
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第 1 章

概要
SDSoC™ (Software-Defined System-On-Chip) 環境は、Zynq®-7000 All Programmable SoC およ
び Zynq UltraScale+™ MPSoC プラットフォームを使用してヘテロジニアス エンベデッド シス
テムをインプリメントするための Eclipse ベースの統合設計環境 (IDE) です。SDSoC 環境では、
ソフトウェア エンジニアおよびシステム アーキテクト用に、使いやすい Eclipse ベースの IDE を
使用したエンベデッド C/C++ アプリケーション開発環境と、ヘテロジニアス Zynq SoC 開発用
の包括的なデザイン ツールが提供されています。SDSoC 環境には、プログラマブル ロジックで
の自動ソフトウェア アクセラレーションや、システム接続の自動生成などを実行する、フル シ
ステム最適化 C/C++/OpenCL コンパイラが含まれます。SDSoC 環境内のプログラミング モデ
ルは、ソフトウェア エンジニアが簡単に理解できるように設計されています。アプリケーショ
ンは C/C++/OpenCL コードで記述され、プログラマがターゲット プラットフォームとハードウ
ェアにコンパイルするアプリケーション内の関数のサブセットを特定します。この後、SDSoC
システム コンパイラによりアプリケーションがハードウェアとソフトウェアにコンパイルさ
れ、ファームウェア、オペレーティング システム、アプリケーション実行ファイルを含むブー
ト イメージを含めた完全なエンベデッド システムが Zynq デバイスにインプリメントされま
す。
SDSoC 環境では、C/C++/OpenCL 関数の Zynq デバイス内の ARM CPU だけでなくプログラマ
ブル ロジック ファブリックへのクロスコンパイルおよびリンクを含め、ソフトウェア抽象層を
増加することによりハードウェアが抽象化されます。プログラマブル ハードウェアで実行する
プログラム関数のユーザー仕様に基づいて、プログラム解析、タスク スケジューリング、プロ
グラマブル ロジックおよびエンベデッド CPU へのバインディングが実行されるほか、ハードウ
ェアおよびソフトウェア コード生成により、ハードウェアとソフトウェア コンポーネント間の
通信および連携が調整されます。
SDSoC 環境 2017.4 リリースでは、Zynq-7000 All Programmable SoC を搭載した ZC702、
ZC706、および Zed 開発ボード、Zynq UltraScale+ MPSoC を搭載した ZCU102 開発ボードがサ
ポートされています。その他のプラットフォームは、パートナーから入手できます。詳細は、
SDSoC 環境のウェブ ページを参照してください。

1: 概要
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1: 概要
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第 2 章

フローの概要
演習 1: SDSoC 開発環境の概要
このチュートリアルでは、SDSoC 環境でテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成し、
ハードウェア インプリメンテーション用の関数をマークし、ハードウェアでインプリメントさ
れるデザインをビルドし、ZC702 でプロジェクトを実行します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDSoC 環境プロジェクトを作成す
る際に、推奨されている [Matrix Multiplication and Addition] テンプレートが見つからない場合は、ボード
と使用可能なアプリケーションの 1 つを選択してください。たとえば、より小型の Zynq-7000 デバイス
を含む MicroZed ボードなどのボードの場合、使用可能なテンプレートに [Matrix Multiplication and
Addition (area reduced)] アプリケーションがリストされます。このチュートリアルの学習目標は、どのア
プリケーションでも達成できるようになっています。
チュートリアルの目標
このチュートリアル (lab1) を終了すると、次ができるようになります。
• 多くの使用可能なプラットフォームおよびプロジェクト テンプレートから、ユーザー アプリ
ケーション用の新しい SDSoC 環境プロジェクトを作成。

• ハードウェア インプリメンテーション用の関数をマーク。
• ハードウェアにインプリメントされる関数を含むビットストリームと、このハードウェアで
インプリメントされる関数を開始する実行ファイルを生成するプロジェクトをビルド。

新規プロジェクトの作成
1. デスクトップ アイコンをダブルクリックするか [スタート] メニューを使用して、SDx IDE

2017.4 を起動します。
2. [Workspace Launcher] ダイアログ ボックスが表示されます。[Browse] をクリックしてプロ
ジェクトを保存するワークスペース フォルダーを選択し、[OK] をクリックします。

2: フローの概要
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3. SDx IDE 環境のメイン ウィンドウが表示されます。新しいワークスペースを作成した場合
は、[Welcome] タブが表示されます。このタブには、[Create SDx Project]、[Add Custom
Platform]、[Import Project]、[Tutorials]、および [Web Resources] などのリンクが含まれま
す。これらのリンクのいずれかをクリックすると、各リンクの下に使用可能なオプションが
さらに表示されます。たとえば、資料およびチュートリアルを入手するには、[Tutorials] を
クリックすると、SDSoC および SDAccel の関連資料へのリンクを含むチュートリアル ペー
ジが表示されます。[Welcome] タブは、[X] をクリックして閉じるか、[Minimize] アイコンを
クリックして最小化できます。

4. SDx IDE メニュー バーから [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。[New SDx
Project] ダイアログ ボックスが開きます。

5. デフォルトでは [Application Project] がオンになっています。[Next] をクリックします。
6. [Create a New SDx Project] ページでプロジェクトの名前 (lab1) を入力します。

7. [Next] をクリックします。
8. [Platform] ページから zc702 プラットフォームを選択します。

2: フローの概要
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注記: カスタム プラットフォームを使用する場合は、サポートされるプラットフォームにはリストされな
いので、[Add Custom Platform] をクリックしてカスタム プラットフォームを追加します。
9. [Next] をクリックします。
10. [System configuration] ドロップダウン リストから [Linux] を選択します。その他のフィール
ドはすべてデフォルトのままにしておきます。

2: フローの概要
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11. [Next] をクリックします。
選択したプラットフォーム用のソース コード例をリストする [Templates] ページが表示され
ます。

12. [Available Templates] のリストから [Matrix Multiplication and Addition] を選択し、[Finish] を
クリックします。

2: フローの概要
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13.標準ビルド コンフィギュレーションは Debug および Release で、追加のビルド コンフィギ
ュレーションも作成できます。最高のランタイム パフォーマンスにするには、[Release] コン
フィギュレーションに切り替えます。[Release] ビルド コンフィギュレーションでは、
[Debug] ビルド コンフィギュレーションよりも高いコンパイラ最適化設定が使用されます。
[Sdx Project Settings] では、アクティブ コンフィギュレーションを選択したり、ビルド コン
フィギュレーションを作成したりできます。
[Build] アイコンには、ビルド コンフィギュレーションを選択するドロップダウン リストが
あります。[Build] アイコンをクリックすると、プロジェクトがビルドされます。

[Project Explorer] ビューでプロジェクトを右クリックし、ビルド コンフィギュレーションを
選択できます。

2: フローの概要
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[SDx Project Settings] での [Build Configuration] ドロップダウンで、アクティブ コンフィギ
ュレーションを選択したり、ビルド コンフィギュレーションを作成したりできます。

[SDx Project Settings] にプロジェクト設定のサマリが表示されます。
SDx アプリケーションをビルドする際は、ビルド コンフィギュレーション (ツール設定、フ
ォルダー、ファイルなどのコレクション) を使用します。各ビルド コンフィギュレーション
の目的は異なります。[Debug] ビルドでは、ELF (コンパイルおよびリンク済みプログラム)
にデバッガーを実行するのに必要な 追加情報を含めてアプリケーションがビルドされます。
ELF ファイルのデバッグ情報により、ファイル サイズが増加し、アプリケーション情報が表

2: フローの概要
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示されるようになります。[Release] ビルドでは、同じ ELF ファイルが Debug コンフィギュ
レーションとして提供されますが、デバッグ情報が含まれない点が異なります。ビルド コン
フィギュレーションに対して [Estimate Performance] をオンにし、そのビルド コンフィギュ
レーションを使用してアプリケーションのパフォーマンス見積もりを実行するモードを実
行するには、別の設定および手順が必要となります。詳細は、3: パフォーマンスの見積もり
を参照してください。

ハードウェア インプリメンテーション用の関数のマーク
このアプリケーションには、2 つのハードウェア関数が含まれます。1 つは mmult で、2 つの行
列を乗算して行列積を算出します。もう 1 つは madd で、2 つの行列を加算して行列和を算出し
ます。これらのハードウェア関数がまとめられ、行列の乗加算関数を計算します。mmult と
madd の両方の関数をハードウェアでインプリメントされるように指定します。
テンプレートからプロジェクトを作成すると、ハードウェア関数が自動的に指定されます。ハー
ドウェア関数が削除されたり、指定されていない場合は、次の手順でハードウェア関数を追加し
ます。
注記: この演習では、ハードウェア用に関数をマークする必要はありません。行列乗算と加算のテンプレ
ート コードは既にハードウェア用にマークされています。madd および mmult 関数がハードウェア関
数としてマークされていない場合は、次の手順でそれらをハードウェア関数としてマークできます。
1. [SDx Project Settings] では、プロジェクトの値を設定できます。[lab1] タブをクリックし (タ
ブが開いていない場合は、[Project Explorer] ビューで project.sdx ファイルをダブルクリッ
ク)、[HW functions] パネルで [Add HW Functions] アイコン  をクリックしてハードウェ
ア関数を指定するダイアログ ボックスを開きます。

2. [Matching elements] リストで Ctrl キーを押しながら mmult と madd 関数をクリックして選
択します。[OK] をクリックして、両方の関数を [HW functions] セクションに追加します。

2: フローの概要
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または、[Project Explorer] タブで mmult.cpp および madd.cpp を展開表示し、mmult お
よび madd 関数を右クリックして [Toggle HW/SW] をクリックします。関数が既にハードウ
ェア用にマークされている場合は、[Project Explorer] に mmult(float[], float[],
float[]): void [H] 関数が表示されます。ソース ファイルをエディターで開いている
場合は、[Outline] タブでハードウェア関数を選択することもできます。

2: フローの概要
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注意: すべての関数がハードウェアにインプリメントできるわけではありません。詳細は、
『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)を参照してください。ハードウェア関数のインプリメ
ンテーションもデバイスによって異なります。DSP、ブロック RAM、LUT などがより多く含ま
れる大きなデバイスの方が、小型デバイスではフィットしなかった複数の関数をフィットできま
す。

