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1. HLS AFU デザイン例について

インテル高レベル合成（HLS）アクセラレーター機能ユニット（AFU）のデザイン例は、インテルのアクセ
ラレーション・スタックのためのインテル HLS コンパイラー AFU を作成する方法を示しています。この
デザイン例では、ホストプログラムと HLS コンパイラーで生成された単純な AFU の間でデータを転送
します。このデザインを使用するには、HLS コンパイラーとアクセラレーション・スタックの両方の基礎に
精通している必要があります。

関連情報
• Intel Acceleration Stack Knowledge Center

• Intel High Level Synthesis Compiler Getting Started Guide

• Intel Acceleration Stack Quick Start Guide for Intel Programmable Acceleration
Card with Intel Arria 10 GX FPGA

1.1. HLS AFU デザイン例ユーザーガイドの頭字語

頭字語 定義 変更内容

AF Accelerator
function

FPGA ロジックに実装され、アプリケーションを高速化するコンパイル済みハードウェア・アクセラレー
ター・イメージ。このイメージは、特定の FPGA ボードに固有です。

AFU Accelerator
functional unit

FPGA ロジックに実装されたハードウェア・アクセラレーター。アプリケーションの計算操作をプロセッ
サからオフロードして、パフォーマンスを向上させます。この未コンパイルのコードはプラットフォームに
依存しません。

API Application
programming
interface

API は、ライブラリーなどで再使用可能なコードにアクセスするためにプログラマーによって定義され
た一連の規則です。

ASE AFU simulation
environment

シミュレーション環境で同じホスト・アプリケーションと AF を使用できる協調シミュレーション環境。
ASE は、FPGA のインテルのアクセラレーション・スタックの一部です。

BBB Basic building block インテル FPGA 用の基本的なビルディング・ブロック（BBB）は、CCI-P を変換するためのアプリケーシ
ョン・ビルディング・ブロックとシムのスイートです。

CCI-P Core cache
interface

CCI-P は、AFU がホストシステムおよび Xeon プロセッサとの通信に使用する標準インターフェイスで
す。　

DFH Device feature
header

機能ヘッダーのリンクリストを作成して、機能を追加する拡張可能な方法を提供します。　

FIM
Bitstream

FPGA interface
manager bitstream

FIM ビットストリームは FPGA 内の不変の領域であり、AF の交換が可能です。 FIM ビットストリーム
には、AF がホストおよびオンボード周辺機器と通信できるようにするインターフェイス・ロジックが含ま
れています。　

HLS High-level
synthesis

FPGA デザインで使用するために C ++ソースコードを RTL に変換するコンパイラー

.mpf Memory properties
factory

MPF は、AFU が FIU とのトランザクションに CCI-P トラフィック・シェーピング操作を提供するために
使用できる BBB です。

continued...   
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頭字語 定義 変更内容

OPAE Open
programmable
acceleration engine

OPAE は、AF を管理およびアクセスするためのソフトウェアフレームワークです。詳細については、
「Open Programmable Acceleration Engine C API Programming Guide」を参照してください。

Intel PAC Intel
Programmable
Acceleration Card

Intel Arria 10 または Stratix 10 FPGA を搭載した PCIe アクセラレーター・カードには、PCIe バス
を介して Intel Xeon プロセッサに接続する FIM が含まれています。

RTL Register transfer
level

FPGA に実装するハードウェアの論理レベルの表現。 Verilog HDL などの HDL を使用してこのロジッ
クを記述し、Intel HLS コンパイラーなどのツールを使用して生成できます。

UUID Universally unique
identifier

コンピューター・システム内の情報を識別する 128 ビットの数値。

関連情報
Open Programmable Acceleration Engine C API Programming Guide

1. HLS AFU デザイン例について
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2. HFS AFU デザイン例の構築

HLS AFU デザインを構築およびテストするには、さまざまなコマンドが必要です。インストールをすば
やく確認したい場合、 README.txtファイルの短縮された指示に従ってください。

このデザイン例は、HLS コンポーネントをインテルのアクセラレーション・スタック AFU に追加する方
法を示しています。HLS AFU デザイン例は、インテル® Arria® 10 GX FPGA を搭載したインテル
Programmable Acceleration Card（PAC）を対象としています。以下が含まれます。

• FPGA で実行される AFU。プラットフォームに依存しない AFU をコンパイルして、FPGA で実行す
るプラットフォーム固有のアクセラレーター関数（AF）を作成できます。この関数は、コア・キャッシ
ュ・インターフェイス（CCI-P）を介してホストコンピューター上のメモリー（ホストメモリー）と対話
します。

• インテル Xeon CPU で実行されるホストソフトウェア。このソフトウェアは、ユーザーのアプリケー
ション・ロジックを提供し、AF と共有するメモリーを割り当て、FPGA にデータを送信し、AF の実行
が終了したときに結果を収集します。

1. HLS AFU デザイン例のソフトウェア要件 (5 ページ)

2. i ++コマンドを使用した HLS コンポーネントのコンパイルとシミュレーション　 (6 ページ)

3. HLS コンポーネント用の Platform Designer Container の生成 (7 ページ)

4. ASE テストベンチの生成 (9 ページ)

5. ASE テストベンチの実行 (9 ページ)

6. Af ビットストリームのコンパイル (12 ページ)

7. AF ビットストリームの読み込みとホスト・アプリケーションの実行 (12 ページ)

2.1. HLS AFU デザイン例のソフトウェア要件

インテル Arria 10 GX FPGA にインテルのプログラマブル・アクセラレーション・カードのインテルの
アクセラレーション・スタック・クイック・スタート・ガイドに記載されているインテルアクセラレーション・
スタック・デザインをビルディングするためのシステムを構成したことを確認してください。

デザイン例を使用する前に、次のソフトウェアをインストールします。

• インテルのアクセラレーション・スタック・バージョン 1.1 以降（および関連する前提条件）

• アクセラレーション・スタック・ソフトウェアのインテル Quartus® Prime プロ・エディション
v17.1.1

• HLS コードをコンパイルするインテル Quartus Prime プロ・エディション v18.0 以降

注意: インテル RHEL 6.x（または同等のコミュニティー）の HLS v18.0 のみをサポートします。 RHEL 7.x
（または同等のコミュニティー）で HLS 18.0 を実行するための回避策については、トラブルシューティ
ングを参照してください。
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関連情報
• HLS AFU デザインのトラブルシューティング (33 ページ)

• インテル Arria 10 GX FPGA 搭載インテルのプログラマブル・アクセラレーション・カード向けイ
ンテルのアクセラレーション・スタックのクイック・スタート・ガイド

2.2. i ++コマンドを使用した HLS コンポーネントのコンパイルとシミュレーション　

他の HLS デザインサンプルと同様に、付属のメイクファイルを使用してこのサンプルデザインをコンパ
イルできます。このメイクファイルは、HLS デザイン例と同様の規則を使用します。 開発環境がインテル
Quartus Prime プロ・エディション v18.0 以降であることを確認してください。

注意: GCC ライブラリーの正しいバージョンがない環境で HLS v18.0 を使用している場合、HLS コードのコ
ンパイルに失敗する場合があります。 RHEL 7.x を使用している場合、gcc 4.4.7 互換性ライブラリー
をインストールする必要があります。

