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はじめましょう
developer.arm.comには、ステップバイステップの
チュートリアル、製品ドキュメント、ビデオがあり、
すぐにDS-5を使い始めることができます。
Getting Started with DS-5 オンラインチュートリアル
に従って、DS-5のダウンロードとインストール、
ライセンスの設定、最初のプログラムの作成、
FVPでのコンパイルと実行を行います。

評価
developer.arm.com/ds-5/downloadsから
DS-5 Ultimate Editionの最新バージョンを
ダウンロードし、30日間すべての機能を評価できます。

サンプル コード
DS-5には、スタートアップコード、Linuxカーネル、
アプリケーションデバッグ、Streamlineなど広範な
サンプルコード例が付属しています。

Arm テクニカル サポート
Armの専門技術サポートは、サポートおよび保守契約を
結んでいるお客様にご利用いただけます。 
詳細については、developer.arm.com/supportを
参照してください。

製品のエディション アルティメット　　プロフェッショナル
 Ultimate                     Professional*

コンパイラ  

組込み向け Arm コンパイラ
機能安全のためのコンパイラ適合キット
コンパイラの拡張メンテナンス









デバッガ  

 
 

* DS-5 Professional エディションは、Armコアのサブセットをサポートしています。
   サポートされているコアのリストはArm社のWebサイトをご確認ください。

Mali グラフィックス デバッガ
Arm Mali™グラフィックスデバッガはAPIレベルの
トレーサです。OpenGL®ES 2.0,3.x、OpenCL™、
Vulkan®の場合、 Mali グラフィックス デバッガは、
すべての呼び出しをインターセプトするため、
ユーザーはアプリケーションを分析して最適化の
ための領域を特定するのに役立ちます。

主な利点?
・drawcallでフレームdrawcallをレンダリングし、
　シーンの構成を検査
・アプリケーションアセットを記録して、テクスチャ、
　フレームバッファ、シェーダを表示可能
・シェーダサイクルカウントのパフォーマンス統計

プロダクトソリューション事業部
Arm ソリューションセンター
Tel: 03-3450-7201   Fax:03-3450-8109
E-mail: arm@andor.jp   URL: http://www.andor.jp













バーチャル プラットフォーム ( FVP )
パフォーマンス解析 (ARM Streamline)
Mali グラフィックス デバッガ
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Arm C/C++ コンパイラ
コンパイラ技術への25年以上にわたる投資の結果、
Arm コンパイラ 組み込みツールチェーンは、
市場に出荷されている数十億の Arm デバイス向けの
超効率的な C / C++コード生成に使われています。

主な利点?
・Armアーキテクチャと共に開発されたArmプロセッサ
　のための最も効率的なコード生成

・リンク時最適化とArm C microlibライブラリを
　使用したクラス最高のコードサイズ

・ベンチマークのためではなく、現実の組み込み
　アプリケーション向けにパフォーマンスを
　チューニングでき、v5.06よりも最大38％の高速化

・最高品質レベルの機能安全が求められる
　アプリケーション向けのTÜV SÜD認定

・C++11やC++14などの最新の言語標準をサポート

DS-5 デバッガ
DS-5デバッガは、Arm CoreSight™デバッグおよびト
レースなどの最先端の Arm テクノロジをベースにして
おり、ハードウェアの持ち込みやOSの移植からアプリ
ケーション開発に至るまで、柔軟なデバッグソリュー
ションを開発者に提供します。

主な利点?

・全ての Arm プロセッサをサポート

・業界をリードする C/C++ コンパイラツール

・パワフルなOS対応マルチコア デバッガー

・ブートローダー、カーネル、ユーザースペースを
　含む開発のすべての段階のデバッグサポート

・パフォーマンスカウンタに基づきシステム
　全体をプロファイリングできる
　Arm Streamline パフォーマンス解析

・Eclipseベースのパワフルな C/C++ エディタと
　プロジェクトマネージャ

・平均250MHz以上で動作するホストコンピュータ上の
　ソフトウェア開発用の高速シミュレータ

・Arm エキスパートによる技術サポート

 

developer.arm.com/ds-5

デバッグ / トレース ユニット
Arm DSTREAMファミリの高性能デバッグ/トレースユ
ニットは、Arm ベースのハードウェアターゲットで強
力なソフトウェアデバッグと最適化を可能にします。
このプローブは、DS-5デバッガがJTAG（最高200MHz）
またはシリアルワイヤデバッグを介してSoCに接続できる
ようにします。これは高速ダウンロード（最大16MB/s）
を提供し、シングルおよびマルチコアデバイス上で
コードを高速に実行します。

DSTREAMファミリは、
あらゆるSoCに最適な
ソリューションを提供する
豊富な機能を提供します。
トレース機能は、ホスト
PCでキャプチャされた
ナローポート（4ピン）
パラレルストリーミング
トレースから、大きな
ビルトイントレース
バッファに格納された
ワイドポート（16ピン）
パラレルトレースまで
さまざまです

バーチャル プラットフォーム
フィックスド バーチャル プラットフォーム（FVP）を
使用して、ハードウェア無しでファームウェア および
 Linuxソフトウェアを開発できます。
FVPは、複雑なOSやユーザアプリケーションを実行
するために必要なプロセッサ、メモリ、および周辺を
備えたArmベースSoCの高速シミュレーションモデルです。

FVPは実際のハードウェアに匹敵する速度で動作し、
シミュレータ上で開発期間を大幅に短縮できます。
DS-5にはサンプルFVPとサンプルプロジェクトが
同梱されており、すぐに開発を始めることができます。

パフォーマンス解析
Arm Streamline パフォーマンスアナライザは、
Linux、Android、およびベアメタルの組込みシステムを
分析するシステム全体のパフォーマンス分析ツールです。
ARM Streamlineは、ターゲット上で動作する
軽量エージェントを介して、CPU、GPU、およびOSから
ターゲットのパフォーマンス情報をキャプチャします。
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詳細はこちら?

:

developer.arm.com/debug-probes

ROM

RAM

相対コードサイズ [ RTX 5 プロジェクト ]

AC 6.6

GCC 5u2
+30%

+48%

・様々な Arm ベースのデバイス用に事前に設定

・新しいSoCをシンプルかつ柔軟に立ち上げるための
　プラットフォームコンフィグレーションエディタ(PCE）

・特定のタスクまたはスレッドの個々の実行制御および
　ブレークポイントを提供する完全なタスク認識型デバッグ

・完全なマルチプロセッサーサポートにより、
　システム内のすべてのアームデバイスを同時に制御可能

・サイクルの正確な非侵入型命令およびデータトレース

・Linuxカーネルとユーザスペースのデバッグ
　（コンテキスト認識とプロセス、スレッドの制御を含む）

・割り込み、セマフォ、タスクキューなどの
　RTOS内部データ構造の可視化

Arm DS-5 ディベロップメント スタジオ
Arm ベース SoC 向け C/C++ ソフトウェア開発の

全ての開発工程に対応したツールスイート

主な利点?
・最適なコード並列化のためのコアごとのパフォーマンス
　評価とスレッドアクティビティの可視化

・開発者はパフォーマンスのボトルネック、
　マルチスレッドの問題、および非効率的なリソース
　使用状況を簡単に識別できるシステム全体の
　パフォーマンスカウンタ分析

・ソフトウェア実行と消費電力データの相関

・ソースと分解レベルまでのホットスポットの分析

・解析中のデータセットを制限するための柔軟な
　フィルタリング機能（スレッドごと、特定の
　タイムスライスなど）
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