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1. インテル ® HLS ( 高位合成 ) コンパイラー・スタートガイド
インテル ® HLS ( 高位合成 ) コンパイラーは インテル Quartus® Prime デザイン・ソフトウェアの
一部です。 インテル HLS コンパイラーは C++ 関数を インテル FPGA 製品で最適化された RTL 実
装に合成します。コンパイラーはコンパイラー・コマンドの名前を反映し、しばしば i++コンパイラーと呼
ばれることもあります。

インテル HLS コンパイラースタートガイドでは、 インテル HLS コンパイラーの設定方法と HLS デザ
イン例について説明します。

1.1. インテル HLS コンパイラーの前提条件
インテル HLS コンパイラーをインストールするには、 インテル Quartus Prime スタンダード・エディ
ション・ソフトウェアまたは インテル Quartus Prime プロ・エディションソフトウェアをインストールし
ます。 インテル HLS コンパイラーは インテル Quartus Prime ソフトウェアのインストールの一部と
してインストールされますが、使用には追加のソフトウェアが必要です。システム要件とライセンス要件
を含めた インテル Quartus Prime ソフトウェアのインストールについて詳しくは、 インテル FPGA
Software Installation and Licensing を参照してください。

Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Altera、ARRIA、CYCLONE、ENPIRION、MAX、
NIOS、QUARTUS および STRATIX の名称およびロゴは、アメリカ合衆国および/ またはその他の国における Intel Corporation
の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠することを保証しますが、インテル製品お
よびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を除き、インテルはここに記載された
アプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責任を負いません。インテル製品の顧
客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕様を最新のバージョンにしておくこ
とをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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9001:2015
登録済
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追加のソフトウェア要件
インテル HLS コンパイラーは次の追加のソフトウェアを必要とします。
•

C++ コンパイラー :
Linux C++ コンパイラー

GCC コンパイラーおよび C++ ライブラリーのバージョン
4.4.7

重要: 最新バージョンの GCC コンパイラーのはサポートしてい
ません。
Windows C++ コンパイラ

ー

•

Microsoft Visual Studio 2010 Professional

重要: 最新バージョンの Microsoft Visual Studio はサポート
していません。

Mentor Graphics* ModelSim* ソフトウェア :
インテル Quartus Prime ソフトウェアのインストーラーから、次のいずれかの ModelSim エディ
ションをインストールできます。
—

ModelSim - インテル FPGA エディション

—

ModelSim - インテル FPGA スタンダード・エディション

独自に取得したライセンスバージョンの Mentor Graphics ModelSim ソフトウェアを使用する
こともできます。
ModelSim ソフトウェアは Red Hat development tools のパッケージが必要です。次のコマン
ドから必要なパッケージをインストールできます。
yum groupinstall "Development Tools"

ModelSim の 32 ModelSim の 32 ビットのバージョン ( ModelSim - インテル FPGA エディ
ビットのバージョ ション・ソフトウェアを含む ) を使用する場合は、追加のライブラリーをインスト
ンの場合:
ールする必要があります。次のコマンドを実行して必要なライブラリーをインス
トールしてください。
yum install -y glibc.i686 glibc-devel.i686 libX11.i686
libXext.i686 libXft.i686 libgcc.i686 libgcc.x86_64
libstdc++.i686 libstdc++-devel.i686 ncurses-devel.i686
qt.i686 qt-x11.i686

サポートしているすべての ModelSim ソフトウェアの情報は、次の資料のいずれかの「EDA
Interface Information」の項を参照してください。
—