＃sudo yum install compat-gcc-44 compat-gcc-44-c ++

1. インテル®HLS コンパイラーを実行できるように、現在のセッションを初期化します。 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 プロ・エディションのンストール・ディレク
トリーの hlsディレクトリー変更します。

例えば；

$ cd /home/<username>/intelFPGA_pro/18.0/hls

注意: RHEL 7.x で v18.0 を使用している場合、CPLUS_INCLUDE_PATH 環境変数をオーバー
ライドして、i ++が gcc 4.4.7 を優先させる必要があります。

$ export CPLUS_INCLUDE_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.4.7:/usr/
include/c++/4.4.7:/usr/include/c++/4.4.7/x86_64-redhat-linux

2. hlsディレクトリーから次のコマンドを実行して、現在のターミナル・セッションで i ++コマンドの
環境変数を設定します。

$ source init_hls.sh

環境初期化スクリプトは、設定する環境変数を表示します。　

3. このターミナル・セッション（HLS ウィンドウ）から i ++コマンドを実行します。

HLS ソースは<design location>/hls_afu/hw/rtl/hls/に

4. x86 命令を使用してデザインをビルドおよびエミュレートするには、HLS ウィンドウを使用してそ
のディレクトリーに移動し、次のコマンドを実行します。

$ make test-x86-64
$ ./test-x86-64

次の出力が表示されます。

i++ src/hls_afu.cpp src/test.cpp   --fp-relaxed -ghdl  -march=x86-64 -o 
test-x86-64
+--------------------------------------------+
| Run ./test-x86-64 <n> to execute the test. |
| <n> is 0, 1, or 2 depending on desired     |
| test behavior:                             |
|         <n> | effect                       |
|       ------+--------------------          |
|          0  | test both (default)          |
|          1  | test ac_int only             |

2. HFS AFU デザイン例の構築
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|          2  | test float only              |
+--------------------------------------------+
Control which component gets tested by passing an integer!
arg   | effect
------+--------------------
   0  | test both (default)
   1  | test ac_int only
   2  | test float only
test AC_INT version and FLOAT version

AC_INT COMPONENT - 81 ELEMENTS
ac_inc:
sizeof(uint512) = 64 (64)
number of 512 bit (64-byte) numbers: 6
PASS

FLOATING-POINT COMPONENT - 81 ELEMENTS
fp_inc:
PASS
OVERALL:
PASSED

5. RTL を生成し、ModelSim シミュレーターで生成された RTL をシミュレートします。

$ make test-fpga
$ ./test-fpga

注
意: 

HLS v18.1 を使用してアクセラレーターを生成する場合、i ++を呼び出すときに--
save-tempsフラグを使用する必要があります。付属の makefile は HLS v18.1 を検出
し、このフラグを自動的に使用します。

2.3. HLS コンポーネント用の Platform Designer Container の生成

すべてのソースが正しくリンクされていることを確認してください。アクセラレーション・スタック環境が
インテル Quartus Prime プロ・エディション v17.1.1 であることを確認します。

1. HLS v18.1 を使用して AFU を生成した場合、Platform Designer v17.1.1 用の.ipファイル
を準備する必要があります。　

a. hls_afu/hw/rtl/hls/test-fpga.prj/components/<component> に移
動します。（この例では hw/rtl/hls/test-fpga.prj/components/
fpVectorReduce_float） / 、このスクリプトを実行します。

$ qsys-script --script=<component>.tcl --quartus-project=none

b. fpVectorReduce_float コンポーネントの場合、 次のコマンドを実行します。

$ qsys-script --script=fpVectorReduce_float.tcl --quartus-project=none

Platform Designer v17.1.1 と互換性のある新しい fpVectorReduce_float.ipファイ
ルが生成されます。　

2. Platform Designer プロジェクトで test-fpga.prjフォルダーから hls_outputsフォル
ダーに components、quartus、reports、および verificationフォルダーをコピーし
ます。

2. HFS AFU デザイン例の構築
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図 -1: 正しいディレクトリー構造

qsys

hls_afu/hw/rtl

hls_outputs

components

quartus

reports

verification

3. qsysフォルダーに移動し、Platform Designer を使用してシステムを開きます。

$ qsys-edit hls_afu_container.qsys

4. Open System ダイアログで、 Quartus project のドロップダウンの None を選択します。

Device part が 10AX115N2F40E2LG であることを確認します。これは、インテル Arria 10
GX デバイス対応 Intel PAC 上の FPGA と一致します。

Platform Designer システムを変更する場合、一時的なインテル Quartus Prime プロ・エディシ
ョンのプロジェクトに関連付けます。

5. Open をクリックします。

図 -2: Open System ダイアログボックス

6. システムをリロードして、すべての検索パスが正しいことを確認するには、Open System ウィン
ドウの下部にある Sync System Info をクリックします。

リロードが失敗した場合、 hls_outputsフォルダー内の余分なファイルを必ず削除してくださ
い。

7. Finish をクリックします。

8. HDL を生成しない場合、No をクリックします。

2. HFS AFU デザイン例の構築
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2.4. ASE テストベンチの生成

デザインをハードウェアで実行する場合、このタスクをスキップして Compiling and test the AF
Bitstream に進みます。それ以外の場合、デザインをシミュレートする場合、続行します。これらの手順
を自動化するには、 setup_ase.shを参照してください。

1. プロジェクトのルート（ hls_afuディレクトリー）に移動し、次のコマンドを実行します。

$ afu_sim_setup --source hw/rtl/filelist.txt build_ase_dir/

2. build_ase_dirに移動します。

3. Makefile を開き、twentynmライブラリーを Gate Level Librariesセクションに追加
します（98 行目）。

# Gate level libraries to add to simulation 
GLS_VERILOG_OPT = $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/altera_primitives.v 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/220model.v 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/sgate.v 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/altera_mf.v 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/twentynm_atoms.v 
GLS_VERILOG_OPT+= $(QUARTUS_HOME)/eda/sim_lib/mentor/twentynm_atoms_ncrypt.v

4. 次のコマンドを入力します。

$ make
$ make sim

このメッセージが表示されたら、ホストをビルドして実行できます。

#   [SIM]  ASE lock file .ase_ready.pid written in work directory
#   [SIM]  ** ATTENTION : BEFORE running the software application **
#   [SIM]  Set env(ASE_WORKDIR) in terminal where application will run 
(copy-and-paste) =>
#   [SIM]  $SHELL   | Run:
#   [SIM]  ---------+---------------------------------------------------
#   [SIM]  bash/zsh | export ASE_WORKDIR=/home/john/hls_afu/build_ase_dir/
work
#   [SIM]  tcsh/csh | setenv ASE_WORKDIR /home/john/hls_afu/build_ase_dir/
work
#   [SIM]  For any other $SHELL, consult your Linux administrator
#   [SIM]  
#   [SIM]  Ready for simulation...
#   [SIM]  Press CTRL-C to close simulator...