ハードウェア アクセラレータを使用したデザインのビルド
プロジェクトをビルドして実行ファイル、ビットストリーム、SD カード ブート イメージを生成
するには、次の手順に従います。
1. [Project Explorer] タブで [lab1] を右クリックし、[Build Project] をクリックします。

SDSoC™ システム コンパイラの stdout が [Console] タブに表示されます。ハードウェア用
に選択された関数が Vivado® HLS を使用して IP ブロックにコンパイルされ、選択したベー
ス プラットフォームに基づいて生成された Vivado ツール ハードウェア システムに統合さ
れます。この後、システム コンパイラにより Vivado 合成、配置配線ツールが起動されてビ
ットストリームがビルドされ、ARM GNU コンパイラとリンカーが起動されて、アプリケー
ション ELF 実行ファイルが生成されます。

2. [SDx Project Settings] ウィンドウの [Project Explorer] の下の [Reports] タブで [Data Motion
Network Report] をダブルクリックして開きます。
このレポートには、SDx システム コンパイラにで作成された接続と、ハードウェアにインプ
リメントされた各関数のデータ転送タイプが示されます。詳細は、演習 3: アプリケーション
コードの最適化を参照してください。

2: フローの概要
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3. lab1/Release/_sds/swstubs/mmult.cpp を開き、SDx システム コンパイラにより元
の mmult 関数が cf_send_i および cf_wait 関数を使用した FPGA に対して入出力転送
を実行する _p0_mmult_1_noasync という関数に置き換えられたことを確認します。
mmult への呼び出しも lab1/Release/_sds/swstubs/main.cpp 内の
_p0_mmult_1_noasync に置き換えられます。SDx システム コンパイラで、これらの記述
し直されたソース ファイルを使用してハードウェア関数にアクセスする ELF がビルドされ
ます。

プロジェクトの実行
ZC702 ボードでプロジェクトを実行する手順は、次のとおりです。
1. [Project Explorer] タブで lab1/Release を展開表示し、sd_card ディレクトリ内のすべて
のファイルを SD カードのルート ディレクトリにコピーします。

2. SD カードを ZC702 に挿入し、ボードに電源を投入します。
3. [SDx Terminal] タブでシリアル ターミナルからボードに接続します。または、[Baud Rate]:

115200、[Data bits]: 8、[Stop bits]: 1、[Parity]: None、[Flow Control]: None に設定した Putty/

Teraterm を介して接続します。  アイコンをクリックして設定を開きます。

2: フローの概要
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4. [Connect to serial port] ウィンドウの設定はそのままで [OK] をクリックします。
5. ボードが起動したら、Linux プロンプトでアプリケーションを実行します。「/mnt/

lab1.elf」と入力します。

関数がハードウェアでアクセラレーションされる場合、スピードアップが 8 倍になります。
プロセッサで実行されるアプリケーションは 18 万 4 千サイクルかかりますが、プロセッサ
と FPGA 両方で実行されるアプリケーションは 2 万 2 千サイクルかかります。

その他の演習
その他の演習
• Release/_sds フォルダー内の report フォルダーを確認してください。このフォルダー
には、複数のログ ファイルとレポート ファイル (.rpt) があり、ビルドにより起動されたす
べてのツールからの詳細なログおよびレポートが含まれます。

• Vivado® IP インテグレーターについて詳しい場合は、[Project Explorer] タブで Release/
_sds/p0/_vpl/ipi/ipiprj/ipiprj.xpr をダブルクリックしてください。これは、ア
プリケーション ソース コードから生成されたハードウェア デザインです。ブロック図を開
いて、生成された IP ブロックを確認してみてください。

2: フローの概要
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第 3 章

パフォーマンスの見積もり
演習 2: パフォーマンスの見積もり
このチュートリアルでは、ビルド サイクル全体を実行せずに、アプリケーションのパフォーマ
ンスを見積もる方法について説明します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDSoC プロジェクトを作成する際
に、推奨されている [Matrix Multiplication and Addition] テンプレートが見つからない場合は、ボードと使
用可能なテンプレートの 1 つを選択してください。たとえば、より小型の Zynq-7000 デバイスを含む
MicroZed ボードなどのボードの場合、使用可能なテンプレートに [Matrix Multiplication and Addition
(area reduced)] アプリケーションがリストされます。このチュートリアルの学習目標は、アプリケーショ
ンが存在していれば、別のアプリケーションを使用しても達成できます。アプリケーションは、ボードで
実装済みアプリケーションを実行して、ソフトウェア ランタイム データの収集するために必ず必要です。
設定情報の詳細は、ご使用のボードの資料を参照してください。
チュートリアルの目標
チュートリアルを終了すると、SDSoC 環境を使用して、ハードウェアにインプリメントされた
関数の選択に基づいてスピードアップを見積もることができるようになります。

ボードの設定
ボードの UART ポートに接続するには mini USB ケーブルが必要です。これにより SDx IDE の
シリアル ターミナルに通信できるようになります。ボードの Digilent ポートに接続するには
Micro USB ケーブルも必要で、これによりビットストリームおよびバイナリをダウンロードでき
ます。最後に、SD カードから起動できるように、SD カード スロットのサイドのジャンパーが
正しく設定されているかどうか確認します。
1. mini USB ケーブルを UART ポートに接続します。
2. JTAG モードが Digilent ケーブルを使用するように設定されており、Micro USB ケーブルが接
続されていることを確認します。

3: パフォーマンスの見積もり
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3. DIP スイッチ (上の図の赤丸) を SD ブート モードに設定します。SD カードは挿入しないで
ください。

4. ボードに電源を投入します。
Windows で USB-UART ドライバーと Digilent ドライバーがインストールされるようにし、
SDx IDE がボードと通信できるようにします。

重要: ボードのジャンパーが SD ブートまたは JTAG ブートに設定されていることを確認しま
す。このようにしておかないと、ボードが QSPI ブートなどのその他のモードでパワーアップ
し、QSPI デバイスまたはその他のブート デバイスからこの演習に関係のないものが読み込まれ
てしまいます。

パフォーマンス見積もりおよびプロジェクト ビルド用のプ
ロジェクトのセットアップ
ビルド コンフィギュレーションにプロジェクトを作成して [Estimate Performance] オプション
を作成する手順は、次のとおりです。
1. [Matrix Multiplication and Addition] デザイン テンプレートを使用して、プラットフォームに

[zc702]、システム コンフィギュレーションに [Standalone] を選択して新しい SDx™ IDE
2017.4 プロジェクト (lab2) を作成します。

2. [lab] タブをクリックして [SDx Project Settings] を開きます。タブが表示されていない場合
は、[Project Explorer] タブの [lab2] プロジェクトの下の project.sdx ファイルをダブルク
リックします。

3: パフォーマンスの見積もり
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3. [HW functions] パネルで madd および mmult 関数が既にハードウェア用にマークされてい
ることを確認します。SDx 環境のテンプレート プロジェクトには、ハードウェア関数をマー
クするプロセスを自動化するための情報が含まれています。

4. [HW functions] パネルに関数がリストされていない場合は、[Add HW Function] アイコン
 をクリックして、ハードウェア関数を指定するダイアログ ボックスを起動します。

[Matching elements] で Ctrl キーを押しながら madd および mmult 関数をクリックし、
[Qualified name and location] リストの表示されるようにします。

5. 使用可能なコンフィギュレーションを選択したり、新しいコンフィギュレーションを作成し
たりできます。新しいコンフィギュレーションは既存のコンフィギュレーションを基に作成
したり、最初から作成したりできます。[Debug] ビルド コンフィギュレーションまたは
[Debug] からコピーした別のビルド コンフィギュレーションを使用すると、GCC を使用して
-O0 でコードがコンパイルされるので、ソフトウェア パフォーマンスがかなり低下します。

この演習では、[Debug] を選択します。
注記: パフォーマンス見積もりは、どのビルド コンフィギュレーションを使用しても実行できます。アク
ティブ コンフィギュレーションに [Debug] または [Release] コンフィギュレーションを選択する代わり
に、アクティブ コンフィギュレーションの隣の [Manage build configuration for the project] アイコンをク
リックすることもできます。

6. [SDx Project Settings] の [Options] パネルで [Estimate Performance] をオンにします。これ
によりパフォーマンス見積もりフローがオンになります。

7. [Build] ツールバー ボタンには、ビルド コンフィギュレーションを選択するドロップダウン
リストがあります。[Build] アイコンをクリックすると、プロジェクトがビルドされます。
[Estimate Performance] オプションをオンにしている場合は、パフォーマンスの見積もりも
実行されます。ツールバーの [Build] ボタンをクリックします。
SDx IDE でプロジェクトがビルドされます。ビルド プロセスのステータスを示すダイアロ
グ ボックスが表示されます。

3: パフォーマンスの見積もり
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ビルドが完了したら、初期レポートを表示できます。このレポートには、ハードウェアのみ
の見積もりサマリが含まれ、リンクをクリックすると、ソフトウェアの実行データを取得で
きます。これにより、ハードウェア インプリメンテーションとソフトウェアのみの情報が比
較されてレポートがアップデートされます。この段階では、ハードウェア関数はハードウェ
アで実行されていません。

ソフトウェアとハードウェアのパフォーマンス比較
重要: このセクションの手順を実行する前に、ボードのスイッチがオンになっていることを確認
してください。
ソフトウェア実行データを収集してパフォーマンス見積もりレポートを生成するには、次の手順
に従います。
1. ビルドが終了したら、[SDSoC Report Viewer] タブが開きます。
2. [Click Here] リンクをクリックして、ボードのアプリケーションを起動します。

[Run application to get its performance] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. 既存の接続を選択するか、新しい接続を作成してターゲット ボードに接続します。

4. [OK] をクリックします。
デバッガーによりシステムがリセットされ、FPGA がプログラムされて初期化され、アプリ
ケーションのソフトウェアのみのバージョンが実行されます。この後、パフォーマンス デー
タが収集されて、パフォーマンス見積もりレポートを表示するのに使用されます。

3: パフォーマンスの見積もり
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注記: [Summary] セクションには、ハードウェアで関数をアクセラレーションすることによる全体的なス
ピードアップ見積もりは 2.13 と記述されます。 [Details] セクションには、関数自体がソフトウェアでは
なくハードウェアで実行される場合、56 倍のスピードアップになることが記述されます。 