Intel Quartus Prime Pro Edition Software and Device Support Release Notes

—

Intel Quartus Prime Standard Edition Software and Device Support Release
Notes

関連情報
•

オペレーティング・システム・サポート

•

Mentor Graphics のウェブサイト

•

EDA Interface Information - Quartus Prime スタンダード・エディション・ソフトウェア

•

EDA Interface Information - Quartus Prime プロ・エディション・ソフトウェア
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1.2. インテル HLS コンパイラーの環境の初期化
インテル HLS コンパイラーの i++ コマンドを使用してコンポーネントをコンパイルする前に、いくつ
かの環境変数を i++ コマンドが正常に実行するように設定する必要があります。
インテル HLS コンパイラーの環境初期化スクリプトは、現在のターミナルまたはコマンドプロンプト・
セッションの環境変数の設定にのみ適用されます。デザインを開発するには、ターミナルまたはコマンド
プロンプト・セッションを開始するたびに インテル HLS コンパイラーの環境を初期化する必要があり
ます。
環境変数の永続的な設定は、オペレーティング・システムの標準的な手順に従って環境変数の設定を永
続的に変更します。環境初期設定スクリプトの出力を確認して、永続的に設定する環境変数を決定しま
す。
現在のターミナルまたはコマンドプロンプト・セッションを初期化し、 インテル HLS コンパイラーが実
行できるようにします。
•

Linux システムでは、次のように環境を初期化します。
a.

ターミナルセッションでディレクトリーを インテル Quartus Prime インストレーション・ディ
レクトリーにある hls ディレクトリーに変更します。
例 :/home/<username>/intelFPGA_pro/17.1/hls

b.

現在のターミナルセッションで、i++ コマンドの環境変数を設定するために、hls ディレクト
リーから次のコマンドを実行します。

source init_hls.sh
変更された環境変数の設定がコマンドに表示されます。
環境初期化スクリプトには設定した環境変数が表示され、このコマンドセッションから i++ コマ
ンドの実行ができるようになります。
•

Windows システムでは、次のように環境を初期化します。
a.

コマンドプロンプト・セッションで、ディレクトリーを インテル Quartus Prime インストレー
ション・ディレクトリーにある hls ディレクトリーに変更します。
例 :C:\intelFPGA_pro\17.1\hls

b.

現在のターミナルセッションで、i++コマンドの環境変数を設定するために、hls ディレクトリ
ーから次のコマンドを実行します。

init_hls.bat
変更された環境変数の設定がコマンドに表示されます。
環境初期化スクリプトには設定した環境変数が表示され、このコマンドプロンプト・セッションから

i++ コマンドの実行ができるようになります。
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2. HLS デザイン例およびチュートリアル
インテル HLS ( 高位合成 ) コンパイラーには、デザインで インテル HLS コンパイラーから最善結果
が得られるようにコンポーネントをモデル化またはコード化するための実装例とその方法を提供するデ
ザイン例とチュートリアルが含まれています。
HLS デザイン例
HLS ( 高位合成 ) デザイン例では、 インテル HLS コンパイラーから最善結果を得るためのさまざまな
アルゴリズムの効果的な実装方法が素早く確認できます。
HLS デザイン例は次の場所にあります。
<quartus_installdir>/hls/examples/<design_example_name>

<quartus_installdir> は、 インテル Quartus Prime デザインスイートがインストールされているデ
ィレクトリーとなります。例えば、/home/<username>/intelFPGA_pro/17.1 または C:
\intelFPGA_pro\17.1 です。
例の実行方法については、下記のセクションを参照してください。
•

HLS デザイン例の実行 (Linux 用 ) (8 ページ)

•

HLS デザイン例の実行 (Windows 用 ) (9 ページ)

HLS デザイン例

表 1.

