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MPC5xxx 向け NEXUS プロトコル

NEXUS は、メッセージベースのトレースプロトコルです。トレースメッセージは、以下の 2 つのバージョンの

NEXUS ハードウェアモジュールによって生成されます。

• NEXUS クラス 2 モジュール。命令フローおよびタスクスイッチを確認できます。

• NEXUS クラス 3 モジュール。命令フロー、ロード / ストア操作、およびタスクスイッチを確認できます。

トレースメッセージは、コア、DMA コントローラ、FlexRay コントローラ、eTPU、SRAM ポートスニファー、お

よびその他のユニットで生成できます。NEXUS メッセージのソースプロセッサ識別子は、トレースソースを識別し

ます。

分岐トレースメッセージ（全 NEXUS モジュール）

分岐トレースメッセージは、命令フローを確認するための標準プロトコルです。

* MDO = メッセージデータアウトピン

メッセージデータアウトピンは、NEXUS メッセージのエクスポートに使用します。

利用可能なメッセージデータアウトピンの数は、プロセッサごとに異なります。

TCODE 番号 =3（6 ビット）

ソースプロセッサ識別子 

前回の分岐以降に 
実行されたシーケンシャル 

命令の数 
（1 ～ 8 ビット）

直接分岐メッセージ

合計 11 ～ 18 ビットを

フルポートモードの MDO*[15:0] に

TCODE 番号 =4（6 ビット）

前回の分岐以降に 
実行されたシーケンシャル 

命令の数 
（1 ～ 8 ビット）

間接分岐メッセージ

合計 13 ～ 51 ビットを

フルポートモードの MDO[15:0] に

分岐先アドレス

（1 ～ 32 ビット）

1 ～ 2 個のトレースパケットで出力

1 ～ 4 個のトレースパケットで出力

例 : MPC5674 例 : MPC5674

アドレス空間インジケータ 
（1 ビット）

（4 ビット）

ソースプロセッサ識別子 
（4 ビット）
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間接分岐履歴メッセージ（全 NEXUS モジュール）

間接分岐履歴メッセージを使用すると、帯域幅を節約できます。

以下の場合は、間接分岐履歴メッセージを使用することをお勧めします。

• 小容量のトレースポートで帯域幅の問題が発生している場合

• プログラムフロートレースの量が多くなる場合

• TRACE32 トレースモードが STREAM である場合

• マルチソーストレース

TCODE 番号 =28（6 ビット）

前回の分岐以降に 
実行されたシーケンシャル

命令の数

（1 ～ 8 ビット）

間接分岐履歴メッセージ

合計 14 ～ 83 ビットを

フルポートモードの MDO[15:0] に

分岐先アドレス

（1 ～ 32 ビット）

直接分岐履歴

（1 ～ 32 ビット）

1 ～ 6 個のトレースパケットで出力

例 : MPC5674

アドレス空間インジケータ 
（1 ビット）

ソースプロセッサ識別子 
（4 ビット）
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タイムスタンプについて

• NEXUS メッセージは通常、複数個のパケットでエクスポートされます。たとえば、40 ビットの間接分岐

メッセージは、MDO[0:15] に 3 個のパケットでエクスポートされます。

NEXUS メッセージのタイムスタンプは、そのパケットをすべて受信した時点で TRACE32 により設定され

ます。

• TRACE32 のタイムスタンプは、NEXUS FIFO の待ち行列の長さの影響を受けます。

ほぼ満杯のNEXUS FIFOに追加されたパケットはエクスポートされるまでに時間がかかるので、空のFIFO

に追加されたパケットとは異なるタイムスタンプが設定されます。

そのため、正確なタイムスタンプが必要な場合（例 : 関数実行時の測定の場合）は、エクスポートする

NEXUS メッセージの長さを必要 小限に抑えることをお勧めします。

N
E

X
U

S
ポ
ー
ト

NEXUS FIFO

TRACE32
タイムスタンプ

トレースメモリ
N

E
X

U
S
ポ
ー
ト

NEXUS FIFO

TRACE32
タイムスタンプ

トレースメモリ
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• 間接分岐履歴メッセージを使用すると、生成されてタイムスタンプが設定される NEXUS メッセージの数

が少なくなるので、タイムスタンプの精度は低くなります。

HTM オフ

HTM オン
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データトレースメッセージ（NEXUS クラス 3 モジュールのみ）