2.5. ASE テストベンチの実行
1. 新しいターミナルウィンドウである host ウィンドウを開き、ホスト・アプリケーションをコンパイル

します。前の端末ウィンドウは ASE ウィンドウです。

2. host ウィンドウで次のコマンドを実行します。

a. hls_afu/swに移動します。

b. ASE ウィンドウから export コマンドを使用して、 ASE_WORKDIR 環境変数をエクスポー
トします。

$ export ASE_WORKDIR=<path to work folder>

c. swディレクトリーで、次を実行します。

$ make USE_ASE=1

2. HFS AFU デザイン例の構築
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3. 次のコマンドを使用して、ホストウィンドウでホスト実行可能ファイルを実行します。

$ ./hls_afu_host

実行可能ファイルが正常に実行されると、ホスト・アプリケーションがホストウィンドウで実行され、
Test Passedメッセージが表示されます。 すべての CCI-P トランザクションは、ASE ウィンドウで
実行されます。 AFU をデバッグする場合は、ASE シミュレーション波形を表示できます。 詳細について
は、ASE のドキュメントを参照してください。

図 -3: Host ウィンドウ (end of output)

Interrupt enabled = 00000001
  [APP]  MMIO Write     : tid = 0x00a, offset = 0x68, data = 0xc3ca00000
  [APP]  MMIO Write     : tid = 0x00b, offset = 0x70, data = 0xb04400000
  [APP]  MMIO Write     : tid = 0x00c, offset = 0x78, data = 0x40
  [APP]  MMIO Write     : tid = 0x00d, offset = 0x48, data = 0x1
AFU Latency: 4459.48300 milliseconds
Poll success. Return = 1
check output memory:
output memory OK!
  [APP]  MMIO Read      : tid = 0x00e, offset = 0x58
  [APP]  MMIO Read Resp : tid = 0x00e, data = 3
  [APP]  MMIO Write     : tid = 0x00f, offset = 0x58, data = 0x3
  [APP]  MMIO Read      : tid = 0x010, offset = 0x60
  [APP]  MMIO Read Resp : tid = 0x010, data = 4432c000
sum: Expected 715.000000, calculated 715.000000.

The FPGA writes a full 512-bit word (64 bytes) to host memory, so if the size 
of your test vector 
(in bytes) is not a multiple of 64, the FPGA will overwrite some space at the 
end of output memory. 
fpgaPrepareBuffer() allocates your host memory in a buffer that is a multiple 
of 64 bytes, so the 
FPGA behavior will not affect your application. You should expect to see a 
single 0xdeadbeef at the 
end of the output memory if and only if the size of your test vector 
(determined by vector_size, and 
the datatype) is a multiple of 64 bytes (that is, if vector_size is a multiple 
of 16). 

end of output memory after executing kernel:
    [62] - 22.333334 (0x41b2aaab)
    [63] - 22.666666 (0x41b55555)
    [64] - -6259853398707798016.000000 (0xdeadbeef)
    [65] - 0.000000 (0x0)
Vector size is 64 (256 bytes), so expect memory output at [64] = 0xdeadbeef
Finished Running Test.
  [APP]  Deallocate request index = 3 ... 
  [APP]  Deallocating memory /buf1.369227379399493 ... 
  [APP]  SUCCESS
  [APP]  Deallocate request index = 2 ... 
  [APP]  Deallocating memory /buf0.369227379399493 ... 
  [APP]  SUCCESS
  [APP]  Deinitializing simulation session 
  [APP]  Closing Watcher threads
  [APP]  Deallocating UMAS
  [APP]  Deallocating memory /umas.369227379399493 ... 
  [APP]  SUCCESS
  [APP]  Deallocating MMIO map
  [APP]  Deallocating memory /mmio.369227379399493 ... 
  [APP]  SUCCESS
  [APP]  Deallocate all buffers ... 
  [APP]      Took 6,302,858,736 nsec 
  [APP]  Session ended 
Test PASSED

2. HFS AFU デザイン例の構築
683025 | 2018.11.30

インテル上位レベルのシンセシス・アクセラレーター機能ユニットのデザイン例のユーザーガ
イド

フィードバック

10

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BE%8B%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683025%202018.11.30)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


図 -4: ASE ウィンドウ (end of trace)

#   [SIM]  Ready for simulation...
#   [SIM]  Press CTRL-C to close simulator...
#   [SIM]  Session requested by PID = 153501
#   [SIM]  Session ID => 356353904181555
#   [SIM]  Event socket server started
#   [SIM]  SIM-C : Creating Socket Server@/tmp/
ase_event_server_356353904181555...
#   [SIM]  SIM-C : Started listening on server /tmp/
ase_event_server_356353904181555
#   [SIM]  0    ADDED       /mmio.356353904181555
#   [SIM]  1    ADDED       /umas.356353904181555
#   [SIM]  2    ADDED       /buf0.356353904181555
#   [SIM]  3    ADDED       /buf1.356353904181555
#   [SIM]  SIM-C : AFU Interrupt event 0
#   [SIM]  Request to deallocate "/buf1.356353904181555" ...
#   [SIM]  3    REMOVED     /buf1.356353904181555
#   [SIM]  Request to deallocate "/buf0.356353904181555" ...
#   [SIM]  2    REMOVED     /buf0.356353904181555
#   [SIM]  Request to deallocate "/umas.356353904181555" ...
#   [SIM]  1    REMOVED     /umas.356353904181555
#   [SIM]  Request to deallocate "/mmio.356353904181555" ...
#   [SIM]  0    REMOVED     /mmio.356353904181555
#   [SIM]  ASE recognized a SW simkill (see ase.cfg)... Simulator will EXIT
#   [SIM]  SIM-C : Exiting event socket server@/tmp/
ase_event_server_356353904181555...
#   [SIM]  Closing message queue and unlinking...
#   [SIM]  Unlinking Shared memory regions.... 
#   [SIM]  Session code file removed
#   [SIM]  Removing message queues and buffer handles ... 
#   [SIM]  Cleaning session files...
#   [SIM]  Simulation generated log files
#   [SIM]          Transactions file       | $ASE_WORKDIR/ccip_transactions.tsv
#   [SIM]          Workspaces info         | $ASE_WORKDIR/workspace_info.log
#   [SIM]          ASE seed                | $ASE_WORKDIR/ase_seed.txt
#   [SIM]  
#   [SIM]  Tests run     => 1
#   [SIM]  
#   [SIM]  Sending kill command...
#   [SIM]  Simulation kill command received...
# 
#   Transaction count     |       VA      VL0      VH0      VH1 |    MCL-1    
MCL-2    MCL-4
#   
================================================================================
========
#   MMIOWrReq           6 | 
#   MMIORdReq          11 | 
#   MMIORdRsp          11 | 
#   IntrReq             1 | 
#   IntrResp            1 | 
#   RdReq               4 |        0        0        1        0 |        
0        0        1
#   RdResp              4 |        0        0        4        0 | 
#   WrReq               4 |        0        0        4        0 |        
0        0        1
#   WrResp              4 |        0        0        1        0 |        
0        0        1
#   WrFence             0 |        0        0        0        0 | 
#   WrFenRsp            0 |        0        0        0        0 | 
# 
# ** Note: $finish    : /nfs/tor/disks/swuser_work_whitepau/OPAE_Samples/
hls_afu_beta3/hls_afu/hls_afu/build_ase_dir/rtl/ccip_emulator.sv(2654)
#    Time: 833760 ns  Iteration: 2  Instance: /ase_top/ccip_emulator
# End time: 17:21:11 on Oct 31,2018, Elapsed time: 0:18:04
# Errors: 3, Warnings: 4680
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2.6. Af ビットストリームのコンパイル