フォーカスエリア

名前

説明

線形代数

QRD

行列の QR 分解 に Modified Gram-Schmidt アルゴリズムを使用します。

信号処理

interp_decim_filter

シンプルで効率的な補間 / デシメーション・フィルターを実装します。

シンプルデザイン

counter

シンプルで効率的な 32 ビットのカウンター・コンポーネントを実装します。

ビデオ処理

YUV2RGB

基本的な YUV422 から RGB888 の色空間へ変換します。

ビデオ処理

image_downsample

イメージ・ダウンサンプリング・アルゴリズムを実装し、バイリニアー補間でイメ
ージをより小さなサイズに縮小します。

HLS デザインのチュートリアル
HLS デザインのチュートリアルは、 インテル HLS コンパイラーのプログラミング時に理解しておくべ
き重要な概念と、優れたコーディング方法を示しています。
HLS デザインのチュートリアルは次の場所にあります。
<quartus_installdir>/hls/examples/tutorials/<tutorial_name>

<quartus_installdir> は インテル Quartus Prime デザインスイートがインストールされているディ
レクトリーとなります。例えば、/home/<username>/intelFPGA_pro/17.1/hls または C:
\intelFPGA_pro\17.1\hls です。
Intel Corporation.無断での引用、転載を禁じます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Altera、ARRIA、CYCLONE、ENPIRION、MAX、
NIOS、QUARTUS および STRATIX の名称およびロゴは、アメリカ合衆国および/ またはその他の国における Intel Corporation
の商標です。インテルは FPGA 製品および半導体製品の性能がインテルの標準保証に準拠することを保証しますが、インテル製品お
よびサービスは、予告なく変更される場合があります。インテルが書面にて明示的に同意する場合を除き、インテルはここに記載された
アプリケーション、または、いかなる情報、製品、またはサービスの使用によって生じるいっさいの責任を負いません。インテル製品の顧
客は、製品またはサービスを購入する前、および、公開済みの情報を信頼する前には、デバイスの仕様を最新のバージョンにしておくこ
とをお勧めします。
*その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
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各チュートリアルには、チュートリアルのカバー内容と実行方法の詳細を示す README ファイルがあ
ります。
表 2.

HLS デザインのチュートリアル
フォーカスエリア

任意精度型

コンポーネント・メモリー

インターフェイス

ベスト・プラクティス

名前

説明

ac_fixed_constructor

コーディング・スタイルの小数の変動を用いてより良い QoR ( 結果の品質 )
が得られる ac_fixed コンストラクターの使用を示します。

ac_fixed_math_library

インテル HLS コンパイラーの ac_fixed_math 固定小数点の数学ライブ
ラリー関数の使用を示します。

ac_int_basic_ops

ac_int クラスで使用できる演算子を示します。

ac_int_overflow

エミュレーション実行時にオーバーフローを検出するための
DEBUG_AC_INT_WARNING および DEBUG_AC_INT_ERROR のキーワ
ードの使用方法を示します。

bank_bits

どのアドレスビットがバンキングに使用されるかを強制して、パラレル・メモリ
ー・アクセスのコンポーネント内部メモリー・アーキテクチャーを制御する方法
を示します。

depth_wise_merge

2 つの元のメモリーの深さの合計と同じ深さの単一物理メモリーとして 2 つ
の論理メモリーを実装し、リソース使用率を向上させる方法を示します。

static_var_init

静的変数の hls_init_on_power フラグと hls_init_on_reset
フラグおよびそれらのエリアとレイテンシーへの影響を示します。

width_wise_merge

2 つの元のメモリーの幅の合計と同じ深さの単一物理メモリーとして 2 つの
論理メモリーを実装し、リソース使用率を向上させる方法を示します。

overview

コンポーネント・アルゴリズムが同じ状態であっても、異なるコンポーネント・イ
ンターフェイスの選択の QoR ( 結果の品質 ) への影響を示します。

explicit_streams_buffer

コンポーネントおよびテストベンチでの明示的な stream_in インターフェ
イスと stream_out インターフェイス の使用方法を示します。

explicit_streams_packet
s_ready_valid

usesPackets、usesValid および usesReady ストリーム・テンプレー

mm_master_testbench_ope
rators

Avalon Memory Mapped (MM) Master (mm_master class) インター
フェイスの異なるインデックスでコンポーネントをの呼び出し方法を示します。