全体的なスピードアップ比較のスコープ変更
パフォーマンス、スピードアップ、およびリソース見積もりレポートのサマリには、最上位関数
(perf root) のスピードアップの見積もりが示されます。この関数は、デフォルトで main に設
定されますが、たとえばバッファーの割り当て、初期化、設定など、この比較から除外するコー
ドがあることもあります。その他の関数を考慮する際に全体的なスピードアップを確認する場
合は、パフォーマンス見積もりフローのルートとして別の関数を指定します。このフローは、ハ
ードウェア アクセラレーションに選択したすべての関数がルートの子である場合に使用できま
す。
1. [SDx Project Settings] ウィンドウで [Root function] フィールドの参照ボタンをクリックし、
見積もりフローのルートを main ではなく別の関数に変更します。
次の図に示すように、その関数のアイコンの左上に小さな R が表示されます。選択した関数
は、ハードウェア アクセラレーションに選択された関数の親です。

3: パフォーマンスの見積もり
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2. [Project Explorer] タブでプロジェクトを右クリックして [Clean Project] をクリックし、[Build
Project] をクリックします。[SDx Project Settings] で [Estimate performance] をオンにし、見
積もりレポートを生成し直して、選択した関数の基づいて全体的なスピードアップの見積も
りを取得します。

その他の演習
注記: このセクションの手順は、オプションです。
アプリケーションのターゲット OS として Linux を使用する場合に、パフォーマンス見積もりフ
ローを使用する方法について説明します。
Linux でのパフォーマンス見積もりフローの使用
Linux でパフォーマンス見積もりフローを使用する手順は、次のとおりです。
1. [Matrix Multiplication and Addition] デザイン テンプレートを使用して、プラットフォームを

[zc702]、システム コンフィギュレーションを [Linux SMP] に指定して、新しい SDx™ IDE プ
ロジェクト (lab2_linux) を作成します。

2. [lab2_linux] タブをクリックします。タブが表示されていない場合は [Project Explorer] タブ
で lab2_linux プロジェクトの project.sdx をダブルクリックします。[HW functions] パ
ネルで madd および mmult 関数が既にハードウェア用にマークされていることを確認しま
す。SDx 環境のテンプレート プロジェクトには、ハードウェア関数をマークするプロセスを
自動化するための情報が含まれています。

3. [HW functions] パネルに関数がリストされていない場合は、[Add HW Functions] アイコン
 をクリックして、ハードウェア関数を指定するダイアログ ボックスを起動します。

[Matching elements] で Ctrl キーを押しながら madd および mmult 関数をクリックし、
[Qualified name and location] リストに表示されるようにします。

4. [SDx Project Settings] の [Options] パネルで [Estimate performance] をオンにします。これ
により、現在のビルド コンフィギュレーションでパフォーマンス見積もりフローがオンにな
ります。
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5. [Build] アイコンには、ビルド コンフィギュレーションを選択するドロップダウン リストが
あります。[Build] アイコンをクリックするとプロジェクトがビルドされ、[Estimate
performance] がオンになっているとパフォーマンス見積もりフローが実行されます。[Build]
をクリックします。
SDx IDE でプロジェクトがビルドされます。ビルド プロセスのステータスを示すダイアロ
グ ボックスが表示されます。

6. この演習には、ボードに接続されたイーサネット ケーブルも必要です。ボードがイーサネッ
ト ケーブルを使用してイーサネット ルーターに接続されているか、コンピューターのイーサ
ネット ポートに直接接続されていることを確認します。まず、ビルド コンフィギュレーショ
ンの下の sd_card フォルダーの内容を SD カードにコピーして、ボードを起動します。シ
リアル ターミナルも接続されていることを確認します。

注記: シリアル ポートの設定は、115200、8-N-1、ハードウェア フロー制御なしにします。ZC702 の場
合、Windows デバイス マネージャまたは TeraTerm ターミナル エミュレーション プログラムと同じよう
に、これらの設定を Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge に接続された Host PC COM ポートに適用
します。
7. Linux のブート ログがターミナルに表示されます。ボードのイーサネットを設定します。

a. ネットワークに接続されているボードがある場合は、「Sending select for
172.19.73.248…Lease of 172.19.73.248 obtained」のような、ボードに割り
当てられた IP アドレスがレポートされている行を見つけます。ターミナルで
「ifconfig」と入力しても、ターゲット ボードの IP アドレスを入手できます。
ifconfig eth0 コマンドを使用する場合、inet addr フィールドの隣に表示される番号
がターゲット ボードの Linux IP アドレスです。 

b. コンピューターにイーサネット ケーブルが直接接続されている場合は、IP アドレスを正
しく設定する必要があります。コンピューターは、イーサネット アダプターが ZC702 ボ
ードと同じサブネットワークにあるように設定する必要があります。Windows ホスト
システムで [コントロール パネル] → [ネットワークと共有センター] をクリックし、
Ethernet リンクをクリックして、イーサネット アダプターの [Ethernet Status] ダイアロ
グ ボックスを開きます。[プロパティ] ボタンをクリックします。[インターネット プロ
トコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。[全
般] タブで [次の IP アドレスを使う] をオンにして「192.168.0.1」と入力します。
Subnet マスクの場合は、「255.255.255.0」と入力します。 [OK] をクリックします。す
べてのダイアログ ボックスを閉じます。ターゲット ボードで IP アドレスを設定するに
は、ウィンドウの右下の [Terminal 1] タブをクリックしてターミナルに接続します。緑の
接続アイコンをクリックして、ターミナルをターゲット ボードに接続します。シリアル
ポートの設定は、適切な COM ポートで、ボー レート 115200、データ ビット 8、停止
ビット 1、パリティなし、フロー制御なしにします。Linux ブート ログがターミナルに表
示されます。 ターミナル プロンプトが表示されたら、ifconfig eth0 192.168.0.2
と入力して IP アドレスを設定します。

注記: このアドレスは、次の手順で使用します。プロンプトのターミナル ウィンドウでスクロールしても
この文が見つからない場合は、ifconfig コマンドを実行すると、ボードの IP アドレスを取得できま
す。
8. SDx IDE に戻り、[Target Connections] タブで [Linux TCF Agent] を展開表示して [Linux

Agent (default)] を右クリックし、[Edit] をクリックします。
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9. [Target Connection Details] ダイアログ ボックスで IP アドレス (次に示すようなターゲット
ボードの IP アドレス、またはターゲット ボードが直接コンピューターに接続されている場
合は 192.168.0.2) とポート (1534) を設定して [OK] をクリックします。

注記: [Host] フィールドには、TCF エージェントを実行するターゲット ボードの IP アドレスが含まれま
す。 

10. [SDSoC Report Viewer] タブを開きます。
11. [Click Here] リンクをクリックして、ボードのアプリケーションを起動します。

[Run application to get its performance] ダイアログ ボックスが表示されます。
12. [Linux Agent] 接続を選択し、[OK] をクリックします。

SDx IDE でアプリケーションのソフトウェアのみのバージョンが実行されます。この後、パ
フォーマンス データが収集されて、パフォーマンス見積もりレポートを表示するのに使用さ
れます。
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第 4 章

アプリケーション コードの最適化
演習 3: アプリケーション コードの最適化
このチュートリアルでは、SDx 環境で生成されたハードウェア/ソフトウェア システムを最適化
するためにコードを変更する方法について説明します。ビルド エラーの詳細を確認して、コー
ドを修正する方法についても説明します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: この演習は、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDSoC 環境プロジェクトを作成する際に、推
奨されている [Matrix Multiplication and Addition] テンプレートが見つからない場合は、ボードと使用可能
なアプリケーションの 1 つを選択してください。たとえば、より小型の Zynq-7000 デバイスを含む
MicroZed ボードなどのボードの場合、使用可能なテンプレートに [Matrix Multiplication and Addition
(area reduced)] アプリケーションがリストされます。このチュートリアルでは、ボード上でアプリケーシ
ョンを実行することはありません。ZC702 の手順に従うことで、学習目標が達成できるようになっていま
す。
システム ポートおよび DMA の概要
Zynq®-7000 All Programmable SoC デバイス システムでは、ARM A9 プロセッサがアクセスす
るメモリに、オンチップ キャッシュと大型のオフチップ DDR メモリの 2 レベルがあります。プ
ログラマブル ロジック側からは、ハードウェア デザインが作成されます。このハードウェア デ
ザインには、ハードウェア関数がシステム インターフェイス ポートを介してプロセッサ システ
ム メモリにデータを直接読み書きできるように、ダイレクト メモリ アクセス (DMA) ブロック
が含まれることがあります。
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次の簡略化された図に示すように、Zynq デバイスのプロセッシング システム (PS) ブロックには
3 種類のシステム ポートが含まれ、プロセッサ メモリから Zynq デバイスのプログラマブル ロ
ジックにデータを転送するために使用されます。これらの 3 種類のシステム ポートは、ハード
ウェアがコヒーレント方式でプロセッサの L2 キャッシュに直接アクセスできるようにするアク
セラレータ コヒーレンシ ポート (ACP)、Asynchronous FIFO Interface (AFI) を使用してプロセッ
サ キャッシュをバイパスしてハードウェアから DDR メモリまたはオンチップ メモリにダイレ
クト バッファー アクセスを提供するハイ パフォーマンス ポート 0 ～ 3 (HP0 ～ 3)、およびプロ
セッサがハードウェア レジスタに対して読み出し/書き込みを実行できるようにする汎用 I/O
(GP0/GP1) です。

図 1:   メモリ アクセス ポートとメモリを示した Zynq + DDR の簡略図

Zynq Programmable Logic (PL)

ARM A9
Processor

L2 Cache
Memory

Memory
Controller

DMA1 DMA2

Hardware
Function1

Hardware
Function2

DDR
Memory

GPx ACP HPx/AFI

Zynq Processing System (PS)

X14709-011918

ARM A9 プロセッサで実行されるソフトウェアがハードウェア関数を呼び出す場合、実際には
sds++ で生成されたスタブ関数が呼び出され、3 種類のシステム ポート (GPx、ACP、AFI) を介
してプロセッサ メモリからデータをハードウェア関数に送信し、ハードウェア関数からプロセ
ッサ メモリにデータを戻す下位ドライバーが呼び出されます。
次の表に、これらのシステム ポートとその特性を示します。sds++ コンパイラでは、データ転
送に最適なシステム ポートが自動的に選択されますが、プラグマを使用してこの選択を変更す
ることもできます。