このタスクは実行されるため、AFU のシミュレーションよりもかなり時間がかかります。 インテル
Quartus Prime FPGA ビットストリームを生成します。 setup_gbs.shを参照して、手順 1 および
2 を自動化します。

1. 適切なサイズの hugepages を使用するようにシステムを構成します。

# sudo sh -c "echo 20 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/
nr_hugepages"

2. AF ビルド環境を生成し、AF（.gbs）イメージを作成します。

このプロセスには約 30 分かかります。

$ afu_synth_setup --source hw/rtl/filelist.txt build_synth 
$ cd build_synth
$ source $OPAE_PLATFORM_ROOT/bin/run.sh

正常に完了した AF 作成プロセスの出力は次のとおりです。

Wrote hls_afu.gbs

===========================================================================
 PR AFU compilation complete
 AFU gbs file is 'hls_afu.gbs'
===========================================================================

2.7. AF ビットストリームの読み込みとホスト・アプリケーションの実行

Intel Quartus Prime v18.1 を使用して HLS コンポーネントをコンパイルした場合、run.shが失
敗する場合があります。 もう一度実行すると、動作するはずです。

1. AF を FPGA にロードします。

# sudo fpgaconf hls_afu.gbs

2. hello_worldディレクトリーに移動します。

3. ホスト・アプリケーションをビルドして実行します（ USE_ASE = 1を使用しないでください）。

$ make
$ sudo ./hls_afu_host

予想される出力は次のとおりです。

Using Avalon Slave at offset 0x40
No vector size specified. Default to size 64 floats! run ./hls_afu_host 
<vectorsize> to specify a vector size at runtime.
Using test vector of size 64.
Running Test
AFU DFH REG = 1000010000000000
AFU ID LO = 944028430b016f3d
AFU ID HI = 5fa7fd4b867c484c
AFU NEXT = 00000000
AFU RESERVED = 00000000
end of output memory before executing kernel:
    [62] - -6259853398707798016.000000 (0xdeadbeef)
    [63] - -6259853398707798016.000000 (0xdeadbeef)
    [64] - -6259853398707798016.000000 (0xdeadbeef)
    [65] - 0.000000 (0x0)
Interrupt enabled = 00000000
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Interrupt enabled = 00000001
AFU Latency: 0.01600 milliseconds
Poll success. Return = 1
check output memory:
output memory OK!
sum: Expected 715.000000, calculated 715.000000.

The FPGA writes a full 512-bit word (64 bytes) to host memory, so if the size 
of your test vector 
(in bytes) is not a multiple of 64, the FPGA will overwrite some space at the 
end of output memory. 
fpgaPrepareBuffer() allocates your host memory in a buffer that is a multiple 
of 64 bytes, so the 
FPGA behavior will not affect your application. You should expect to see a 
single 0xdeadbeef at the 
end of the output memory if and only if the size of your test vector 
(determined by vector_size, and 
the datatype) is a multiple of 64 bytes (that is, if vector_size is a multiple 
of 16). 

end of output memory after executing kernel:
    [62] - 22.333334 (0x41b2aaab)
    [63] - 22.666666 (0x41b55555)
    [64] - -6259853398707798016.000000 (0xdeadbeef)
    [65] - 0.000000 (0x0)
Vector size is 64 (256 bytes), so expect memory output at [64] = 0xdeadbeef
Finished Running Test.
Test PASSED
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3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更

別の HLS アクセラレーターをこの AFU に置き換えて、独自の HLS アクセラレーターを作成できます。
このプロシージャーは、fpVectorReduce_floatコンポーネントを
fpVectorReduce_ac_intコンポーネントに置き換えます。

ご使用になる前に インテルは代替 HLS コンポーネントを提供しているため、これらの手順はこのタス
クには必要ありません。

1. HLS AFU Avalon-MM I/O スレーブおよび HLS AFU Avalon-MM マスターインターフェイスの
要件を満たす HLS コンポーネントを作成します。HLS AFU Avalon-MM I/O スレーブ・インター
フェイス (26 ページ)および HLS AFU Avalon-MM マスター・インターフェイス (27 ページ)を
参照してください。

2. i ++コマンドで RTL を生成します。

3. 新しい AFU の新しい UUID を作成します。 Accelerator Functional Unit（AFU）開発者ガイドを
参照してください。
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図 -5: ディレクトリー構造とファイル
この図は、編集できるファイルのみを示しています。
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STEPS

1. qsysフォルダーに移動し、Platform Designer v17.1.1 でシステムを開きます。

$ qsys-edit hls_afu_container.qsys

2. hls_afu_container.qsysを編集するには、 Create New Quartus Project をクリ
ックしてインテル Quartus Prime プロジェクトを作成します。

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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図 -6: 新しい Quartus プロジェクト

3. quartus_tempというフォルダーに quartus_temp_prjプロジェクトを作成します。

4. Open System ウィンドウで Open をクリックします。　

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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図 -7: Open System

5. コンポーネントの新しい UUID を作成した場合、 afu_id_avmm_slave コンポーネントに入
力します。

図 -8: UUID

6. fpVectorReduce_float コンポーネントを右クリックし、Remove をクリックして削除します。

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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図 -9: コンポーネントの削除

7. Delete IP Variant ダイアログで、No をクリックして、Platform Designer が
fpVectorReduce_float IP ファイルを削除しないようにします。

8. IP Catalog で fpVectorReduce_ac_int コンポーネントをダブルクリックして追加します 。

図 -10: コンポーネントの追加

9. Component Instantiation ウィンドウで、 hls_outputsフォルダーの前にあるすべての
テキスト（先頭の「/」を含む）を削除します。

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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このテキストを削除すると.qsysが.ipファイルへの相対パスを提出できますので、別のファイル
システムに安全にお使い AFU プロジェクトを移動することができます。

図 -11: 相対パス

10. HLS コンポーネントを接続します。

コンポーネントの Avalon-MM スレーブのベースアドレスを 0x0040に設定して、HLS コンポー
ネントと AFU Id スレーブが同じメモリースペースを共有し、ホスト・アプリケーションが両方にア
クセスできるようにしてください。

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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図 -12: ベース・アドレスを設定する

11. Sync System Info をクリックして、Platform Designer システムを更新します。 Platform
Designer ウィンドウの下部に、成功を示すメッセージが表示されます。　

12. アクセラレーション・スタック のコンフィグレーション・ファイル filelist.txtおよび
hls_afu.jsonを変更して、AFU を構成します。

これらのファイルの例については、 アクセラレーション・スタック のコンフィグレーション・ファイル
filelist.txt および hls_afu.json を参照してください。

13. ホスト・アプリケーションを変更して、HLS によって生成される Avalon-MM スレーブ・レジスター・
マップを含めます。

a. test-fpga.prj/components/fpVectorReduce_ac_int/
fpVectorReduce_ac_int_csr.hヘッダーファイルをホスト・アプリケーション・プロ
ジェクトにコピーします。

b. hls_afu_host.cに、 fpVectorReduce_float_csr.hの代わりに
fpVectorReduce_ac_int_csr.hを含めます。また、 fpVectorReduce_float
レジスターへの参照を fpVectorReduce_ac_intレジスターへの参照に置き換えます。