mm_slaves

Avalon-MM Slave インターフェイス ( スレーブレジスターとスレーブメモリ
ー ) の作成方法を示します。

multiple_stream_call_si
tes

複数のストリーム呼び出しサイトを使用する利点を示します。

pointer-mm_master

Avalon-MM Master インターフェイスとそのパラメーターの作成方法を示し
ます。

stable_arguments

リソース使用率を向上させるために不変の引数に stable 属性を使用する
方法を示します。

const-global

適切な const グローバル変数の使用によるパフォーマンスおよびリソース
使用率の向上を示します。

floating_point_ops

浮動小数点演算への i++ の --fpc フラッシュと --fp-relaxed フラッ
シュの影響を示します。

integer_promotion

整数拡張規則が C または C++ プログラムの動作に与える影響を示します。

loop_memory_dependency

ivdep プラグマによるループの依存関係の断ち方を示します。

parameter_aliasing

コンポーネント引数での restrict キーワードの使用方法を示します。

ト・パラメーターの使用方法を示します。

continued...

インテル ® HLS (高位合成) コンパイラー スタートガイド
7

2. HLS デザイン例およびチュートリアル
UG-20036 | 2017.12.22

フォーカスエリア

ユーザビリティー

名前

説明

resource_sharing_filter

32 タップの有限インパルス応答 (FIR) フィルターデザインの次のバージョン
を示します。
• スループットの最適化の種類
• エリアの最適化の種類

shift_register

実装するシフトレジスターの推奨されるコーディング・スタイルを示します。

single_vs_double_precis
ion_math

倍精度リテラルと関数に代わって単精度リテラルと関数を使用した場合の効
果を示します。

struct_interface

パディングビットなしでインターフェイスを実装するための ac_int の使用法
を示します。

swap_vs_copy

レジスターを使用したディープコピーを使用して、コンポーネント・デザインの
パフォーマンスとリソース使用率に与える影響を示します。

compiler_interoperabili
ty

Linux (GCC) または Windows (Microsoft Visual Studio ) 用のネイティ
ブ・コンパイラーでコンパイルされたテストベンチ・コードを、i++ コマンドで
コンパイルされるコードとともに使用する方法を示します。

enqueue_call

エンキュー機能を使用してテストベンチ内でコンポーネントを非同期に実行す
る方法を示します。

qsys_2xclock

clock2x 入力があるコンポーネントにおける推奨されるクロックおよびリセ
ットの生成を示します。

qsys_stitching

複数のコンポーネントを結合して 1 つのまとまったデザインとして機能させる
方法を示します。

2.1. HLS デザイン例の実行 (Linux 用 )
HLS デザイン例を実行するには、はじめにソースコードを x86-64 バイナリー実行可能にコンパイル
し、次にシミュレーションしたハードウェア実行可能にコンパイルします。
1.

ターミナルセッションをスタートし、 インテル HLS コンパイラー環境を初期化します。
環境の初期化については、 インテル HLS コンパイラーの環境の初期化 (5 ページ) を参照してく
ださい。

2.

<quartus_installdir> が インテル Quartus Prime ソフトウェアがインストールされているデ
ィレクトリーである <quartus_installdir>/hls/examples/
<design_example_name> ディレクトリーへ移動します。
例 : /home/<username>/intelFPGA_pro/17.1

3.

C++ ソースコードを x86-64 バイナリー実行可能にコンパイルするために make testx86-64 コマンドを実行し、次に生成された実行可能を CPU 上で実行ます。
make test-x86-64 コマンドを実行後に期待される結果 :
•

コンソールはバイナリーを生成するために使用するコマンドを表示します ( 例 :
i++ -march=x86-64 -o test-x86-64 <source_files> )。