データトレースメッセージは、ロード / ストア操作に関する情報のエクスポートに使用します。

データフローをブロードキャストすると、すぐに NEXUS ポートが過負荷になる可能性があります。この状況が発生

する可能性が も高いのは、立て続けに複数のデータアクセスを実行した場合です。

TCODE 番号 =5（6 ビット）

ソースプロセッサ識別子 

データライトメッセージ

合計 17 ～ 111 ビットを

フルポートモードの MDO[15:0] に

データサイズ（4 ビット）

データライトアドレス（1 ～ 32 ビット）

データライト値（1 ～ 64 ビット）

TCODE 番号 =6（6 ビット）

データリードメッセージ

合計 17 ～ 111 ビットを

フルポートモードの MDO[15:0] に

データサイズ（4 ビット）

データリードアドレス（1 ～ 32 ビット）

データリード値（1 ～ 64 ビット）

2 ～ 7 個のトレースパケットで出力 2 ～ 7 個のトレースパケットで出力

例 : MPC5674 例 : MPC5674

アドレス空間インジケータ 
（1 ビット）

アドレス空間インジケータ 
（1 ビット）

（4 ビット）

ソースプロセッサ識別子 
（4 ビット）
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全データフローがブロードキャストされた場合、1 つ 1 つのデータアクセスを命令に関連付けることができます。

トレースフィルターによって一部のデータアクセスのみがブロードキャストされた場合、必ず命令を関連付けでき

るとは限りません。

このデータアクセスは、命令に関連付けることができません。そのため、このデータアクセスは

次の NEXUS メッセージの前に赤字で表示されます。
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オーナーシップトレースメッセージ（全 NEXUS モジュール）

オーナーシップトレースメッセージは、プロセス ID レジスタ PID0（8 ビット）へのライトアクセスが発生したとき

に生成されるトレースメッセージです。

オーナーシップトレースメッセージを使用して、NEXUS クラス 2 モジュールのタスクスイッチ情報をエクスポート

できます。

ウォッチポイントトレースメッセージ（全 NEXUS モジュール）

MPC5xxx のオンチップブレークポイントを以下の目的で使用できます。

• 特定イベントの発生時にプログラム実行を停止する

• 特定イベントの発生時に EVTO にパルスを生成する

• ウォッチポイントトレースメッセージをブロードキャストする

TCODE 番号 =2（6 ビット）

ソースプロセッサ識別子（4 ビット）

タスク / プロセス ID タグ
（1 ～ 12 ビット）

オーナーシップトレースメッセージ

合計 11 ～ 22 ビットを

フルポートモードの MDO[15:0] に
1 ～ 2 個のトレースパケットで出力

例 : MPC5674
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NEXUS FIFO

NEXUS FIFO は、生成されたメッセージを待ち行列に追加するために、MPC5xxx NEXUS モジュールに実装されて

います。FIFO に追加されたメッセージは、追加された順番に従って NEXUS によって送信されます。複数のトレー

スメッセージを同時に追加する必要がある場合、優先順位が も高いメッセージのみが追加されます。 

優先順位 : ウォッチポイントトレースメッセージ、オーナーシップトレースメッセージ、分岐トレースメッセージ、

データトレースメッセージ
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TRACE32 による NEXUS 設定

NEXUS.state ; display NEXUS configuration 
; window
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NEXUS ポートサイズの選択

NEXUS ポートサイズを選択できるのは、[System] でモード [Down] が選択されている場合のみです。

NEXUS ポートサイズ

[MDO2] | [MDO4] MDO[r:0] を指定 

（縮減ポートモードで利用可能なメッセージデータアウトピンの数）

[MDO8] | [MDO12] | [MDO16] MDO[f:0] を指定

（フルポートモードで利用可能なメッセージデータアウトピンの数）

NEXUS.PortSize MDO12 ; specify a full-port mode of 
; 12 MDOs
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トレースクロックの選択

ポートモードにより、コア /CPU クロックの周波数を 1 とした場合の Message ClocK Out（MCKO）の周波数比が決

まります。NEXUS FIFO がオーバーフローしないように、[1/1] または [1/2] を使用することをお勧めします。

NEXUS.PortMode 1/2
  NEXUS トレーニング      15     TRACE32によるNEXUS設定  



MCKO の測定に基づくコア /CPU クロックの算出

NEXUS 設定ウィンドウの [PortMode] フィールドに入力されている数の分母を MCKO に乗算すると、コア /CPU ク

ロックが求められます。
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ダブルデータレートの有効化

NEXUS モジュールに、MCKO の立ち上がり / 立ち下がりエッジでトレース情報をエクスポートするように指示しま

す（一部の CPU/ コアでは未サポート）。

NEXUS.DDR ON
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NEXUS メッセージの設定

メッセージ

[BTM] 分岐トレースメッセージ

[HTM] 間接分岐履歴メッセージ（BTM の属性として）

[OTM] オーナーシップトレースメッセージ

[WTM] ウォッチポイントトレースメッセージ

[DTM] [OFF]/[Read]/[Write]/
[ReadWrite]

