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1. インテル® アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) シミュ
レーション環境 (ASE) クイック・スタート・ユーザーガイド

インテル® アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) シミュレーション環境 (ASE) は、 イ
ンテル FPGA プログラマブル・アクセラレーション・カード (インテル FPGA PAC) に向けたハードウェ
アとソフトウェアのコ・シミュレーション環境です。

このソフトウェアのコ・シミュレーション環境は、現在以下の インテル FPGA PAC をサポートしていま
す。

• インテル® プログラマブル・アクセラレーション・カード (インテル® Arria® 10 GX FPGA 搭 載
版)

• インテル® FPGA プログラマブル・アクセラレーション・カード D5005

ASE は、コア・キャッシュ・インターフェイス (CCI-P) プロトコルに向けたトランザクション・モデルと、
FPGA に接続されているローカルメモリーに向けたメモリーモデルを提供します。

ASE はまた、アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) が以下のプロトコルと API に準拠し
ているかを検証します。

• CCI-P プロトコルの仕様

• Avalon® Memory Mapped (Avalon-MM) インターフェイスの仕様

• オープン・プログラマブル・アクセラレーション・エンジン (OPAE)

このクイック・スタート・ガイドでは、ASE 環境を使用しサンプル AFU をシミュレーションする方法を説
明します。ASE の機能と内部アーキテクチャーに関する包括的な情報は、Intel Accelerator
Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) User Guide を参照ください。

注意: このクイック・スタート・ガイドは、インテル® アクセラレーション・スタック (インテル® Xeon® CPU &
FPGA 対応) のバージョン 2.0 に適用されます。それ以前のバージョンに関する情報は、 ASE クイッ
ク・スタート・ユーザーガイド・アーカイブ (9 ページ) を参照ください。

表 1. アクセラレーション・スタック (インテル Xeon CPU ＆ FPGA 対応) の用語集

用語 略語 説明

インテル® アクセラレーション・スタック (イン
テル® Xeon® CPU & FPGA 対応)

アクセラレーション・スタック インテル FPGA と インテル Xeon® プロセッ
サー間において最良のパフォーマンスを提供
するソフトウェア、ファームウェア、ツールが多
数搭載されています。

インテル FPGA プログラマブル・アクセラレー
ション・カード (インテル FPGA PAC)

インテル FPGA PAC PCIe* FPGA アクセラレーション・カードです。

continued...   
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用語 略語 説明

PCIe バス上で、 インテル Xeon プロセッサー
とペアになる FPGA インターフェイス・マネー
ジャー (FIM) を含みます。

インテル® Xeon® スケーラブル・プラットフォ
ーム with Integrated FPGA

FPGA 統合プラットフォーム インテル Xeon と FPGA が 1 つのパッケージ
になった、 インテル Xeon に FPGA が統合さ
れたプラットフォームで、ウルトラ・パス・インタ
ーコネクト (UPI) を介し、統一されたメモリー
キャッシュを共有します。

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

1.1. システム要件

以下は、ASE のバージョン 2.0 におけるシステム要件です。

• 64 ビット Linux オペレーティング・システム。このリリースでは、次のオペレーティング・システムが
検証されています。

— RHEL 7.6 with Linux kernel 3.10

• 次のいずれかのシミュレーター

— 64 ビット Synopsys* VCS-MX-2016.06-SP2-1 RTL シミュレーター

— 64 ビット Mentor Graphics* Modelsim SE シミュレーター (バージョン 10.5c)

— 64 ビット Mentor Graphics QuestaSim シミュレーター (バージョン 10.5c)

• C コンパイラー (GCC 4.7.0 以上)

• CMake (バージョン 2.8.12 以上)

• GNU C ライブラリー (バージョン 2.17 以上)

• Python (バージョン 2.7)

• インテル® Quartus® Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディション (バージョン 18.1.2)(1)

(1) 必要なバージョンは Acceleration Stack for Development とともにインストールされます。
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1.2. 環境の設定

ASE を実行する前に、シミュレーション環境の設定および OPAE ソフトウェアをインストールする必要
があります。

1. シミュレーション・ソフトウェアに次の環境変数を設定します。

• VCS の場合

$ export VCS_HOME=<path to VCS installation directory>
$ export PATH=$VCS_HOME/bin:$PATH