•

HLS コンパイラーは現在作業中のディレクトリーに実行可能ファイル（例 :test-x86-64）
を作成します。

•

コンソールは成功した実行を指定する実行可能の出力を表示します。

4. make test-fpga コマンドを実行します。コマンドは C++ ソースコードをハードウェア実行
可能にコンパイルし、その後、生成する HDL のシミュレーションを実行します。
make test-fpga コマンドを実行後に期待される結果 :

インテル ® HLS (高位合成) コンパイラー スタートガイド
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•

コンソールはテストベンチ・バイナリーとプロジェクト・ディレクトリーの内容を生成するために
使用するコマンドを表示します ( 例 :

i++ -march="<FPGA_family_or_part_number>" -o test-fpga <source_files>
)。
•

HLS コンパイラーは、現在作業中のディレクトリーに.prj ディレクトリー（例えば、testfpga.prj）を作成します。

•

コンソールは成功した実行を指定する実行可能の出力を表示します。

2.2. HLS デザイン例の実行 (Windows 用 )
HLS デザイン例を実行するには、はじめにソースコードを x86-64 バイナリー実行可能にコンパイル
し、次にシミュレーションしたハードウェア実行可能にコンパイルします。
1.

ターミナルセッションをスタートし、 インテル HLS コンパイラー環境を初期化します。
環境の初期化については、 インテル HLS コンパイラーの環境の初期化 (5 ページ) を参照してく
ださい。

2.

<quartus_installdir> が インテル Quartus Prime ソフトウェアがインストールされているデ
ィレクトリーである <quartus_installdir>\hls\examples
\<design_example_name> ディレクトリーへ移動します。
例 : C:\intelFPGA_pro\17.1

3.

4.

C++ ソースコードを x86-64 バイナリー実行可能にコンパイルするために build.bat
test-x86-64 コマンドを実行し、次に生成された実行可能を CPU 上で実行ます。
build.bat test-x86-64 コマンドを実行後に期待される結果 :
•

コンソールはバイナリーを生成するために使用するコマンドを表示します ( 例 :
i++ -march=x86-64 -o test-x86-64 <source_files> )。

•

HLS コンパイラーは現在作業中のディレクトリーに実行可能ファイル ( 例 :testx86-64) を作成します。

•

コンソールは成功した実行を指定する実行可能の出力を表示します。

build.bat test-fpga コマンドを実行します。コマンドは C++ ソースコードをハードウェ
ア実行可能にコンパイルし、その後、生成する HDL のシミュレーションを実行します。
build.bat test-fpga コマンドを実行後に期待される結果 :
•

コンソールはテストベンチ・バイナリーとプロジェクト・ディレクトリーの内容を生成するために
使用するコマンドを表示します ( 例 :

i++ -march="<FPGA_family_or_part_number>" -o test-fpga <source_files>
)。
•

HLS コンパイラーは、現在の作業ディレクトリーに.prj ディレクトリー ( 例 :test-

fpga.prj) を作成します。
•

コンソールは成功した実行を指定する実行可能の出力を表示します。
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3. インテル HLS コンパイラーのセットアップのトラブルシューティング
この項では、 インテル HLS コンパイラーコンパイラーのセットアップ時に発生し得る問題の解決に役
立つ情報を提供します。

3.1. インテル HLS コンパイラーのライセンス問題
インテル HLS ( 高位合成 ) コンパイラーは インテル Quartus Prime ライセンスの一部としてライセ
ンスを取得しています。しかしながら、 インテル HLS コンパイラーは ModelSim ソフトウェアにより
異なります。場合によっては、このソフトウェアにおけるライセンスの問題が発生する可能性があります。

3.1.1. インテル HLS コンパイラーのエラーメッセージ例
HLS コパイラーは、インストールされている ModelSim ソフトウェア・バージョンのライセンスが見つ
からない場合にはエラーメッセージを発行します。
HLS コンパイラーが ModelSim ソフトウェアのライセンスが見つけられない場合、デザインを FPGA
アーキテクチャーにコンパイルする際に次のエラーを発行します。
$ i++ -march="<FPGA_family_or_part_number>" --component dut program.cpp
HLS Elaborate cosim testbench. FAILED.
See ./a.prj/a.log for details.
Error: Missing simulator license. Either:
1) Ensure you have a valid ModelSim license
2) Use the --simulator none flag to skip the verification flow