データトレースメッセージ

NEXUS.BTM ON ; enable Branch Trace Messages

NEXUS.DTM ReadWrite ; enable Data Trace Messages for
; both read and write operations
  NEXUS トレーニング      18     TRACE32によるNEXUS設定  



NEXUS トレースクライアントの選択および設定

MPC5xxx CPU/ コアは、2 種類のトレースクライアントとして動作します。

• 専用トレースクライアントとして動作する場合

NEXUS メッセージを生成する可能性があるクライアントごとに専用のメッセージジェネレータが存在し

ます。

メッセージ

ジェネレータ

コア

メッセージ

ジェネレータ

クライアント 1

例 : DMA 1

メッセージ

ジェネレータ

クライアント 2

例 : DMA 2

NEXUS FIFO
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• SRAM ポートスニファーのソースセレクタとして動作する場合

ポートスニファーを使用して、全クライアントまたは選択したクライアントの NEXUS メッセージを生成

します。

NXSS がスヌープできるのは接続されている SRAM へのリード / ライトアクセスのみであることに注意し

てください。

メッセージ

ジェネレータ

コア n

NEXUS FIFO

メッセージ

ジェネレータ

NXSS n

SRAM n

NXSS（NEXUS クロスバースレーブポートデータトレースモジュール）は指定

されたマスター（例 : DMA、FlexRay）のすべてのリード / ライトをスヌープします。
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選択できるクライアント

選択できるモード

NEXUS.CLIENT1 SELECT DMA ; speicify DMA to CLIENT1

NEXUS.CLIENT1 MODE DTM ; NEXUS messages are generated 
; according to the DTM settings

[DMA]/[DMA2] DMA コントローラ

[ETHERNET] Ethernet コントローラ

[FLEXRAY] FlexRay コントローラ

[PDI] パラレルデジタルインタフェースコントローラ

[OFF] NEXUS メッセージを生成しない

[Read] 全リードアクセスに対して NEXUS メッセージを生成

[Write] 全ライトアクセスに対して NEXUS メッセージを生成

[ReadWrite] 全リード / ライトアクセスに対して NEXUS メッセージを生成

[DTM] クライアントは DTM 設定を使用中
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オーバーラン制御の定義

オーバーラン制御

[STALL OFF] NEXUS FIFO が満杯で新しいメッセージを追加できない場合、オーバー

ランメッセージを生成します。NEXUS FIFO が完全に空になるまで、新

しいメッセージは追加されません。

[STALL ON] オンチップ NEXUS FIFO がオーバーフローしている間は常にプログラム

実行をストールします。 

[STALL 1/4] オンチップ NEXUS FIFO の使用率が 1/4 に達している間はプログラム実

行をストールします。

[STALL 1/2] オンチップ NEXUS FIFO の使用率が 1/2 に達している間はプログラム実

行をストールします。

[STALL 3/4] オンチップ NEXUS FIFO の使用率が 3/4 に達している間はプログラム実

行をストールします。

NEXUS.STALL ON
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FIFOFULL

[TARGET FIFO OVERFLOW, PROGRAM FLOW LOST] は、生成されるトレース情報が多すぎて NEXUS FIFO に追

加できない場合に出力されます。
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診断

TRACE32 は、トレース内容をリアルタイムに表示するために、物理トレースメモリの現在表示されている部分のみ

をホストにアップロードします。

FIFOFULL の数を確認するには、Trace.FLOWPROCESSコマンドを使用して、全トレース内容をホストにアップ

ロードすることをお勧めします。

以下のコマンドを実行すると、FIFOFULL の総数を表示できます。

トレースで個々の FIFOFULL を見つけるには、以下の機能を使用します。

PRINT %Decimal A.FLOW.FIFOFULL()
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FIFOFULL によって発生したトレース欠落部分の多くは、SmartTrace および CTS によって再構築できます。

[warnings] 予期しないデータまたは pc 値

[fifofulls] 解決できなかったトレース欠落部分の数
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FIFOFULL の発生を防ぐ方法

• できる限り DTM をオフに切り替えます。

• DTM をフィルターします。

• リードアクセスの DTM を抑制し、CTS を使用してライトアクセスを再構築します。
  NEXUS トレーニング      26     TRACE32によるNEXUS設定  