VCS のインストール・ディレクトリー構造は次のとおりです。

システムに有効な VCS ライセンスがあることを確認してください。

• Modelsim SE もしくは QuestaSim の場合

$ export MTI_HOME=<path to Modelsim installation directory>
$ export PATH=$MTI_HOME/linux_x86_64/:$MTI_HOME/bin/:$PATH

Modelsim もしくは Questa のインストール・ディレクトリー構造は次のとおりです。

システムに有効な Modelsim SE または QuestaSim のライセンスがあることを確認してく
ださい。

• インテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディションの場合

$ export QUARTUS_HOME=<path to Intel Quartus Prime Pro Edition 
installation directory>

インテル Quartus Prime 開発ソフトウェアのインストール・ディレクトリー構造は次のとおり
です。

2. エクスポートします。

$ export LM_LICENSE_FILE=<Quartus Prime License>

3. ランタイム・アーカイブ・ファイルを抽出し、OPAE ライブラリー、バイナリー、インクルード・ファイル、
ASE ライブラリーを、適切な Intel FPGA PAC Quick Start User Guide の Installing the
OPAE Software の章の説明に従いインストールしてください。

AFU をコンフィグレーションし構築するためには、環境が正しく設定されている必要があります。特に
OPAE ソフトウェア開発キット (SDK) を適切にインストールする必要があります。OPAE SDK スクリ
プトは、PATH上にあり、C コンパイラーが利用できなければならないファイルおよびライブラリーを含
む必要があります。さらに、OPAE_PLATFORM_ROOT環境変数が設定されていることを確認してくだ
さい。詳細は、Installing the OPAE Software Package を参照ください。

OPAE SDK および ASE が適切にインストールされていることを確認するため、シェルにおいて PATH
が afu_sim_setupを含んでいることを確認してください。

関連情報
• Intel Accelerator Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) User Guide
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• Installing the OPAE Software Package

1.3. クライアント・サーバー・モードでの hello_afuのシミュレーション

hello_afu例は、一次 CCI-P インターフェイスを示すシンプルな AFU のテンプレートです。RTL は
AFU の最低限の要件を満たしており、メモリーマップド I/O 読み取りに応答し、デバイス・フィーチャー・
ヘッダーと AFU の UUID を返します。

図 -1: hello_afu のディレクトリー・ツリー

hello_afu

hello_afu.gbs

rtl

afu.sv
ccip_interface_reg.sv
ccip_std_afu.sv
filelist.txt
hello_afu.json

hello_afu.c
Makefile

README

sw

bin

hw

samples

注意: このドキュメントでは、<AFU example> を使用し、デザイン例のディレクトリーを参照します (上図の
hello_afuなど)。

ソフトウェアは、OPAE を使用し FPGA に接続するための最低限の要件を示します。RTL は、OPAE ドラ
イバーおよび hello_afu例のソフトウェアを満たすための最低限の要件を示します。

filelist.txtは、RTL のシミュレーションおよび合成のためのファイルを指定します。

AFU サンプルを正常にコンフィグレーションし構築するには、環境の設定で説明されているように、環
境が適切に設定されている必要があります。

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

• 環境の設定 (5 ページ)

• Developing AFUs with the OPAE SDK
アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) Developer’s Guide 内の章
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1.3.1. クライアント・サーバー・モードでのシミュレーション

次のフロー例は、基本的な ASE スクリプトを説明しています。eth_e2e_e10を除くすべての例は、
ASE でシミュレーション可能です。

シミュレーションは 2 つのソフトウェア・プロセスを必要とします。1 つは RTL シミュレーションに向け
たプロセス、もう 1 つは接続されたソフトウェアを実行するためのプロセスです。RTL シミュレーション
環境を構築するには、以下を$OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/hello_afuで実行しま
す。

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

このコマンドは、ASE 環境を build_simサブディレクトリーに構築します。

シミュレーターを構築し実行するには

$ cd build_sim
$ make
$ make sim

シミュレーターはシミュレーションの準備が整ったことを示すメッセージを表示します。また、
ASE_WORKDIR環境変数の設定を促すメッセージも表示されます。

ソフトウェアのシミュレーションのための別のシェルを開きます。新しいシェルでソフトウェアを構築し
実行するには

$ cd $OPAE_PLATFORM_ROOT
$ export ASE_WORKDIR=$OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/hello_afu/build_sim/work
$ cd $OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/hello_afu/sw
$ make clean
$ make USE_ASE=1
$ ./hello_afu