これらのエラーの一般的な原因は以下です。

注意:

•

不明、期限切れ、または無効なライセンス

•

license.dat ファイルのライセンスサーバー名が不適切

•

指定されていない、または不適切に指定されたライセンスの場所

コンパイラーがネットワーク不明または不正ライセンスを検索する必要がある場合、HLS コンパイラー
の実行速度が低下する可能性があります。この問題が発生した場合は、ライセンスファイルまたはライセ
ンスの場所を適切に指定してください。

3.1.2. LM_LICENSE_FILE 環境変数
インテル およびサードパーティー・ソフトウェアでは LM_LICENSE_FILE 環境変数を使用してライセ
ンスファイルまたはライセンスサーバーの場所を指定します。例えば、 インテル Quartus Prime ソフ
トウェアおよび ModelSim ソフトウェアの両方で LM_LICENSE_FILE 変数を使用してライセンスの
場所を指定します。

注意:

開発マシンがライセンスサーバーとの通信に要する時間は、コンパイルの時間に直ちに影響します。
LM_LICENSE_FILE 環境変数の設定に多数のライセンスサーバーへのパスを含む場合、またはライセ
ンスサーバーが遠隔地でホストされている場合は、コンパイル時間が大幅に増加します。
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Linux または UNIX システムでは、LM_LICENSE_FILE 環境変数に追加する各ライセンスファイルま
たはライセンスサーバーの場所の後にコロン (:) を挿入します。
Windows システムでは、LM_LICENSE FILE 環境変数に追加する各ライセンスファイルまたはライセ
ンスサーバーの場所の後にセミコロン (;) を挿入します。

注意:

ソフトウェア・ライセンスの場所を含めて LM_LICENSE_FILE の設定を変更する場合は、変数に追加さ
れた既存ライセンスの場所を削除しないでください。

3.1.2.1. ModelSim ソフトウェア・ライセンス ― 特別検討事項
ModelSim ソフトウェア・ライセンスを設定する際、LM_LICENSE_FILE 環境変数にライセンスの場所
を追加する必要があります。ModelSim ソフトウェア・ライセンスの場所を MGLS_LICENSE_FILE 環
境変数に追加することも可能です。
ModelSim ソフトウェアに含まれている Mentor Graphics のアプリケーションでは、5 つの異なる場
所にあるライセンスファイルとライセンスサーバーへのパスが指定できます。複数の場所にあるライセン
スファイルまたはライセンスサーバーへのパスを指定する場合、次の検索順で有効なパスが検索されま
す。
•

ユーザー環境で設定した MGLS_LICENSE_FILE 環境変数

•

レジストリーで設定した MGLS_LICENSE_FILE 環境変数

•

環境で設定した LM_LICENSE_FILE 環境変数

•

レジストリーで設定した LM_LICENSE_FILE 環境変数

•

<path to FLEXlm> が FLEXlm ライセンスファイルのデフォルトの場所をを指す <path to

FLEXlm>\license.dat
Mentor Graphics 製品のライセンスをコンピューターにインストールする際は、
MGLS_LICENSE_FILE 環境変数の設定が LM_LICENSE_FILE 環境変数の設定よりも優先されま
す。両方の環境変数を設定する場合、LM_LICENSE_FILE を ModelSim ライセンスサーバーを指すよ
うに設定し、MGLS_LICENSE_FILE を他の Mentor Graphics アプリケーションでのライセンスサー
バーのみを指すように設定します。MGLS_LICENSE_FILE 環境変数のみを使用する場合は、
ModelSim ライセンスサーバーおよび他の Mentor Graphics アプリケーションでのライセンスサー
バーが同じマシンにあることを確認してください。
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A. 改訂履歴
表 3.