システムポート 特性
ACP ハードウェア関数には、PS L2 キャッシュを介して DDR にキャッシュ コヒーレンシ アクセスがあります。
AFI (HPx) ハードウェア関数には、PS メモリ コントローラーを介して DDR に非キャッシュ コヒーレンシ アクセスがあります。
GP プロセッサがハードウェア関数のデータを直接読み出し/書き込み。大型データ転送には不向き。
MIG ハードウェア関数は、MIG IP メモリ コントローラーを介して PL から DDR にアクセスします。
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注記: 最適化の詳細は、『SDSoC 環境プロファイリングおよび最適化ガイド』 (UG1235) を参照してくださ
い。
チュートリアルの目標
このチュートリアル (lab3) を終了すると、次ができるようになります。
• プラグマを使用してデータ転送用の ACP または AFI ポートを選択
• SDSoC 環境のエラー検出とレポート機能を確認。
その他の演習を実行すると、次も学ぶことができます。
• プラグマを使用してハードウェア関数の引数に別のデータ ムーバーを選択
• sds_alloc() の使用について理解
• プラグマを使用してハードウェア関数から転送またはハードウェア関数へ転送されるデータ
エレメント数を制御。

新規プロジェクトの作成
1. [Matrix Multiplication and Addition] デザイン テンプレートを使用して、[ZC702 platform] お
よび [Linux] システム コンフィギュレーションで新しい SDx™ IDE プロジェクト (lab3) を作
成します。

2. [lab3] タブをクリックして [SDx Project Settings] を開きます。タブが表示されていない場合
は、[Project Explorer] タブの [lab3] プロジェクトの下の project.sdx ファイルをダブルク
リックします。

3. [HW functions] パネルには、madd および mmult 関数がハードウェア アクセラレーション
用にマークされた関数のリストに表示されます。

4. 最高のランタイム パフォーマンスにするには、[Active Build Configuration] オプションをク
リックして [Release] を選択して [Release] コンフィギュレーションに切り替えます。また
は、[Build] アイコンから [Release] を選択するか、プロジェクトを右クリックして [Build
Configurations] → [Set Active] → [Release] をクリックします。[Release] ビルド コンフィギュ
レーションでは、[Debug] ビルド コンフィギュレーションよりも高いコンパイラ最適化設定
が使用されます。

システム ポートの指定
sys_port プラグマを使用すると、SDSoC システム コンパイラ ポートの代わりに、ACP また
は Zynq-7000 AP SoC Processing System (PS) の AFI ポートのいずれかを選択してプロセッサ メ
モリにアクセスできます。
1. SDx システム コンパイラで生成されるシステムの構造を検証するために SD カードのブー
ト イメージを生成する必要はないので、プロジェクト リンカー オプションをビットストリ
ーム、ブート イメージ、ビルドが生成されないように設定します。
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a. [lab3] タブをクリックして [SDx Project Settings] を開きます。
b. [Generate bitstream] および [Generate SD card Image] チェック ボックスをオフにしま
す。

2. [Project Explorer] タブのプロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして [Build Project]
クリックします。

3. ビルドが終了したら、[Reports] パネルで [Data Motion Network Report] をクリックして、デ
ータ モーション ネットワーク レポートを確認します。このレポートには、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を記述する表が含まれます。
一番右の [Connection] 列には、行列乗算の入力配列に割り当てられた DMA のタイプ
(AXIDMA_SIMPLE= simple DMA) と使用された Processing System 7 IP ポートが示されま
す。次の図は、sys_port プラグマを追加する前の data_motion.html ファイルの一部を
表示しています。

4. sys_port プラグマを追加します。
a. [Project Explorer] タブで src フォルダーの下の mmultadd.h ファイルをダブルクリッ
クしてソース エディターでファイルを開きます。
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b. mmult 関数の宣言直前に、次を挿入して、各入力配列それぞれに異なるシステム ポート
を指定します。
#pragma SDS data sys_port(A:ACP, B:AFI)

c. ファイルを保存します。
5. プロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして [Build Project] をクリックします。
6. ビルドが終了したら、データ モーション ネットワーク レポート (data_motion.html ファ
イル) を表示しているタブをクリックします。

7. [Data Motion Network Report] ペイン内をクリックし、コンテキスト メニューから [Refresh]
をクリックします。

[Connection] 列に、行列乗算の各入力/出力配列に割り当てられたシステム ポートが表示さ
れます。

8. プラグマ #pragma SDS data sys_port(A:ACP, B:AFI) を削除してファイルを保存
します。
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エラーのレポート
次の手順を実行してエラーを発生させることができます。SDx IDE でエラーがどのように示さ
れるかを確認してください。
1. src フォルダーからソース ファイル main.cpp を開き、ファイルの最後の方にある

std::cout 文の最後のセミコロン (;) を削除します。
行の左端に黄色のボックスが表示されます。

2. 黄色のボックスにカーソルを置くと、ツール ヒントにセミコロンが足りないことが示されま
す。

3. セミコロンを挿入すると、黄色のボックスは消えます。
4. std::cout を std::cou に変更し、行の左端にピンク色のボックスが表示されることを確
認します。

5. ピンク色のボックスにカーソルを置くと、正しい表記 std::cout が表示されます。

6. std::cou を std::cout に変更してエラーを修正します。
7. main() で使用される変数を宣言する行をコメントアウトして、別のエラーを発生させます。

8. プロジェクトを保存してビルドします。ビルドが終了するまで待つ必要はありません。
9. コンソールをスクロールすると、エラー メッセージを確認できます。Release/_sds/

reports/sds_main.log および Release/_sds/reports/sds_mmult.log ファイル
を開いて、詳細なエラー レポートを確認します。
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10.変数が宣言されている行をコメントアウトします。

その他の演習
注記: このセクションの手順は、オプションです。
Linux がアプリケーションのターゲット OS として使用される場合、アプリケーションのメモリ
割り当ては Linux とサポートされるライブラリで処理されます。スコープ内のスタックで配列
を宣言する場合 (int a[10000];) や、標準の malloc() 関数を使用してダイナミックに割り
当てる場合は、プロセッサと Linux により提供される仮想アドレス空間の連続するメモリのセク
ションが取得されます。このバッファーは、通常物理アドレス空間の複数の不連続ページに分割
され、Linux でソフトウェアがその配列にアクセスするたびに仮想/物理アドレス変換が自動的に
処理されます。ただし、ハードウェア関数および DMA は物理アドレス空間にのみアクセスでき
るので、ソフトウェア ドライバーは各配列を仮想アドレスから物理アドレスに明示的に変換し、
この物理アドレスを DMA またはハードウェア関数に供給する必要があります。各配列が物理
アドレス空間の複数の不連続ページに分散していることがあるので、ドライバーは DMA に物理
ページ アドレスのリストを供給する必要があります。1 つの配列用にページのリストを処理で
きる DMA はスキャッター ギャザー DMA と呼ばれ、1 つの物理アドレスのみを処理できる
DMA はシンプル DMA と呼ばれます。シンプル DMA は、エリアとパフォーマンスの面ではス
キャッター ギャザー DMA よりも安価ですが、sds_alloc() という特別のアロケーターを使用
して各配列ごとに物理的に隣接するメモリを取得する必要があります。
演習 1 では、mult_add テンプレートを使用してシンプル DMA を使用できるようにしていま
す。次の演習では、プラグマを使用してスキャッター ギャザー DAM や AXIFIFO などのほかの
データ ムーバーが使用されるようにします。ソース コードで sds_alloc() を malloc() に
を変更し、スキャッター ギャザー DMA が自動的に選択されることを確認します。
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データ ムーバー選択の制御
この演習では、lab3 のソース コードにデータ ムーバー プラグマを追加して、ハードウェアとソ
フトウェア間での配列の転送に使用するデータ ムーバーを指定します。その後プロジェクトを
ビルドして、生成されたレポート (data_motion.html) を確認して、これらのプラグマの効果
を確認します。ビルドでハードウェアが合成されないように、ビットストリームおよびブート
ファイルの生成はオフにしておきます。
データ ムーバー プラグマを追加して各配列に使用されるデータ ムーバーのタイプを指定する
には、次の手順に従います。
1. [Project Explorer] タブで lab3/src の下の mmultadd.h をダブルクリックします。
2. mmult 関数宣言の上に次の行を挿入して各配列に別のデータ ムーバーを指定し、ファイル
を保存します。
#pragma SDS data data_mover(A:AXIDMA_SG, B:AXIDMA_SIMPLE, C:AXIFIFO)

3. プロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして、[Build Project] をクリックします。
重要: ビルド プロセスが完了するまでに、約 5 ～ 10 分かかります。
4. ビルドが完了したら、[Project Explorer] の [Reports] タブで [Data Motion Report] をダブルク
リックして開きます。
一番右の [Connection] 列に、行列乗算の各入力/出力配列に割り当てられたデータ ムーバー
が示されます。

注記: [Pragmas] 列には、使用されたプラグマがリストされます。AXIFIFO データ ムーバーは
M_AXI_GP0 ポートに割り当てられ、その他 2 つのデータ ムーバーは S_AXI_ACP に関連付けられてい
ます。

5. 手順 2 で入力したプラグマ #pragma SDS data data_mover(A:AXIDMA_SG,
B:AXIDMA_SIMPLE, C:AXIFIFO) を削除し、ファイルを保存します。
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sds_alloc() を malloc() に変更
この演習では、lab3 のソース ファイルで sds_alloc() を malloc() に変更し、データ ムー
バーがシンプル DMA からスキャッター ギャザー DMA に変更されることを確認します。
1. [Project Explorer] タブで src フォルダーの下の main.cpp をダブルクリックし、ソース エデ
ィター ビューで開きます。

2. バッファーが sds_alloc() で割り当てられている行をすべて検索して、sds_alloc() を
malloc() に置き換えます。また、すべての sds_free() 呼び出しも free() に置換しま
す。

3. ファイルを保存します。
4. プロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして、[Build Project] をクリックします。
重要: ビルド プロセスが完了するまでに、約 5 ～ 10 分かかります。
5. ビルドが完了したら、[Project Explorer] タブで Release/_sds/reports/

data_motion.html をダブルクリックして開きます。
6. 一番右の [Connection] 行に、行列乗算の入力配列に割り当てられた DMA のタイプ