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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WHAT TO DO NEXT

1. ASE テストベンチを生成します。 ASE テストベンチの生成を参照してください。

2. AF ビットストリームをコンパイルします。 AF ビットストリームのコンパイルを参照してください。

関連情報
• HLS AFU Avalon-MM I/O スレーブ・インターフェイス (26 ページ)

• HLS AFU Avalon-MM マスター・インターフェイス (27 ページ)

• i ++コマンドを使用した HLS コンポーネントのコンパイルとシミュレーション　 (6 ページ)

• HLS コンポーネント用の Platform Designer Container の生成 (7 ページ)

• ASE テストベンチの生成 (9 ページ)

• Af ビットストリームのコンパイル (12 ページ)

• アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット（AFU）開発者ガイド　

3.1. アクセラレーション・スタック のコンフィグレーション・ファイル filelist.txt および
hls_afu.json

この例は、HLS AFU デザイン例を参照しています。

filelist.txt

filelist.txtファイルには、次のパスが含まれている必要があります。

• すべての 上位ソースファイル。たとえば、 afu.sv、ccip_interface_reg.sv 、および
ccip_std_afu.sv

• CCI-P/Avalon アダプター。 たとえば：

QI:BBB_ccip_avmm/hw/par/ccip_avmm_addenda.qsf 
SI:BBB_ccip_avmm/hw/sim/ccip_avmm_sim_addenda.txt 

• MPF BBB。 たとえば：

+define+MPF_PLATFORM_DCP_PCIE=1 
QI:BBB_cci_mpf/hw/par/qsf_cci_mpf_PAR_files.qsf 
SI:BBB_cci_mpf/hw/sim/cci_mpf_sim_addenda.txt 

• Platform Designer システム hls_afu_container.qsys

• Platform Designer システムが使用するすべての IP パラメーター化。たとえば、 qsys/ip/
hls_afu_containerにリストされているすべての.ipファイル（例：
hls_afu_container_mm_bridge_0.ip ）、および HLS コンパイラーが生成する.ipフ
ァイル（例： fpVectorReduce_float.ip ）

• qsys/ip/hls_afu_container folderにないコンポーネントを含むすべてのディレク
トリー。たとえば次ののライン。

+incdir+qsys/hls_outputs/components/fpVectorReduce_float 
+incdir+qsys/hls_outputs/components/fpVectorReduce_float/ip

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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Platform Designer システムの RTL ソースまたは HLS によって生成された RTL（使用する IP ファイ
ル以外）を明示的にリンクする必要はありません。デザインで filelist.txt が参照する IP ファイルをイン
スタンス化しない場合、 インテル Quartus Prime プロ・エディション AF ビットストリームをコンパイ
ルすると失敗します。このデザインでは、 fpVectorReduce_floatへの参照を含む行をコメント
化して、 fpVectorReduce_ac_intへの参照を含む行のコメントを外すことができます。

hls_afu.json

hls_afu.jsonファイルには、アクセラレーター UUID、AFU の名前、および AFU が必要とする
PAC リソースを定義するトップインターフェイスが含まれている必要があります。　

AFU プラットフォーム・コンフィグレーションの指定について詳しくは、 アクセラレーター・ファンクショ
ナール・ユニット（AFU）開発者ガイドを参照してください 。さらにインターフェイスを追加する場合、
afu.svおよび ccip_std_afu.svの変更も必要になる場合があります 。

関連情報
アクセラレーター・ファンクショナール・ユニット（AFU）開発者ガイド

3. HLS AFU デザイン例のコンポーネントの変更
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4. HLS AFU デザイン例の説明

HLS AFU デザインは、Intel PAC で実行される AFU（ hwフォルダーに含まれる）と、Intel Xeon CPU
で実行されるホスト・アプリケーションで構成されます。　

4.1. AFU の説明

他の AFU デザインと同様に、HLS AFU デザイン例では、 ccip_std_afu.svで AFU の 上位機
能を定義します。このデザイン例では、HLS コンポーネントの AFU のすべての計算機能を実装していま
す。ただし、必要なハードウェア・コンポーネントを初期化して接続するには、RTL が必要です。　

このデザインは DMA AFU デザインに基づいていますが、Intel PAC 上の DRAM バンクと通信するた
めの Avalon-MM マスター・インターフェイスがありません。このデザインの も重要な部分は、CCI-P-
Avalon-MM アダプター・コンポーネントおよび MPF BBB です。これらのコンポーネントは CCI-P トラ
ンザクションをバッファリングし、それらを Avalon-MM トランザクションに変換します。逆も同様です。
このデザインに含まれる MPF BBB および CCI-P-Avalon-MM アダプター・コンポーネントは、DMA
AFU デザインに含まれるアダプターよりも多くの Avalon 仕様をサポートします。 DMA AFU デザイン
の詳細については、DMA アクセラレーター・ファンクショナール・ユニット（AFU）ユーザーガイドを参照
してください 。アクセラレーション・スタックのインフラストラクチャーは CCI-P のみを公開し、Avalon-
MM インターフェイスは公開しないため、HLS コンポーネントをアクセラレーション・スタックのホストに
接続するには、これら 2 つのコンポーネントが必要です。
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図 -13: HLS AFU ハードウェアの概要　
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4.1.1. HLS AFU コンテナー　

HLS AFU コンテナーは、HLS コンパイラーによって生成されたコンポーネントといくつかのサポートコ
ンポーネントを含む Platform Designer システムです。

4. HLS AFU デザイン例の説明
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表 1. HLS AFU コンテナーのコンポーネント

コンポーネント 変更内容

mm_bridge_0
(Pipeline bridge)

HLS コンポーネントのスレーブ・インターフェイスと AFU ID スレーブが同じスレーブ・インターフェイスを
共有できるようにします。

afu_id_avmm_slave_0
Avalon-MM Slave

UUID を含む AFU の DFH を格納します。 DFH をホストに公開します（ アクセラレーター・ファンクショナ
ル・ユニット（AFU）開発者ガイドを参照 ）

floatingPointVectorReduce_float HLS コンポーネント。このコンポーネントは浮動小数点数のベクトルを消費し、すべての要素を一緒に追加
することでそれを削減します。　

read_bridge
(Pipeline bridge)

HLS コンポーネントの読み出し専用 Avalon-MM マスター・インターフェイスをパイプライン処理します。

write_response_bridge_irq_0
(Write response bridge)

HLS Avalon-MM マスター・インターフェイスは、ホストメモリーからの書き込み確認をサポートしていま
せん。このカスタム・コンポーネントは、デザインがすべての未処理のホスト・メモリー・ライトを確認するま
で、HLS コンポーネントの割り込み信号を防ぎます。このコンポーネントは、すべての結果をホストメモリー
に書き込むまで、デザインがホストに割り込まないことを保証します。このコンポーネントを使用しない場
合、デザインがホストメモリーへのすべてのライトをコミットする前に、HLS done 割り込みがホスト・アプ
リケーションに到達する可能性があります。　

図 -14: HLS AFU コンテナーのブロック図　
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HLS コンポーネントは、単純なベクトル削減を実行します。また、入力ベクトルをホストメモリーにコピ
ーし、各ベクトル値を 1.0f ずつ増やします。