注意: ASE_WORKDIRの特定のパス名は異なる場合があります。シミュレーターのプロンプトで指定された
パス名を使用ください。

ソフトウェアとシミュレーターが実行され、トランザクションが記録されて終了します。

1.3.1.1. シミュレーションのログファイル

シミュレーション作業ディレクトリーには、波形、CCI-P トランザクション、およびシミュレーションのロ
グファイルが保存されます。

波形データベースを確認するには、次の作業を行います。

1. make simコマンドを実行したディレクトリーに移動します。

2. 以下を入力します。

$ make wave

make waveコマンドは、波形ビューアーを起動します。
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1.3.1.2. デザイン宣言

次のファイルとディレクトリーは、AFU のシミュレーションを定義します。

• $OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/<AFU example> /hw/rtl/
filelist.txtは RTL ソースを指定します。

• <AFU example> は、hello_afu のディレクトリー・ツリー内の図で示されているディレクトリー
例です。

• filelist.txtは SystemVerilog、VHDL、AFU JavaScript Object Notation (.json)
ファイルをリストにします。

• AFU .jsonは、AFU が必要とするインターフェイスを示します。また、FPGA にダウンロードされ
た後に AFU を識別するための UUID も含んでいます。

• hw/rtl/hello_afu.jsonは、afu-top-interfaceを ccip_std_afuに設定する
ことで、ccip_std_afuをトップレベルのインターフェイスとして定義します。ccip_std_afu
は、クロック、リセット、CCI-P TX および RX 構造を含む基本 CCI-P インターフェイスです。より高
度な例では、他のインターフェイス・オプションを定義します。

• .jsonファイルは、AFU UUID を宣言します。OPAE スクリプトは UUID を生成します。RTL は
UUID を afu_json_info.vhからロードします。

• sw/Makefileは afu_json_info.hを生成します。ソフトウェアは、UUID を
afu_json_info.hからロードします。

1.3.1.3. クライアント・サーバー・シミュレーションのトラブルシューティング

afu_sim_setupコマンドが失敗した場合、次の内容を確認してください。

• afu_sim_setupが PATHにあること。OPAE をソースファイルから構築した場合、
afu_sim_setupは/usr/binもしくは <opae install path> にあります。

• Python バージョン 2.7 以上がインストールされていること。

シミュレーターの構築および実行ができない場合は、RTL シミュレーション・ツールを正しくインストー
ルしていない可能性があります。

ソフトウェアの構築および実行を試みた際に、「Error enumerating AFCs」のメッセージが表示され
る場合は、make コマンドラインで USE_ASE = 1 を設定していません。ソフトウェアは物理的な
FPGA デバイスを検索しています。回復するには、make cleanコマンドからの手順を繰り返します。

1.4. AFU の例

表 2. AFU の例
各 AFU の例には、詳細な README ファイルが含まれており、デザインのシミュレーション方法に関する操作説明と注意事項を提供
しています。シミュレーション・プロセスの完全な理解に向け、各 AFU 例の README ファイルを確認ください。

AFU 説明

hello_mem_afu

hello_mem_afuは、メモリーにアクセスするためのシンプルなステートマシンを構築する AFU を示します。ス
テートマシンでは、DDR4 DIMM などの FPGA ピンに直接接続されたローカルメモリーへのいくつかのアクセス
パターンが可能です。このメモリーは、CCI-P でアクセスされるホストメモリーとは異なります。ホストは、コントロ
ールおよびステータスレジスター (CSR) へのメモリーマップド I/O (MMIO) 要求を使用し、
hello_mem_afuコントローラー・ステート・マシンを管理します。

hello_intr_afu hello_intr_afuは、ASE のアプリケーションの割り込みフィーチャーを示します。

continued...   
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AFU 説明

dma_afu (2)

dma_afuは、ホストから FPGA、FPGA からホスト、および FPGA から FPGA へのメモリー転送のための DMA
ベーシック・ビルディング・ブロックを示します。この AFU をシミュレーションする際の DMA 転送に使用されるバ
ッファーサイズは、シミュレーション時間を合理的に保つために小さくなっています。詳細は、DMA Accelerator
Functional Unit (AFU) User Guide を参照ください。

nlb_mode_0

nlb_mode_0は、メモリー・コピー・テストを示す CCI-P システムです。$OPAE_PLATFORM_ROOT/sw/
opae-<release_number>/sample/hello_fpga.cは nlb_mode_0を含みます。