(AXIDMA_SG = スキャッター ギャザー DMA) と使用された Processing System 7 IP ポート
(S_AXI_ACP) が示されます。[Accelerator Callsites] の表には、各転送に使用されるメモリ割
り当てが連続なのか、ページなのかが示されます。

7. 手順 2 の変更をすべて取り消して、ファイルを保存します。

転送されるデータ量を制御するプラグマの追加
この演習では、別のテンプレートを使用してコピー プラグマを使用する方法を示します。この
テンプレートでは、M と呼ばれる追加のパラメーターが行列乗算関数に渡されます。このパラメ
ーターを使用すると、最大 32*32 までの任意サイズ M*M の正方行列 2 つを乗算する行列乗算関
数を使用できます。この行列の最上位の割り当てにより、最大 32x32 までのサイズの行列が作
成されます。SDSoC™ では、M パラメーターで行列乗算関数で乗算する行列のサイズが指定さ
れ、data copy プラグマで最大の行列サイズではなく、実際の行列サイズに相当するデータ量を
転送することが指定されます。
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1. SDx 環境を起動し、可変データ サイズを使用する行列乗算デザイン (matrix multiplication
with variable data size) テンプレートを使用して、ZC702 と Linux プラットフォーム用の新し
いプロジェクトを作成します。
a. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
b. New Project ウィザードにプロジェクトの名前 (たとえば lab3a) を入力します。
c. [zc702] および [Linux] を選択します。
d. [Next] をクリックします。
e. [Available Templates] から [Matrix Multiplication Data Size] を選択し、[Finish] をクリック
します。

f. mmult_accel ファンクションはハードウェア アクセラレーション用にマークされてい
ることに注意してください。

2. [Options] パネルで [Generate bitstream] と [Generate SD Card Image] をオフにして、ビット
ストリームとブート ファイルが生成されないようにプロジェクトを設定します。

3. data copy プラグマがコードに含まれています。data copy プラグマを確認するには、
[Project Explorer] タブで mmult_accel.h (src フォルダーの下) をダブルクリックしてソース
エディター ビューで開きます。
次のように、各配列に異なるデータ コピー サイズを指定します。プラグマでは、関数のス
カラー引数のどれでも使用してデータ コピー サイズを指定できます。ここでは、サイズを指
定するのに M を使用しています。
#pragma SDS data copy(A[0:M*M], B[0:M*M], C[0:M*M])
#pragma SDS data access_pattern(A:SEQUENTIAL, B:SEQUENTIAL, 
C:SEQUENTIAL) 
void mmult_accel (float A[N*N],
                  float B[N*N],
                  float C[N*N],
                  int M);

4. プロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして、[Build Project] をクリックします。
5. ビルドが完了したら、[Project Explorer] の [Reports] タブで [Data Motion Network Report] を
ダブルクリックして開きます。

6. 右から 2 番目の [Pragmas] 列に、各配列のデータ転送の長さが表示されます。2 つ目の表に
は、各ハードウェア関数呼び出しサイトの転送サイズが示されます。
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第 5 章

アクセラレータの最適化
演習 4: 指示子を使用したアクセラレータの最適
化
この演習では、プロジェクト内のソースを変更して、生成したハードウェアのパフォーマンスへ
の Vivado HLS プラグマの影響について確認します。詳細は、『SDSoC 環境プロファイリングお
よび最適化ガイド』 (UG1235) (UG1235) を参照してください。
1. [Matrix Multiplication and Addition] デザイン テンプレートを使用して、[ZC702 Platform] お
よび [Linux] システム コンフィギュレーションで新しい SDx™ 環境プロジェクト (lab4) を作
成します。

2. [lab4] タブをクリックして [SDx Project Settings] を開きます。タブが表示されていない場合
は、[Project Explorer] タブの [lab4] プロジェクトの下の project.sdx ファイルをダブルク
リックします。

3. [HW functions] パネルには、madd および mmult 関数がハードウェア アクセラレーション
用にマークされた関数のリストに表示されます。

4. 最高のランタイム パフォーマンスにするには、[Active Build Configuration] オプションをク
リックして [Release] を選択して [Release] コンフィギュレーションに切り替えます。また
は、[Build] アイコンから [Release] を選択するか、プロジェクトを右クリックして [Build
Configuration] → [Set Active] → [Release] をクリックします。[Release] ビルド コンフィギュ
レーションでは、[Debug] ビルド コンフィギュレーションよりも高いコンパイラ最適化設定
が使用されます。

5. [Project Explorer] タブで src フォルダー下の mmult.cpp をダブルクリックして、ソース エ
ディター ビューを開きます。

6. HLS pipeline および HLS array_partition プラグマが記述されている行を見つけま
す。

7. これらのプラグマの行をコメントアウトします。

5: アクセラレータの最適化

 40
UG1028 (v2017.4) 2018 年 01 月 26 日  japan.xilinx.com  [placeholder text]

https://japan.xilinx.com/cgi-bin/docs/rdoc?v=2017.4;d=ug1235-sdsoc-optimization-guide.pdf
https://japan.xilinx.com
https://japan.xilinx.com/about/feedback.html?docType=Tutorials&docId=UG1028&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312481%3B%26%2312517%3B%26%2312540%3B%26%2312488%3B%26%2312522%3B%26%2312450%3B%26%2312523%3B%3A%20%26%2327010%3B%26%2335201%3B&releaseVersion=2017.4&docPage=40


8. ファイルを保存します。
9. プロジェクトの最上位フォルダーを右クリックして、[Build Project] をクリックします。
10.ビルドが終了したら、lab4/Release/sd_card の内容を SD カードにコピーします。
11. SD カードを ZC702 ボードに挿入し、ボードに電源を投入します。
12. SDx IDE の [Terminal] タブのシリアル ターミナルからボードに接続します。+ アイコンをク
リックして設定を開きます。

13.ボードが起動したら、Linux プロンプトでアプリケーションを実行します。「/mnt/
lab4.elf」と入力します。
プラグマがコメントアウトされていたときのパフォーマンスと比較すると (lab1 の結果と比
較すると)、array_partition プラグマにより配列の要素を並列に読み出せるようになっ
たので、内部ループのメモリ帯域幅が増加したことがわかります。pipeline プラグマでは、
ループのパイプライン処理が実行され、ループの複数の反復が並列に実行されるようなった
ことがわかります。
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演習 5: タスク レベルのパイプライン
この演習では、SDx IDE で生成されたハードウェア/ソフトウェア システムをタスク レベルのパ
イプライン処理を使用して最適化するためにコードを変更する方法について説明します。パイ
プライン処理のパフォーマンスに対する影響を確認します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDSoC 環境プロジェクトを作成す
る際に、ボードを選択してください。このチュートリアルでは、ZC702 のアプリケーション用に作成され
たソース ファイルを追加するように記述されています。ボードにより小型の Zynq-7000 デバイスが含ま
れる場合は、ソース ファイルを追加した後に mmult_accel.cpp ファイルを編集して、リソース使用
率を減らしてください。たとえば、アクセラレータ ソース ファイルの場合は、
#pragma_HLS_array_partition で block factor=16 と設定されていますが、block
factor=8 と設定します。

タスクのパイプライン処理
アプリケーションにアクセラレータへの呼び出しが複数ある場合、これらの呼び出しをパイプラ
イン処理して、設定およびデータ通信とアクセラレータ計算が並列処理されるように構成できま
す。行列乗算アプリケーションの場合は、次のイベントが実行されます。
1. 行列 A と B がメイン メモリからアクセラレータのローカル メモリに転送されます。
2. アクセラレータが実行されます。
3. 結果 C がアクセラレータからメイン メモリに戻されます。
次の図の左側に行列乗算デザイン、右側に順次実行される連続した 2 つの呼び出しに対するこ
れらのイベントのタイムチャートを示します。
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図 2:   行列乗算呼び出しの順次実行
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次の図に、これら 2 つの呼び出しをパイプライン処理して実行した場合を示します。2 番目の呼
び出しのデータ転送は、最初の呼び出しのデータ転送が終わるとすぐに開始し、最初の呼び出し
の実行と同時に実行されます。ただし、パイプライン処理をイネーブルにするには、アクセラレ
ータが 1 つ目の引数セットを使用して計算を実行している間、2 番目の引数セットを格納してお
くローカル メモリが必要です。SDSoC 環境では、ユーザーの指定に基づき、このためにマルチ
バッファーと呼ばれるメモリが生成されます。

図 3:   行列乗算呼び出しのパイプライン実行

A

B

C

MM
Accelerator

A B Compute C

A B Compute C

X14706_060515

タスク レベルのパイプライン処理を指定するには、async(id) および wait(id) プラグマを
使用して呼び出しコードを記述し直す必要があります。SDSoC 環境には、async プラグマの使
用方法を示すサンプルが含まれており、このチュートリアルではこの行列乗算パイプライン処理
のサンプルを使用します。行列乗算サンプルでのタスクのパイプライン処理を参照してくださ
い。
チュートリアルの目標
このチュートリアルを終了すると、次ができるようになります。
• SDx IDE 環境を使用してタスク レベルのパイプライン処理を実行することにより、アプリケ
ーションを実行時間を短縮するよう最適化。

• アクセラレータでの計算と入力および出力通信を同時に実行するアクセラレータへのパイプ
ライン呼び出しのパフォーマンスに対する影響を確認。
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行列乗算サンプルでのタスクのパイプライン処理
SDx IDE には、タスク レベルのパイプライン処理をインプリメントする async プラグマの使用
方法を示す行列乗算のパイプライン処理のサンプルが含まれています。この演習では、この手法
を使用することによるランタイムの向上を確認します。
1. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックし、新しい SDx プロジェクト (lab5) を作成します。

[Project name] に「lab5」と入力し、[Platform] に [zc702]、[System Configuration] に [Linux]
を選択して [Next] をクリックします。

2. 選択したプラットフォーム用のソース コード例をリストする [Templates] ページが表示され
ます。[Available Templates] から [Empty Application] を選択し、[Finish] をクリックします。