4. HLS AFU デザイン例の説明
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図 -15: 簡略化された HLS コンポーネント　
このコードには、削減を実行する基本的なソースコードが含まれています。サイクルごとに単一の 32 ビット浮動小数点値を読み出
し、合計を累積します。

1.    component
2.    float floatingPointVectorReduce_basic(float *masterRead,
3.                                          float *masterWrite,
4.                                          int size)
5.    {
6.        float sum = 0.0f;
7.        for (int idx = 0; idx < size; idx++)
8.       {
9.           float readVal = masterRead[idx];
10.          sum += readVal;
11.    
12.          masterWrite[idx] = readVal + 1.0f;
13.      }
14.    
15.        return sum;
16.   }

これは有効な HLS ソースコードですが、AFU デザインには不十分です。インテルのアクセラレーション・
スタックには、AFU がホストメモリーにアクセスする方法とホストシステムがホストメモリーを認識する
方法を規定する特定の要件があります。幸いなことに、HLS は柔軟性が高いため、これらの制約を満た
すようにコンポーネントを再構成できます。要件は次のとおりです。

1. コントロールとパラメーターは、HLS がデフォルトで使用するコンジット・インターフェイスではな
く、Avalon-MM I/O スレーブ・インターフェイスを介して公開する必要があります。

2. AFU には、システムメモリーにアクセスするための 2 つの Avalon-MM マスター・インターフェイス
があります。 1 つの Avalon-MM マスターを読み出し専用として構成します。もう 1 つは書き込み
専用です。

• 両方の Avalon-MM マスター・インターフェイスは 512 ビット幅でなければなりません。

• 両方の Avalon-MM マスター・インターフェイスは 48 ビットアドレスを使用する必要がありま
す。

4.1.1.1. HLS AFU Avalon-MM I/O スレーブ・インターフェイス

HLS hls_avalon_slave_component属性は、 start 、 busy 、 stall 、および done制
御信号をコンポーネントの制御およびステータスレジスター（CSR）に移動します。また、
hls_avalon_slave_register_argument属性をコンポーネントの各パラメーターに適用し
て、コンポーネントの CSR に移動することもできます。コンポーネントのシグネチャは、次のとおりです。

1. hls_avalon_slave_component 
2. component 
3. float fpVectorReduce_basic( 
4.    hls_avalon_slave_register_argument float *masterRead,
5.    hls_avalon_slave_register_argument float *masterWrite,
6.    hls_avalon_slave_register_argument uint64 size)

HLS コンポーネントの CSR にアクセスするときは、64 ビットのリードとライトを使用する必要がありま
す。　

4. HLS AFU デザイン例の説明
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4.1.1.2. HLS AFU Avalon-MM マスター・インターフェイス

AFU には、システムメモリーにアクセスするための 2 つの Avalon-MM マスター・インターフェイスがあ
る場合があります。1 つの Avalon-MM マスターを読み出し専用として構成する必要があります。もう 1
つは書き込み専用です。この要件では、コンポーネントの署名とアルゴリズムの両方を変更する必要が
あります。

AFU がホストメモリーでアクセスできるデータの 小単位は 64 バイト（512 ビット） なので 、HLS
ihc :: mm_masterオブジェクトを使用して Avalon-MM マスター・インターフェイスを構成する
必要があります。パラメーターの詳細については、 Intel High-Level Synthesis Compiler
Reference Manual を参照してください。次に、コード図 19 (29 ページ)を変更して、必須の 512 ビ
ットデータバスによって提供される帯域幅を活用し、16 個の 32 ビット値に同時にアクセスする必要が
あります。

このアクセスサイズの制約は、ベクターの長さが 16 の倍数（同等に 64 バイトの倍数）でない場合、ベク
ターの終わりと次の 16 の倍数の間のホストメモリーの場所がガベージデータでいっぱいになることを
意味します。

高のパフォーマンスを得るには、read-modify-write 動作を試みないでください。デザインには 2 つ
の独立した Avalon-MM マスター・インターフェイスがあるため、HLS コンパイラーは別々のアドレスス
ペースを想定し、2 つの Avalon-MM マスター・インターフェイス間に依存関係は存在しないと想定しま
す。

HLS AFU デザイン例は、512 ビットの Avalon-MM マスター・インターフェイスと接続する方法を示し
ています。

• HLS コンパイラーにその詳細を抽象化し、アクセスがフロートであると想定させます。

• ホストメモリーアクセスは 512 ビットの符号なし整数であると仮定します。

floatアクセス

また、このコンポーネントを使用すると、HLS コンパイラーがスライス操作を処理できます。署名は、
mm_masterタイプが ac_int<512, false>ではなく float であることを除いて、図 19 (29 ペ
ージ)の署名と同じです。

図 -16: float-ベースのボディー

1.    #pragma unroll 16
2.    for (int itr = 0; itr < 16; itr++)
3.    {
4.        int idx = itr + (loop_idx * 16);
5.        if (idx < size)
6.        {
7.            float readVal = masterRead[idx];
8.            readSum += readVal;
9.            masterWrite[idx] = readVal + 1.0f;
10.      }
11.   }
12.   sum += readSum;

一度に 512 ビットのループ本体の外側ではなく、展開されたループ本体の内部で一度に 32 ビットで
mm_masterにアクセスします。コンパイラーがすべてを適切に推論することを確認するには、生成され
た HLS report.htmlレポートの Component Viewerセクションを見て、512 ビットのバース
ト結合 LSU があることを確認し、それらが整列していることを確認します。一度に 512 ビットの負荷が
発生することを確認したい場合、シミュレーション波形の図 18 (28 ページ)を見てください 。

4. HLS AFU デザイン例の説明
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図 -17: フロートベースのコンポーネントを示す HLS レポート　
合体した Avalon-MM マスター・インターフェイスを観察します。　

図 -18: floatベースのコンポーネントのホスト・メモリー・アクセスを示す ModelSim 波形　

ac_intアクセス

基になるデータ型として符号なし 512 ビット ac_intを使用して ihc :: mm_masterを定義で
きます。　

4. HLS AFU デザイン例の説明
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図 -19: ac_intベースのコンポーネントの署名　

1. typedef ac_int<512, false> uint512; // 512-bit unsigned integer
2.    typedef ihc::mm_master<uint512, ihc::dwidth<512>, 
3.                           ihc::awidth<48>, ihc::latency<0>,
4.                           ihc::aspace<1>, ihc::readwrite_mode<readonly>,  
5.                           ihc::waitrequest<true>, ihc::align<64>, 
6.                           ihc::maxburst<4> > MasterReadAcInt;
7.    
8.    typedef ihc::mm_master<uint512, ihc::dwidth<512>, 
9.                           ihc::awidth<48>, ihc::latency<0>, 
10.                          ihc::aspace<2>, ihc::readwrite_mode<writeonly>, 
11.                          ihc::waitrequest<true>, ihc::align<64>, 
12.                          ihc::maxburst<4> > MasterWriteAcInt;
13.    
14.   component
15.   hls_avalon_slave_component
16.   float fpVectorReduce_ac_int(
17.      hls_avalon_slave_register_argument MasterReadAcInt &masterRead,
18.      hls_avalon_slave_register_argument MasterWriteAcInt &masterWrite,
19.      hls_avalon_slave_register_argument uint64_t size);