$ sh regress.sh -a <afu dir> -r rtl_sim -s < vcs|modelsim|questa > [-i <opae install 
path>] -b <path to opae source dir>

streaming_dma
streaming_dmaは、ホストメモリーと FPGA ストリーミング・ポート間のデータ転送方法を示します。詳細は、
ストリーミング DMA アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) ユーザーガイドを参照ください。

hello_afu
hello_afuはシンプルな AFU であり、一次 CCI-P インターフェイスを説明します。RTL は AFU の最低限の要
件を満たしており、MMIO 読み取りに応答し、デバイス・フィーチャー・ヘッダーおよび AFU の UUID を返します。

関連情報
• DMA Accelerator Functional Unit (AFU) User Guide

dma_afuのコンパイルおよび実行方法に関する詳細を提供します。

• ストリーミング DMA アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) ユーザーガイド
streaming_dma_afuのコンパイルおよび実行方法に関する詳細を提供します。

1.5. トラブルシューティング

シミュレーション中に次のエラーが表示される場合は、以下の手順に従い修正してください。

エラーメッセージ

# [SIM] An ASE instance is probably still running in current directory !
# [SIM] Check for PID 28816
# [SIM] Simulation will exit... you may use a SIGKILL to kill the simulation 
process.
# [SIM] Also check if .ase_ready.pid file is removed before proceeding.

ソリューション
1. pkill ase_simvを入力し、ゾンビ・シミュレーション・プロセスをキルし、失敗に終わったシミ

ュレーション・プロセスやロックアップによって残された一時ファイルを削除します。

2. $ASE_WORKDIRディレクトリーにある.ase_ready.pidファイルを削除します。

1.6.  ASE クイック・スタート・ユーザーガイド・アーカイブ

インテル・アクセラレーショ
ン・スタックのバージョン ユーザーガイド

1.2 Intel Accelerator Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) Quick Start User Guide

1.1 Intel Accelerator Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) Quick Start User Guide

1.0 Intel Accelerator Functional Unit (AFU) Simulation Environment (ASE) Quick Start User Guide

(2) クライアント・サーバー・モードでのみ利用可能

1. インテル® アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) シミュレーション環境 (ASE) クイック・スタート・ユーザ
ーガイド
UG-20165 | 2019.05.29

フィードバック インテル® アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) シミュレーション環境
(ASE) クイック・スタート・ユーザーガイド

9

https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/iwl1547157036746.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yru1547084574534.html
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/archives/ug-qs-ase-1-2.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/archives/ug-qs-ase-1-1.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/archives/ug-qs-ase-1-0.pdf
mailto:FPGAtechdocfeedbackJP@intel.com?subject=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE%20%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%20(AFU)%20%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%92%B0%E5%A2%83%20(ASE)%20%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%20(UG-20165%202019.05.29)%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


1.7.  ASE クイック・スタート・ユーザーガイドの改訂履歴

ドキュメント・バージ
ョン

インテル・アクセラレーション・ス
タックのバージョン

変更内容

2019.05.29 2.0 • システム要件 内のインテル Quartus Prime 開発ソフトウェア・プロ・エディション
のバージョンを更新しました。

• hello_afuを AFU の例 に加えました。
• リグレッション・モードでのシミュレーションに関する情報を削除しました。
• 新しく ASE クイック・スタート・ユーザーガイド・アーカイブ の章を追加しました。

2018.12.04 1.2 Ubuntu サポートを追加しました。

2018.08.06 1.1 システム要件、ディレクトリー構造、およびそれに対応するファイル名を更新しました。

2018.04.10 1.0 初版

1. インテル® アクセラレーター・ファンクショナル・ユニット (AFU) シミュレーション環境 (ASE) クイック・スタート・ユーザ
ーガイド
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