3. 使用しているオペレーティング システムのファイル マネージャーを使用して <path to
install>/SDx/2017.4/samples/mmult_pipelined を開き、そのディレクトリにある
ソース ファイル (mmult_accel.cpp、mmult_accel.h、mmult.cpp) を作成したプロジ
ェクトの src フォルダー (例: ./lab5/src) にコピーします。

4. SDx で [lab5] をクリックして、コンテキスト メニューから [Refresh] をクリックします。こ
れで前の段階でコピーしたすべてのソースがプロジェクトに追加されます。

5. ビルド コンフィギュレーションを [Release] に変更します。
6. mmult_accel.cpp ファイルの mmult_accel 関数を、[SDx Project Settings] で [Add HW

Functions] アイコンをクリックするか、[Project Explorer] タブで右クリックして [Toggle
HW/SW] をクリックしてマークします。

7. プロジェクトをビルドします。
8. sd_card フォルダーのファイルを SD カードにコピーし、ターミナルを設定して、ボード上
で生成されたアプリケーションを実行します。アプリケーションの引数としてパイプライ
ン段数を指定する必要があります。パイプラン段数を 1、2、および 3 に設定してアプリケ
ーションを実行し、パフォーマンスを記録します。
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第 6 章

デバッグ
演習 6: デバッグ
このチュートリアルでは、SDx IDE でインタラクティブ デバッガーを使用する方法を示します。
まず、デザインのターゲットをスタンドアロン オペレーティング システムまたはプラットフォ
ームに設定し、SDx IDE を使用してスタンドアロン アプリケーションを実行して、アプリケー
ションをデバッグします。
このチュートリアルでは、アクセラレーションされたシステムで実行しているアプリケーション
をデバッグします。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDx プロジェクトを作成する際に、
推奨されている [Matrix Multiplication and Addition] テンプレートが見つからない場合は、ボードと使用可
能なアプリケーションの 1 つを選択してください。たとえば、より小型の Zynq-7000 デバイスを含む
MicroZed ボードなどのボードの場合、使用可能なテンプレートに [Matrix Multiplication and Addition
(area reduced)] アプリケーションがリストされます。このチュートリアルの学習目標は、どのアプリケー
ションでも達成できるようになっています。
チュートリアルの目標
このチュートリアルを終了すると、次ができるようになります。
• SDx IDE を使用して、スタンドアロン アプリケーションをダウンロードして実行。
• オプションで SDx IDE でソース コードをステップ スルーして、さまざまなレジスタおよびメ
モリを確認。(ARM A9 で実行するコードに制限され、ハードウェア関数に変換されたコード
には適用されない)。
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ボードの設定
ボードの UART ポートに接続するには mini USB ケーブルが必要です。これにより SDx IDE の
シリアル ターミナルに通信できるようになります。ボードの Digilent ポートに接続するには
Micro USB ケーブルも必要で、これによりビットストリームおよびバイナリをダウンロードでき
ます。最後に、SD カードから起動できるように、SD カード スロットのサイドのジャンパーが
正しく設定されているかどうか確認します。
1. mini USB ケーブルを UART ポートに接続します。
2. JTAG モードが Digilent ケーブルを使用するように設定されており、Micro USB ケーブルが接
続されていることを確認します。

3. DIP スイッチ (上の図の赤丸) を SD ブート モードに設定します。SD カードは挿入しないで
ください。

4. ボードに電源を投入します。
Windows で USB-UART ドライバーと Digilent ドライバーがインストールされるようにし、
SDx IDE がボードと通信できるようにします。

重要: ボードのジャンパーが SD ブートまたは JTAG ブートに設定されていることを確認しま
す。このようにしておかないと、ボードが QSPI ブートなどのその他のモードでパワーアップ
し、QSPI デバイスまたはその他のブート デバイスからこの演習に関係のないものが読み込まれ
てしまいます。
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スタンドアロン プロジェクトの作成
[Matrix Multiplication and Addition] デザイン テンプレートを使用して ZC702 プラットフォー
ムおよびスタンドアロン OS の新しい SDx™ プロジェクト (lab6) を作成します。
SDx IDE でスタンドアロン プロジェクトを作成する手順は、次のとおりです。
1. SDx IDE が起動します。
2. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
3. [Project Type] ページでは、 [Application Project] が デフォルトでオンになっています。

[Next] をクリックします。
4. [Project name] フィールドにプロジェクト名を指定します (例: lab6)。[Next] をクリックし
ます。

5. [Platform] から [zc702] を選択します。[Next] をクリックします。
6. [System Configuration] ドロップダウン リストから [Standalone] を選択します。[Next] をク
リックします。

7. [Available Templates] のリストから [Matrix Multiplication and Addition] を選択し、[Finish] を
クリックします。

8. [lab6] タブをクリックし (タブが表示されていない場合は [Project Explorer] ビューで
project.sdx ファイルをダブルクリック)、[SDx Project Settings] の [HW functions] パネル
で mmult および madd 関数がハードウェア関数としてマークされていることを確認しま
す。

9. ハードウェア関数としてマークされていない場合は、[Add HW Functions] ボタン  をクリ
ックしてダイアログ ボックスを開き、ハードウェア関数としてマークします。[Matching
elements] リストで Ctrl キーを押しながら mmult と madd 関数をクリックして選択します。
[OK] をクリックして、両方の関数を [HW functions] セクションに追加します。

10. [Project Explorer] タブでプロジェクトを右クリックし、[Build Project] をクリックします。
SDx によりプロジェクトがビルドされます。ビルド プロセスのステータスを示すダイアロ
グ ボックスが表示されます。

デバッグ コンフィギュレーションの設定
デバッグ コンフィギュレーションを設定するには、次の手順に従います。
1. [Project Explorer] ビューで lab6 プロジェクトの Debug フォルダーに含まれる ELF (.elf)
ファイルをクリックし、ツールバーの [Debug] ボタンをクリックするか、[Debug] ボタンの
プルダウン メニューから [Debug As] → [Launch on Hardware (SDx Application Debugger)]
をクリックします。または、プロジェクトを右クリックし、[Debug As] → [Launch on
Hardware (SDx Application Debugger)] をクリックします。[Confirm Perspective Switch] ダ
イアログ ボックスが表示されます。

重要: プロジェクトをデバッグする前にボードのスイッチがオンになっていることを確認してく
ださい。
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2. [Yes] をクリックして [Debug] パースペクティブに切り替えます。
これで、SDx IDE が [Debug] パースペクティブになりました。デバッガーによりシステムが
リセットされ、デバイスがプログラムおよび初期化され、main 関数でブレークされます。
中央のパネルにソース コード、右上のパネルにローカル変数、右下のパネルに SDx ログが
表示されます。

3. アプリケーションを実行する前に、シリアル ターミナルをボードに接続して、プログラムか
らの出力が表示されるようにする必要があります。[Connection Type]: Serial、[Port]:
COM<n>、[Baud Rate]: 115200 ボーに設定します。

アプリケーションの実行
[Resume] アイコン  をクリックしてアプリケーションを実行し、出力をターミナル ウィン
ドウで確認します。

注記: ソース コード ウィンドウに _exit 関数が表示され、[Terminal] タブに行列乗算アプリケーション
からの出力が表示されます。

その他の演習
注記: このセクションの手順は、オプションです。
アプリケーションを使用したデバッグ/ステップの方法、Linux アプリケーションのデバッグ方法
について説明します。
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コードのステップ スルー
[Debug] パースペクティブには、この演習では説明しなかったその他多くの機能が含まれます。
最も重要なのは、デバッグするコードをステップ スルーする機能です。
1. lab6 の [Debug] ビュー (Debug_lab6.elf を使用した System Debugger) でデバッグ階層
を右クリックし、[Disconnect] をクリックします。

2. 最上位のデバッグ フォルダーをもう 一度右クリックして、[Remove all Terminated] をクリッ
クします。

3. バグ アイコンをクリックしてデバッガーを起動し、[step-into]、[step-over]、[step-return] ボ
タンを使用してコードをステップ スルーします。

4. コードをステップ スルーしながら、さまざまな変数の値を確認します。

Linux アプリケーションのデバッグ
SDSoC 環境で Linux アプリケーションをデバッグするには、次の手順に従います。
1. プロジェクトを作成し (例: lab6_linux)、[Platform] に [zc702] を、[System Configuration] に

[Linux] を指定します。アプリケーション テンプレートのリストから [Matrix Multiplication
and Addition] を選択します。
詳細は、新規プロジェクトの作成を参照してください。

2. [SDx Project Settings] の [HW functions] の表で、mmult および madd 関数がハードウェア
インプリメンテーション用にマークされます。
詳細は、ハードウェア インプリメンテーション用の関数のマークを参照してください。

3. プロジェクトをビルドして実行ファイル、ビットストリーム、SD カード ブート イメージを
生成します。アクティブ ビルド コンフィギュレーションに [Debug] を使用します。
詳細は、ハードウェア アクセラレータを使用したデザインのビルドを参照してください。

4. ここでは、[Window] → [Show View] → [Other] をクリックし、[Terminal] → [Terminal] をクリ
ックして起動した SDSoC 環境ターミナルを使用します。[Terminal] タブをクリックし、設定
([Connection Type]: Serial、[Port]: COM<n>、[Baud Rate]: 115200 ボー) を確認します。
COM ポート設定が表示されるようにするには、ボードに電源を投入する必要があります。
• SD カードを挿入せずにボードに電源を投入します。
• [Terminal] タブの [Settings] アイコン  をクリックし、コンフィギュレーションを設定
し、[OK] をクリックします。

• ターミナルに接続されていることが示されます。赤い [Disconnect] アイコン  をクリ
ックしてボードからターミナルの接続を解除して、ボードの電源を切ります。

5. 生成した sd_card ディレクトリの内容を SD カードにコピーして、SD カードを ZC702 ボ
ードに挿入します。
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6. ボードがイーサネット ケーブルを使用してコンピューターに接続されていることを確認し
ます。ボードに電源を投入します。[Terminal] タブをクリックして、緑の [Connect] アイコン
をクリックして、ターミナルをボードに接続します。Linux のブート ログがターミナルに表
示されます。ターミナル プロンプトが表示されたら、ifconfig eth0 192.168.0.2 と
入力して IP アドレスを設定します。コンピューターは、イーサネット アダプターが ZC702
ボードと同じサブネットワークにあるように設定する必要があります。Windows ホスト シ
ステムで [コントロール パネル] → [ネットワークと共有センター] をクリックし、Ethernet
リンクをクリックして、イーサネット アダプターの [Ethernet Status] ダイアログ ボックスを
開きます。[プロパティ] ボタンをクリックします。[インターネット プロトコル バージョン
4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。[全般] タブで [次の IP アド
レスを使う] をオンにして「192.168.0.1」と入力します。[サブネット マスク] に対して
255.255.255.0 と入力します。[OK] をクリックします。すべてのダイアログ ボックスを
閉じます。
サブネットワークに既に 192.168.0.1 のデバイスが含まれる場合は、別のアドレスを選択
してください。192.168.0.x で始まるアドレスを使用できます。

