インテル® System Studio
組込みおよびモバイル開発者向けにシステム全体にわたる詳細情報を提供
ネットワークに接続されたスマートデバイス
の激増は、開発サイクルを短縮する効率良い
ツールの必要性を高めます。
インテル® System Studio は、電力とパフォー
マンス、そして信頼性に関するシステム内部
の詳細情報を提供します。

これにより、インテル® アーキテクチャー・
ベースのモバイルおよび組込みシステム、そ
して組込みアプリケーションをいち早く市場
に投入することが可能になります。

インテル® System Studio は、組込みアプリケーションとシステム・ソフトウェアのクロス開発を
支援する統合ソリューション

利点：
市場への投入期間を短縮

ハードウェアとソフトウェア細部に渡る開発とテストをスピードアップ

システムの信頼性を強化

システム全体を詳しくデバッグおよび解析できるツールを使用してシステムの信頼性を強固に

電力効率とパフォーマンスを向上

システム全体のアナライザー、コンパイラー、そしてライブラリーを使用してシステムの電力効率を向上

Composer Edition
•
•

すぐに開発を始められる IDE 統合
コンパイラーとライブラリー - システムと組込みアプリケーションのパフォーマンスと電力効率を
改善

Professional Edition
•

Composer Edition の機能に加え、高度なパフォーマンスと電力効率、そしてより堅牢なシステムの
ためのパフォーマンス、電力、正当性アナライザーを提供

Ultimate Edition
•

Professional Edition の機能に加え、JTAG を使用したシステム内部全体にわたるデバッグとトレー
ス機能を提供

インテル® System Studio のコンポーネント

インテル® System Studio 2015 の新機能
Windows* ターゲットのサポート
Microsoft* Visual Studio* へのプラグイン
Windows* ベースの開発向けの標準 IDE
•
•
•
•
•

インテル® C++コンパイラーとライブラリー
パフォーマンス向上のため
インテル® IPP、インテル® MKL、インテル® TBB
開発効率を改善
インテル® Inspector for Systems
高度なコードの正当性チェック
インテル® VTune™ Amplifier for Systems
高度なパフォーマンス・プロファイル
インテル® Energy Profiler
電力効率を改善

Android* Lollipop* と 64 ビット対応済み
コンパイラーとライブラリー
•
インテル® C++ コンパイラー
•
インテル® IPP
•
インテル® TBB
デバッガー
•
インテル® System Debugger
•
インテルにより拡張された GDB* ベースのアプリケーショ
ン・デバッガー
アナライザー
•
インテル® VTune™ Amplifier for Systems
•
インテル® Energy Profiler
•
インテル® System Analyzer
•
インテル® Frame Analyzer
•
インテル® Platform Analyzer

強化されたインテル® VTune™ Amplifier for
Systems
•
•
•
•
•

グラフィカル・インターフェイスにより、リモート・ター
ゲット収集が容易
Android* 64 ビット Lollipop* と Android* Run-Time (ART)
をサポート
Android* Systrace 情報とほかのパフォーマンス・データを
関連付け
Android* グラフィックスとライフサイクル・イベントの高
度な分析
Java* パフォーマンス解析用のドライバーが Android*
Lollipop* にプリインストールされ、簡単に利用可能

計算主体のコードを統合グラフィックス・コ
アへオフロード
•
•

簡単な #pragma を記述することで、コンパイラーが CPU と
グラフィックス・コアで実行可能なコードを生成
グラフィックス・コア全体で高い並列実行を行うため、イン
テル® Cilk™ Plus 並列拡張を採用

容易に問題を分離するインテル® System
Debugger
インテル® Core™ M プロセッサーで新たに導入されたインテル® プロ
セッサー・トレースを利用したイベント・トレース機能
•
•

IDE 統合の改善
•
•

Eclipse*/Wind River* Workbench* へのインテリジェントな
統合
新たに統合されるツール
o
o

インテル® System Debugger
インテル® VTune™ Amplifier for Systems

低オーバーヘッドの記録とタイムスタンプによる正確な解
析
JTAG デバイスを介したアクセス

高度な UEFI デバッグ機能
•

JTAG や USB 接続を介した、UEFI (Unified Extensible
Framework Interface) への完全なアクセスと可視性

•

非決定論的なバグを迅速に分離するのに役立ちます

強化されたインテル® Energy Profiler

インテル® Quark プラットフォーム向けの
システムデバッグ

•

Windows* ターゲットで利用可能

•

インテル® Core™ M プロセッサーをサポート

•

•

無駄な電力消費を識別するため、ソースコードにシステムの
アクティビティーを関連付け

安価な OpenOCD* ベースの JTAG デバイスを介した接続を
サポート

•

インテル® Quark SoC へのアクセスをサポート

•

グラフィックス・プロセッサーと DRAM セルフ・リフレッ
シュのための新しい電力データ

まとめ
システムと組込みアプリケーションを最適化
し、エネルギー効率、スピード、そして信頼
性を改善してください。
より詳しい情報、評価、購入については、以下の
Web サイトをご覧ください。

http://intel.ly/system-studio (英語)

インテル® ソフトウェア製品のパフォーマンスおよび最適化に関する注意事項については、
http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice#opt-jp を参照してください。
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