インテル HLS コンパイラー・スタートガイドの改訂履歴
日付

バージョン

変更内容

2017 年 12 月

2017.12.22

•

interfaces/overview チュートリアルを HLS デザイン例およびチュートリア
ル (6 ページ) のチュートリアルのリストに追加。

2017 年 12 月

2017.12.08

•

Mentor Graphics ModelSim ソフトウェア要件に必要な Red Hat development
tools パッケージを追加し、更新。

2017 年 11 月

2017.11.06

•

インテル HLS ( 高位合成 ) コンパイラーは現在 インテル Quartus Prime デザイ
ンスイートの一部であり、それに伴って以下を変更。
— インテル Quartus Prime ソフトウェアのインストールによる インテル HLS コ
ンパイラーの入手を反映するように資料を改訂。
— ほとんどのライセンス情報を削除。 インテル HLS コンパイラーのライセンスは現
在 インテル Quartus Prime デザインスイートのライセンスによりカバーされて
いる。HLS コンパイラーが必要とする一部のサードパーティーのソフトウェアで
は、追加ライセンスが必要な場合がある。
— コンパイラーの上書きに関する情報を追加。
— HLS コンパイラーが必要な前提条件のみの追加し、前提条件を改訂。
— インテル HLS コンパイラー・ファイルの新しいファイルシステムの場所記述し、パ
ス情報を改訂。
次のチュートリアル名を変更。
— explicit_streams チュートリアルは現在
explicit_streams_buffer へ変更済。

•

— explicit_streams_2 チュートリアルは現在

explicit_streams_packets_ready_valid へ変更済。
2017 年 6 月

2017.06.23

•

メンテナンスによる修正および変更。

2017 年 6 月

2017.06.09

•

HLS デザイン例およびチュートリアル (6 ページ) の新しい例に関する情報を更新。

•

インテル HLS コンパイラーにおけるデフォルトの GCC コンパイラーの上書きを改
訂。

2017 年 3 月

2017.03.14

•

提供されたデザイン例のリストからビット演算 (3DES) を削除。

2017 年 3 月

2017.03.01

•

Linux に必要なパッケージとライブラリーのインストールを追加。

2017 年 2 月

2017.02.03

•

項「クイックスタート」の成功メッセージを PASSED へ変更。

•

HLS デザイン例およびチュートリアル の章を追加。

•

Linux での HLS デザイン例の実行および Windows での HLS デザイン例の実行を
項「HLS デザイン例およびチュートリアル 」へ移動。

•

HLS コンパイラー前提条件において、ソフトウェア要件に HLS コンパイラーが イン
テル Quartus Prime ソフトウェアがサポートするすべての ModelSim ソフトウェ
ア・エディションをサポートしていることを注記し、更新。
HLS コンパイラー・クイックスタートにおいて、シェルまたはターミナルを起動してデ
ザインを開発するたびに init_hls スクリプトを実行する必要があることを追記。

2016 年 11 月

2016.11.30

•
•
•

HLS コンパイラー・クイックスタートにおいて、Linux および Windows の説明を分
類。
HLS デザイン例の実行において、 Linux および Windows の記載を分類し、Linux
では make コマンドを実行、Windows では build.bat コマンドを実行に更新。
continued...
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日付

2016 年 9 月

バージョン

2016.09.12

変更内容
•

表記を test_x86-64 コマンドオプションから test-x86-64 へ変更。

•

表記を test_fpga コマンドオプションから test-fpga へ変更。

•

不要な Linux での make test_qii コマンドおよび Windows での
build.bat test_qii コマンドの実行を削除。

•

HLS ライセンスのエラーメッセージで、HLS コンパイラーが ModelSim ソフトウェ
ア・ライセンスを検出不可な場合に表示するエラーメッセージを更新。

初版
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