7. SDx 環境に戻り、[Target Connections] パネルで [Linux TCF Agent] を展開表示して [Linux
Agent (default)] を右クリックし、[Edit] をクリックします。

8. [Target Connection Details] ダイアログ ボックスで IP アドレスとポート (1534) を設定しま
す。

9. [OK] をクリックします。
10. [Project Explorer] ビューで ELF ファイルをクリックして選択し、ツールバーの [Debug] アイ
コンをクリック (または [Debug] アイコンのプルダウン メニューから [Debug As] → [Launch
on Hardware (SDx Application Debugger)] をクリック) して、[Debug] パースペクティブに移
動してコードを実行またはステップ実行します。
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注記: アプリケーションの出力は [Terminal] タブではなく [Console] タブに表示されます。

演習 7: ハードウェア デバッグ
この演習では、プロジェクトを作成し、トレースをオンにし、アプリケーションを実行し、トレ
ース結果を表示して確認する方法を手順を追って説明します。このチュートリアルでは、ホスト
PC が直接 Zynq-7000 ボードに接続されており、ボードはザイリンクス ZC702 ボードであると
想定しています。このチュートリアルは、ほかのボードおよびコンフィギュレーションにも適用
できますが、詳細な手順は少し違う可能性もあります。このチュートリアルでは、既に SDx IDE
をインストールして GUI を起動してワークスペースを選択したものと想定して説明します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDx プロジェクトを作成する際に、
推奨されている [Matrix Multiplication] テンプレートが見つからない場合は、ボードと使用可能なテンプレ
ートの 1 つを選択してください。たとえば、より小型の Zynq-7000 デバイスを含む MicroZed ボードなど
のボードの場合、使用可能なテンプレートに [Matrix Multiplication (area reduced)] アプリケーションがリ
ストされます。このチュートリアルの学習目標は、どのアプリケーションでも達成できるようになってい
ます。

スタンドアロンまたはベアメタル プロジェクトのトレース
新規プロジェクトの作成方法、SDSoC トレース機能を有効にするようにプロジェクトを設定す
る方法、プロジェクトのビルド方法、ボード上でのアプリケーションの実行方法などを学ぶこと
ができます。
新規プロジェクトの作成
1. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
2. [Project Type] ページでは、デフォルトで [Application Project] ページがオンになっています。

[Next] をクリックします。
3. Create a New SDx Project ページで、[Project name] に mmult_trace と入力し、[Next] をク
リックします。

4. [Platform] ページで [zc702] を選択し、[Next] をクリックします。
注記: ZC702 ボード以外を使用している場合は、適切なプラットフォームを選択します。
5. [System Configuration] に [Standalone OS] を選択します。
6. [Available Templates] で [Matrix Multiplication Data Size] を選択し、[Finish] をクリックしま
す。
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7. [Project Explorer] ビューで三角形のアイコン  をクリックしてさまざまなフォルダーを展
開表示し、mmult.cpp ファイルを開きます。

8. テスト シンボル NUM_TESTS の数値を 256 から 10 に変更し、ファイルを保存して閉じま
す。

9. [SDx Project Settings] ([mmult_trace] タブ) の [HW functions] セクションで mmult_accel が
ハードウェアにインプリメントされるようマークされていることを確認します。
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[Options] セクションでトレース機能をオンにしてプロジェクト設定を変
更
1. [Project Settings] ウィンドウで [Enable event tracing] をオンにします。
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プロジェクトのビルド
1. [Build] ボタンをクリックし、プロジェクトをビルドします。これには多少時間がかかりま
す。
Vivado HLS ですべてのハードウェア関数がインプリメントされ、Vivado IP インテグレータ
ー デザインが作成されると、コンソールに「Inserted # hardware monitor cores」
というメッセージが表示されます。このメッセージは、デザインでトレース機能がイネーブ
ルになったことと、自動挿入されたハードウェア モニター コアの数を示します。
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ボードでのアプリケーションの実行
1. ビルドが終了したら、[Project Explorer] ビューでプロジェクトを右クリックし、[Run As] → 

[Trace Application (SDx Application Debugger)] をクリックします。
注記: [Debug As] をオンにするとブレークポイントが有効になるので、オンにしないようにしてください。
プログラムの実行がブレークポイントで停止すると、ソフトウェアは停止しますが、ハードウェアとタイ
ムスタンプに使用されるトレース タイマーは実行し続けるので、タイミングが正確なものになりません。

[Trace Application (SDx Application Debugger)] をクリックすると、ボードにビットストリー
ムおよびアプリケーション ELF がダウンロードされ、アプリケーションが開始されて、トレ
ース データの収集が開始されてアプリケーションが終了するまで収集されます。アプリケ
ーションが終了するかトレース データの収集中にエラーが発生すると、収集されたデータが
表示されます。

注記: トレース データが正しく収集されるためには、アプリケーションが正常に終了する必要があります。
ハードウェアまたはソフトウェアが停止したり、Linux カーネルがクラッシュするなど、アプリケーショ
ンが正常に終了しなかった場合、トレース データが正しく収集されない可能性があります。
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2. アプリケーションが終了すると、すべてのトレース データが収集され、表示されます。イベ
ントのテキスト リスト (下の図で黄色で囲まれたエリア) とイベント タイムライン (下の図
で紫色で囲まれたエリア) の 2 つのエリアがあります。これらのエリアは、同じ情報を示し
ます。テキスト リストには、イベントが時間の降順に表示されます。イベント タイムライ
ンは、デザインの各トレース ポイント (トレースされたモニター コアまたはソフトウェアの
領域) が複数の軸で表示されます。
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アプリケーションの 10 回の反復が繰り返されたイベント グループとして示されているのが
わかります。オレンジのイベントはソフトウェア イベント、緑のイベントはアクセラレータ
イベント、青のイベントはデータ転送イベントです。

3. イベント タイムラインのトレース ポイントの名前に省略記号 (...) が付いている場合、名前が
表示されているグレーのエリアとタイムラインが表示されている白のエリアの境界 (適切な
位置にカーソルを置くと境界線が赤色に変わる) をクリックして右にドラッグすると、名前
のエリアを広げることができます。
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4. イベントのいずれかにカーソルを置くと、ツール ヒントに各トレースの詳細情報が表示され
ます。次の図に、最初のアクセラレータ イベントを示します。このイベントは、Vivado HLS
でハードウェアにインプリメントするよう選択した mmult_accel 関数の開始/停止に対応
します。開始時間は 0.002122960 秒 (2,122 ns) で、停止時間は 0.003850640 秒 (3,850 ns)
です。イベントの期間 (この場合はアクセラレータの実行時間) は 0.001727680 秒 (1,727
ns) です。
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Linux プロジェクトのトレース
新規プロジェクトの作成方法、SDx トレース機能を有効にするようにプロジェクトを設定する方
法、プロジェクトのビルド方法、ボード上でのアプリケーションの実行方法、トレース データ
の確認方法などを学ぶことができます。
1. 新しいプロジェクトを作成します。

a. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
b. [Project Type] ページでは、デフォルトで [Application Project] がオンになっています。

[Next] をクリックします。
c. New Project ウィザードで、[Project name] に mmult_linux_trace と入力し、[Next]
をクリックします。

d. ハードウェア プラットフォームに [zc702] を選択します。[Next] をクリックします。
e. [System Configuration] に [Linux] をクリックします。
f. [Next] をクリックします。
g. [Available Templates] で [Matrix Multiplication Data Size] を選択し、[Finish] をクリックし
ます。

h. [Project Explorer] ビューで三角形のアイコン  をクリックしてさまざまなフォルダー
を展開表示し、src フォルダーの下の mmult.cpp ファイルを開きます。

i. テスト シンボル NUM_TESTS の数値を 256 から 10 に変更し、ファイルを保存して閉じ
ます。
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j. [SDx Project Settings] ([mmult_linux_trace] タブ) の [HW functions] セクションで
mmult_accel がハードウェアにインプリメントされるようマークされていることを確認
します。

2. プロジェクト設定を変更し、SDx IDE でトレース機能をイネーブルにします。
a. [SDx Project Settings] の [Options] セクションの [Enable event tracing] をオンにします。

3. プロジェクトをビルドします。
a. [Build] ボタンをクリックし、プロジェクトをビルドします。これには多少時間がかかり
ます。

Vivado HLS ですべてのハードウェア関数がインプリメントされ、Vivado IP インテグレータ
ー デザインが作成されると、コンソールに「Inserted # hardware monitor cores」
というメッセージが表示されます。このメッセージは、デザインでトレース機能がイネーブ
ルになったことと、自動挿入されたハードウェア モニター コアの数を示します。

X16927-050316

4. ボード上でアプリケーションを実行します。
a. ビルドが完了したら、sd_card ディレクトリのファイルを SD カードにコピーし、SD
カードをボードの SD カード ソケットに挿入します。

b. イーサネット ケーブルをボードに接続します (ネットワークに接続するか、PC に直接接
続)。
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c. USB/UART ポートを PC に接続し、[SDx Terminal] タブで + ボタンをクリックしてシリア
ル コンソールを開きます。

d. USB/JTAG ポートを PC に接続し、ボード上で Linux を起動します。
e. [SDx Terminal] ログから ZC702 ボードの IP アドレスを確認します。

f. Linux でのパフォーマンス見積もりフローの使用と同じように、[Target Connections] ビ
ューから [Linux TCF Agent] を設定します。

g. [Project Explorer] ビューでプロジェクトを右クリックし、[Run As] → [Trace Application
(SDx Application Debugger)] をクリックします。