これらのパラメーター設定は、インテルのアクセラレーション・スタックに固有のものです。

• 48-ビット幅のアドレス（awidthパラメーター）

• DRAM は：変数の待ち時間と waitrequest は信号（ latencyと waitrequestは属性）が必
要

• 64 の同時バイトを一度に読み出すことができます（alignパラメーター）

• 大バーストサイズは 4 512 ビット読み出す（ maxburstパラメーター）

• 別々の物理 Avalon マスタポート（aspaceパラメーター）。読み出し出しよび書き込み専用（それ
ぞれ 1 つの Avalon-MM マスター）（ readwrite_modeパラメーター）

この方法はより冗長ですが、すべての Avalon-MM マスターアクセスが 512 ビット幅に合体することを
保証します。もし ac_intによって提供 slcと set_slc関数を使用して 512 ビット幅の読み出し
結果の 32 ビット部分にアクセスすることができます。これらの機能の詳細については ac_int
Reference Manual, Mentor Graphics Corporation を参照してください。このコンポーネントは、
512 ビットのリードとライトを明示的に実行します（1 行目と 36 行目）。

4. HLS AFU デザイン例の説明
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図 -20: ac_int-ベースのボディー

1.  uint512 readVal = masterRead[loop_idx];
2.    uint512 writeVal = 0;
3.    
4.    #pragma unroll 16 // do each loop iteration concurrently.
5.                      // Use 16 iterations because there are 16
6.                      // 32-bit slices in each 512-bit word.
7.    for (int itr = 0; itr < 16; itr++)
8.    {
9.        int idx = itr + (loop_idx * 16);
10.      if (idx < size)
11.      {
12.            // grab a 32-bit piece of the 512-bit value that we read
13.            uint32 readVal_32 = readVal.slc<32>(itr * 32); 
14.    
15.            // use explicit type casting to process the bits pointed 
16.            // to by &readVal_32 as a float.
17.            void *readVal_32_ptr = &readVal_32;
18.            float readVal_f;
19.            float *readVal_f_ptr = &readVal_f;
20.            *readVal_f_ptr = *((float *) readVal_32_ptr);
21.            readSum += readVal_f;
22.    
23.            // increment and output
24.            float writeVal_f = readVal_f + 1.0f;
25.    
26.            // use explicit type casting to process the bits pointed 
27.            // to by &writeVal_f as a uint32.
28.            float *writeVal_f_ptr = &writeVal_f;
29.            uint32 *writeVal_32_ptr = (uint32 *) writeVal_f_ptr;
30.            uint32 writeVal32 = *writeVal_32_ptr;
31.    
32.            unsigned int bit_offset = itr * 32;
33.            writeVal.set_slc(bit_offset, writeVal32);
34.      }
35.   }
36.   masterWrite[loop_idx] = writeVal;

関連情報
Intel High Level Synthesis（HLS）コンパイラー・リファレンス・マニュアル

4.2. ホスト・アプリケーションの説明　

ホスト・アプリケーションは OPAE ソフトウェア API を使用して、Intel PAC 内で実行されるアクセラレ
ーターと通信します。 OPAE は、ホスト・アプリケーションが FPGA カードなどのアクセラレーターの機
能にアクセスできるようにする Intel API です。 OPAE ソフトウェア API の一般的な使用法の詳細につ
いては、 Open Programmable Acceleration Engine (OPAE) C API Programming Guideを参
照してください。

4. HLS AFU デザイン例の説明
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図 -21: 典型的な OPAE アプリケーションのフロー概要　

Preamble/Header Files

Setup Acceleration

Teardown

Discover/Grab FPGA
Resources

Start Accelerator and
Await Result

Collect/Verify Results

Cleanup

Setup/Populate
Host Side Memory

Setup Interrupts

このホスト・アプリケーションは、運用デザインのホスト・アプリケーションと比較して単純化されていま
す。すべての API 呼び出しは、メイン・ソース・ファイルで発生します。実稼働デザインでは、DMA AFU デ
ザインと同様に、ライブラリーでこれらの API 呼び出しを行う可能性が高くなります。明確にするために、
すべてのホストコードは単一のソースファイル hls_afu_host.cにあります。このセクションの見出
しは、 hls_afu_host.cの見出しと一致しています。

表 2. AFU Avalon MM スレーブ・メモリー・マップ

スレーブ名 アドレス・レンジ

Device feature header slave 0x0000 to 0x003F

HLS component 0x0040 to 0x007F

Preamble/Header Files

ホストコードの 初のセクションには、必要なライブラリが含まれており、いくつかの定数アドレスオフ
セットが定義されています。このデザインは、HLS コンパイラーが発行する
fpVectorReduce_float_csr.hの定数から HLS コンポーネントの CSR 定数を導き出しま
す。 HLS コンポーネントのスレーブ・インターフェイスは、AFU ID MM スレーブとメモリー空間を共有
するため、ベースオフセットにより、AFU ID MM スレーブおよび HLS コンポーネントの各レジスターに
一意のアドレスが確保されます。

Discover/Grab FPGA Resources 　

このコードブロックは定型です。デザインは、使用可能なアクセラレーターを FPGA ハードウェアに照会
し、デザインがホスト・アプリケーションに必要なアクセラレータを見つけると、ホスト・アプリケーション
は FPGA デバイスの制御を試みます。このデザインでは、ホストはアクセラレーション・スタックに必要な
AF レジスターも実行します。 HLS コンポーネントは、AFU デバイス機能ヘッダー Avalon-MM スレー
ブにあるこれらのレジスターを実装しません。

4. HLS AFU デザイン例の説明
683025 | 2018.11.30

フィードバック インテル上位レベルのシンセシス・アクセラレーター機能ユニットのデザイン例のユーザーガ
イド
31

mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E4%BE%8B%E3%81%AE%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(683025%202018.11.30)%20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%B3&body=%E5%BC%8A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E5%BE%A1%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E7%95%AA%E5%8F%B7%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E6%AE%B5%E8%90%BD%E3%82%92%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A8%E3%81%86%E3%81%94%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82


Setup and Populate Host-Side Memory

このコードブロックは、AF がアクセスできる連続したホスト側メモリーバッファを構成します。アクセラ
レーション・スタックのホストを実行するときは、このコマンドを使用して 2 MB の hugepages を使用
するように構成してください（ASE を使用して実行している場合、このコマンドは不要です）。

# sudo sh -c "echo 20 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages"

このコマンドを使用すると、ホスト・アプリケーションはメモリー内に 2MB の固定連続バッファーを割り
当てることができます。　

fpgaPrepareBuffer（）関数は、デザインが AF と共有するホスト側バッファーを割り当てます。こ
の関数は、ユーザーが指定したアドレスから始まるメモリーブロックを割り当てます。さらに、メモリーブ
ロックが 64 バイト（512 ビット）にアライメントされていることを保証します。これにより、AFU アクセ
スが効率的になります。 fpgaGetIOAddress（）は、AF がホストと同じメモリー空間にアクセスする
ために使用できるポインターを取得します。ホストは、他のアレイの場合と同様に、RAM のブロックを追
加できます。