注記: [Debug As] をクリックしないでください。[Debug As] をクリックすると、ブレークポイントがイネ
ーブルになります。プログラムの実行がブレークポイントで停止すると、ソフトウェアは停止しますが、
ハードウェアとタイムスタンプに使用されるトレース タイマーは実行し続けるので、タイミングが正確な
ものになりません。

[Trace Application (SDx Application Debugger)] をクリックすると、イーサネット TCF エ
ージェント接続を介して ELF ファイルがダウンロードされ、アプリケーションが開始し
て、トレース データの収集が開始されてアプリケーションが終了するまで収集されます。
アプリケーションが終了するかトレース データの収集中にエラーが発生すると、収集さ
れたデータが表示されます。

注記: トレース データが正しく収集されるためには、アプリケーションが正常に終了する必要があります。
ハードウェアまたはソフトウェアが停止したり、Linux カーネルがクラッシュするなど、アプリケーショ
ンが正常に終了しなかった場合、トレース データが正しく収集されない可能性があります。
5. トレース データを確認します。

a. アプリケーションが終了すると、すべてのトレース データが収集され、表示されます。
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トレースの表示
1. アプリケーションを実行してトレース データを収集すると、トレースのアーカイブが作成さ
れ、プロジェクトのビルド ディレクトリ <build_config>/_sds/trace に保存されます。

2. このトレース アーカイブを開くには、右クリックして [Import and Open AXI Trace] をクリッ
クします。
_sds/trace フォルダーには、metadata および sdsoc_trace.tcl も含まれます。これ
らのファイルはビルド中に生成され、トレース データを抽出し、トレース可視化アーカイブ
を作成するために使用されます。これらのファイルを削除または変更すると、トレース デー
タを収集できなくなり、クリーンアップおよびビルドを実行して再生成する必要がありま
す。
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第 7 章

エミュレーション
演習 8: エミュレーション
このチュートリアルでは、SDx IDE でエミュレーション機能を使用する方法を示します。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。これにより、システム停止などの問題がわかるので、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て、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。
まず、デザインの OS とプラットフォームを指定し、プログラムでエミュレーションを実行しま
す。このチュートリアルでは、アクセラレーションされたシステムで実行しているアプリケーシ
ョンをデバッグします。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDx プロジェクトを作成する際は、
推奨されているエミュレーション アプリケーションのテンプレートが見つからない場合でも、ボードと使
用可能なテンプレートの 1 つを選択してください。
チュートリアルの目標
このチュートリアルを終了すると、次ができるようになります。
• SDx IDE を使用して、エミュレーション モードでアプリケーションをダウンロードして実行。
• オプションで SDx IDE でソース コードをステップ スルーして、さまざまなレジスタおよびメ
モリを確認。

エミュレーションを実行するプロジェクトの作成
[Emulation Example] デザイン テンプレートを使用して ZC702 プラットフォームおよび Linux
OS の新しい SDx プロジェクト (lab8) を作成します。SDx IDE でプロジェクトを作成する手順
は、次のとおりです。
1. SDx IDE が起動します。
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2. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
3. [Project Type] ページでは、デフォルトで [Application Project] ページがオンになっています。

[Next] をクリックします。
4. [Project name] フィールドにプロジェクト名を指定します (例: lab8)。[Next] をクリックしま
す。

5. [Platform] から [zc702] を選択します。[Next] をクリックします。
6. [System Configuration] ドロップダウン リストから [Linux] を選択します。[Next] をクリッ
クします。

7. [Available Templates] から [Emulation Example] を選択し、[Finish] をクリックします。
8. [lab8] タブをクリックして SDx プロジェクト設定を選択します (タブが表示されていない場
合は、[Project Explorer] で project.sdx ファイルをダブルクリックします)。[HW functions]
パネルで、プロジェクトが作成されたときに mmult_accel 関数がハードウェア関数としてマ
ークされていることを確認します。

9. ハードウェア関数が削除されていたり、マークされていない場合は、[Add HW Functions] ア
イコンをクリックして表示されたダイアログ ボックス内でハードウェア関数を指定します。

10. [SDx Project Settings] の [Options] の下の [Generate emulation model] オプションを確認し
ます。このプルダウン メニューには [Debug] および [Optimized] の 2 つのオプションがあ
ります。[Debug] オプションを選択して、デバッグ情報のキャプチャを有効にします。デバ
ッグ情報なしにしてエミュレーションを速めるには、[Optimized] プルダウン メニューの方
を選択します。この演習では、デフォルト オプションの [Debug] を使用します。

11. [Generate emulation model] オプションをオンにすると、[Generate bitstream] および
[Generate SD card Image] が淡色表示になります。

12. [Generate emulation model] オプションをオンにしたまま、ビルド シンボルをクリックして
アプリケーションを構築します。

エミュレーターの開始
1. [Xilinx] → [Start/Stop Emulator] をクリックします。
2. [Emulation] ダイアログ ボックスが開きます。プロジェクトと設定を選択します。
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3. 波形を表示するかどうかを選択します。波形を表示するようにすると、Vivado ツール セッ
ションが開始されてシミュレーション ウィンドウが表示され、デザイン内のさまざまな信号
の波形を確認できます。波形を表示しないようにするとエミュレーションが速く実行され
ます。[Show the Waveform] オプションをオンにします。

4. [Start] をクリックします。これは、ボードをオンにしたのと同じことです。
5. 波形を表示するように選択すると、Vivado シミュレータ ウィンドウが表示されます。これ
により、波形で表示する信号を選択できるようになります。信号を選択したら、[Run All] ま
たは [Run for] ボタンをクリックして、プログラマブル ロジック シミュレーションを開始し
ます。
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 66
UG1028 (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=Tutorials&docId=UG1028&Title=SDSoC%20%26%2329872%3B%26%2322659%3B%26%2312481%3B%26%2312517%3B%26%2312540%3B%26%2312488%3B%26%2312522%3B%26%2312450%3B%26%2312523%3B%3A%20%26%2327010%3B%26%2335201%3B&releaseVersion=2017.4&docPage=66


6. 波形を確認したら、シミュレーションを停止して Vivado を終了します。

アプリケーションの実行
エミュレーターは、開始されるまで数秒かかります。エミュレーションを開始する方法は、次の
とおりです。
1. [lab8] を右クリックして [Debug As] → [Launch on Emulator (SDx Application Debugger)] を
クリックします。

2. [Confirm Perspective Switch] ダイアログ ボックスが表示されます。[Yes] をクリックしてパ
ースペクティブを切り替えます。

3. [Emulation] ダイアログ ボックスが開き、エミュレーターの実行を確認するメッセージが表
示されます。[Yes] をクリックします。

4. [Start/Stop Emulator] ダイアログ ボックスが開きます。[Show Waveform (Programmable
Logic Only)] をオフにして、[Start] をクリックします。
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5. 6: デバッグに示すように、パースペクティブを [Debug] に切り替えると、コードを実際のハ
ードウェアで実行しつつデバッグできます。
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第 8 章

GitHub

演習 9: GitHub からのアプリケーションのイン
ストール
このチュートリアルでは、ザイリンクス GitHub に含まれる SDx 環境の例をインストールする方
法について説明します。
まず、SDx IDE を使用して GitHub の例をインストールします。アプリケーションをインストー
ルしたら、デザインの OS およびプラットフォームを指定し、新しくインストールしたサンプル
アプリケーションを選択します。
注記: チュートリアルは各手順に分けられ、それぞれで大まかな手順が説明された後、細かい手順が説明
されていますので、スキル レベルに合った方の手順を参照してください。大まかな手順を終了するのにヘ
ルプが必要な場合は詳細な手順を参照したり、細かい手順を飛ばして次の大まかな手順に進んだりできま
す。
注記: このチュートリアルは、ZC702 ボードがなくても終了できます。SDx プロジェクトを作成する際は、
推奨されているエミュレーション アプリケーションのテンプレートが見つからない場合でも、ボードと使
用可能なテンプレートの 1 つを選択してください。
チュートリアルの目標
このチュートリアルを終了すると、次ができるようになります。
• SDx IDE を使用して、ザイリンクス GitHub から例をダウンロードしてインストールします。
• ターゲット プラットフォームでデザイン例を実行します。

GitHub からの例のダウンロードおよびインストール
1. SDx Example ストアから例をダウンロードしてインストールするには、[Xilinx] → [SDx

Example ] をクリックします。
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2. [SDx Example] ダイアログ ボックスが開きます。[Download] ボタンをクリックします。

3. 例は、次のようにインストールされます。
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4. [SDx Example Store] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。例は、
<install_area>/Xilinx/SDx/20xx.x/examples の下にインストールされます。

5. SDx ライブラリも同じ方法でダウンロードできます。

例を実行するプロジェクトの作成
1. [File] → [New] → [SDx Project] をクリックします。
2. [Project Type] ページでは、デフォルトで [Application Project] がオンになっています。

[Next] をクリックします。
3. [Project name] フィールドにプロジェクト名を指定します (例: lab9)。[New] をクリックしま
す。

4. [Platform] から [zc702] を選択します。[Next] をクリックします。
5. [System Configuration] ドロップダウン リストから [Linux] を選択します。[Next] をクリッ
クします。

6. [Available Templates] から [Array Partitioning] を選択し、[Finish] をクリックします。
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7. [lab9] タブをクリックして SDx プロジェクト設定を選択します (タブが表示されていない場
合は、[Project Explorer] で project.sdx ファイルをダブルクリックします)。[HW functions]
パネルで、プロジェクトが作成されたときに matmul_partition_accel 関数がハードウェア関
数としてマークされていることを確認します。

8. ハードウェア関数が削除されていたり、マークされていない場合は、[Add HW Functions] ア
イコンをクリックして表示されたダイアログ ボックス内でハードウェア関数を指定します。

9. ツールバーの [Build] アイコンをクリックしてプロジェクトをビルドします。

アプリケーションの実行
ビルドが終わったら、前の章で説明したように、その他の例を実行する場合と同じ方法でアプリ
ケーションを実行できるようになります。
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付録 A

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

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

2. 『SDSoC 環境ユーザー ガイド』 (UG1027)

3. 『SDSoC 環境最適化ガイド』 (UG1235)

4. 『SDSoC 環境チュートリアル: 概要』 (UG1028)

5. 『SDSoC 環境プラットフォーム開発ガイド』 (UG1146)

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

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

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

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

11.『ZCU102 評価ボード ユーザー ガイド』 (UG1182)
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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。
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