Setup Interrupts

このデザインでは、割り込みフレームワークを使用して、AF が処理を終了したときにホストに報告でき
るようにします。 HLS コンポーネントはこのデザインで必要な割り込みを生成するため、ホストは割り込
みを有効にするために HLS コンポーネントのスレーブメモリー空間に書き込む必要があります。まず、
ホストは CSR_INTERRUPT_ENABLEレジスターを読み出すことにより、割り込みが既に有効になっ
ているかどうかを確認します。割り込みの詳細については、インテルのアクセラレーション・スタックに含
まれている Hello Interrupt AFU の例を参照してください。

Start AF and Wait for Result

AF を開始するために、ホストは入力変数を HLS コンポーネントのスレーブスペース（入力データ開始
アドレス、出力データ開始アドレス、データサイズ）に書き込みます。次に、HLS コンポーネントのスレー
ブ空間の STARTビットに 1 を書き込みます。ポーリング API を使用して、ホストは AF が終了するのを
待ちます。

Check Results

ホストは、割り込みが正しく返されたこと（またはタイムアウトしなかったこと）をチェックし、出力メモリ
ーに期待値が含まれていることを確認します。このデザインでは、メモリースペースの 後にデバッグデ
ータも出力されます。これは、AF が 512 ビットの読み出しと書き込みのみを実行できることを示してい
ます。長さが 512 ビット（64 バイト）の倍数ではないベクトルを渡すと、デザインは出力ベクトルメモリ
ー空間の一部のデータを上書きします。

Cleanup

後に、ホスト・アプリケーションは、実行中に割り当てたリソースを破棄します。　

関連情報
Open Programmable Acceleration Engine (OPAE) C API Programming Guide

4. HLS AFU デザイン例の説明
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5. HLS AFU デザインのトラブルシューティング

HLS デザインがコンパイルに失敗する (33 ページ)

Platform Designer を開くときエラーが表示する (33 ページ)

Make Sim 中の'design unit not found'エラー (33 ページ)

Verilog HDL コンパイルのエラー (34 ページ)

ASE テストベンチ生成中のコンパイルのエラー (34 ページ)

シミュレーション中の誤った出力 (34 ページ)

AF ビットストリームのコンパイルが失敗する (35 ページ)

5.1. HLS デザインがコンパイルに失敗する

GCC ライブラリの正しいバージョンがない環境で HLS v18.0 を使用している場合、HLS コードのコン
パイルに失敗する場合があります。 HHEL v18.0 で RHEL 7.x を使用している場合、gcc 4.4.7 互換
性ライブラリーをインストールする必要があります。

＃sudo yum install compat-gcc-44 compat-gcc-44-c ++

次に、i ++で gcc 4.4.7 を優先させる CPLUS_INCLUDE_PATH 環境変数をオーバーライドする必要
があります。

$ export CPLUS_INCLUDE_PATH=/usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.4.7:/usr/
include/c++/4.4.7:/usr/include/c++/4.4.7/x86_64-redhat-linux

5.2. Platform Designer を開くときエラーが表示する

Platform Designer システムを開くと、システムを生成しようとしたときに次のエラーが表示される場
合があります。Error: Failed to retrieve source files from Quartus
project, manually re-run the commands included in …/
quartus_sh_tcl_file_for_qsyspro.tcl in Quartus tcl shell.

Platform Designer によって生成されたファイルを削除すると、ASE テストベンチの生成時および AF
ビットストリームのコンパイル時に再生成されるため、このエラーは無視できます。このエラーを回避す
るには、 インテル Quartus Prime プロ・エディション 17.1.1 を使用して、HLD AFU デザイン例のコ
ンポーネントの変更で作成する一時的なインテル Quartus Prime プロ・エディションのプロジェクト、
そしてインテル Quartus Prime プロ・エディション GUI を使用してプラットフォームデザイナーを開き
ます（コマンドラインから qsys-editを使用する代わりに）。

5.3. Make Sim 中の'design unit not found'エラー

これらのタイプのエラーは、filelist.txtt を誤って指定すると、HLS AFU デザインでよく発生しま
す。filelist.txtにリストされている IP とフォルダーがプロジェクトの構造と一致していることを
確認してください。Platform Designer が使用する IP の名前を変更する場合があるため、IP ファイル
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の名前に注意してください。 これらのエラーは、グローバル検索パスではなく、インテル Quartus
Prime プロジェクトレベルの検索パスに HLS で生成された IP を追加した場合にも発生する可能性が
あります。

# Loading work.hls_afu_container_afu_id_Avalon-MM_slave_0
# Loading work.afu_id_Avalon-MM_slave
# Loading work.hls_afu_container_clock_in
# ** Error: (vsim-3033) /home/john/hls_afu/hls_afu/build_ase_dir/qsys_sim/
qsys_0/hls_afu_container/synth/hls_afu_container.v(136): Instantiation of 
'fpVectorReduce_ac_int' failed. The design unit was not found.
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Instance: /ase_top/platform_shim_ccip_std_afu/
ccip_std_afu/afu_inst/u0 File: /home/john/hls_afu/hls_afu/build_ase_dir/
qsys_sim/qsys_0/hls_afu_container/synth/hls_afu_container.v
#         Searched libraries:
#             /home/john/hls_afu/hls_afu/build_ase_dir/work/work
# Loading work.hls_afu_container_mm_bridge_0
# Loading work.altera_Avalon_mm_bridge
# Loading work.hls_afu_container_mm_bridge_1
# Loading work.hls_afu_container_reset_in

5.4. Verilog HDL コンパイルのエラー

hls_afu_container Platform Designer システムは afu.svでインスタンス化されます。インス
タンス化が hls_afu/hw/rtl/qsys/hls_afu_container/
hls_afu_container_inst.v （Platform Designer で hls_afu_container システムを生
成した後に表示される）で定義されたインターフェイスと一致することを確認します。

5.5. ASE テストベンチ生成中のコンパイルのエラー

システムの環境変数が正しく設定されていることを確認してください。 インテルのアクセレーター・ファ
ンクショナール・ユニット（AFU）シミュレーション環境（ASE）のクイックスタートのユーザーガイド の
環境のセットアップ を参照してください。

関連情報
Intel Accelerator Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) Quick Start User
Guide

5.6. シミュレーション中の誤った出力

ASE は HLS AFU デザインのすべての波形を保存するため、これらを使用してデザインをデバッグでき
ます。詳細については、Intel®Arria®10 GX FPGA を搭載した Intel®プログラマブル・アクセラレーシ
ョン・カード用インテルのアクセラレーション・スタックのクイック・スタート・ガイドのセクション 1.4.1.1
を参照してください。

関連情報
インテル Arria 10 GX FPGA 搭載インテルのプログラマブル・アクセラレーション・カード向けインテ
ルのアクセラレーション・スタックのクイック・スタート・ガイド

5. HLS AFU デザインのトラブルシューティング
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5.7. AF ビットストリームのコンパイルが失敗する

filelist.txtで定義されている未使用の IP がないことを確認してください。 Platform
Designer が生成したファイル（ hls_afu_containerディレクトリー）を
hls_afu_containerディレクトリーから削除します。

5. HLS AFU デザインのトラブルシューティング
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6. HLS AFU デザイン例のユーザーガイド改訂履歴

ドキュメント・バージ
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2018.11.30 初版。
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