割り込みの識別

TRACE32 は、トレース情報を後処理する際、間接分岐メッセージが割り込み / トラップによってブロードキャスト

されたものかどうかを識別できません。これを識別することは、トレースを解析する場合に役に立つ可能性があり

ます。

TRACE32 は、コマンド SYStem.Option.VECTORS で割り込みベクタテーブルのアドレス範囲が指定されている場

合、そのアドレス範囲内へのプログラム分岐をすべて、割り込みとしてマークします。 

このコマンドには、有効なパラメータとして、アドレス、アドレス範囲、デバッグシンボル、およびデバッグシン

ボルの範囲を指定できます。

 

; addresses of single vectors
SYS.Option.VECTORS 0x40002000 0x40002100

; address range used by the vector table
SYS.Option.VECTORS 0x40002000--0x40002FFF
SYS.Option.VECTORS 0x40002000++0x00000FFF

; use IVPR/IVOR registers
; (IVPR/IVOR must already be initialized, &range = MAX(IVOR0..IVOR34))
&startaddr=R(IVPR)
&range=DATA.LONG(SPR:415.)
SYS.Option.VECTORS &startaddr++&range

; symbolic names of single vectors
SYS.Option.VECTORS IVOR0_func IVOR1_func …

; symbolic names for vector table
SYS.Option.VECTORS IVOR0_Handler--IVOR15_Handler
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FLOWERROR

TRACE32 は、以下の場合に FLOWERROR を出力します。

• NEXUS によってブロードキャストされたプログラムフローがターゲットのコードイメージと一致しない

場合

• 無効な NEXUS メッセージがブロードキャストされた場合

以下のコマンドを実行すると、FLOWERROR の総数を表示できます。

トレースで個々の FLOWERROR を見つけるには、以下の機能を使用します。

PRINT %Decimal A.FLOW.ERRORS()

Trace.STATistic.Func のような複雑なトレース解析コマンドで処理できるのは、

FLOWERROR が含まれないトレースのみです。
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トレース内容の表示

記録されているトレース情報のソース

PowerTrace ハードウェアと NEXUS アダプタが接続されている状態で TRACE32 が起動された場合、トレース情報

のソースは [Analyzer]（Trace.METHOD Analyzer）になります。

Trace.METHOD Analyzer が設定されている場合、以下の影響があります。

1. Trace は Analyzer の別名になります。

Trace.List ; Trace.List means
; Analyzer.List

Trace.Mode Fifo ; Trace.Mode Fifo means
; Analyzer.Mode Fifo
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2. [Trace] メニューのコマンドはすべてアナライザに適用されます。

3. [Perf] メニューのトレースコマンドはすべてアナライザに適用されます。

4. TRACE32 は以下のコマンドグループがサポートするトレース評価のソースとして、アナライザに記録さ

れているトレース情報を使用します。

CTS.< サブコマンド > トレースベースのデバッグ

COVerage.< サブコマンド > トレースベースのコードカバー率

ISTAT.< サブコマンド > 命令の詳細解析

MIPS.< サブコマンド > MIPS 解析

BMC.< サブコマンド > 命令フローおよび記録されたベンチマークカウンタ情報を組み合わ

せたトレースの解析
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トレース表示の情報のソース

トレースを直感的に表示するために、以下のソースの情報が統合されています。

• 記録されているトレース情報

• JTAG インタフェースを使用してターゲットメモリから読み取ったプログラムコード

• TRACE32 にすでにロードされているシンボル情報およびデバッグ情報
 

TRACE32 に

シンボル情報および
デバッグ情報

記録されている 
トレース情報

トレース情報の

ソースから

アップロード

ターゲットメモリから

読み取ったプログラムコード

JTAG

使用して読み取り

インタフェースを 

ロードされた
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トレース情報に対する影響要因

トレース情報に対する主な影響要因は、NEXUS セルです。NEXUS セルは、どのようなトレース情報を生成するの

かを指定します。

もう 1 つの重要な影響要因が、TRACE32 の [Trace] 設定ウィンドウの設定です。この設定では、記録可能なトレー

ス情報の数およびトレースの記録を停止する条件を指定します。

NEXUS の機能と設定

NEXUS セルは、以下のトレース情報を提供できます。

• プログラム : 主に実行した分岐のターゲットアドレスに基づく命令フロー

• データアドレス : ロード / ストア操作のデータアドレス（NEXUS クラス 3 のみ）

• データ値 : ロード操作によってロードされたデータ値またはストア操作によって保存されたデータ値

（NEXUS クラス 3 のみ）

• オーナーシップ : プロセス IDレジスタPID0の変化する値（主にタスク /プロセスの変化を示すために使用）

コントローラが対応している NEXUS クラスについては、お使いのマイクロコントローラのマニュアルを参照してく

ださい。

NEXUS セルには、生成されたトレース情報を絞り込んで、必要な情報を取り出すための様々な機能も用意されてい

ます。これらの機能の詳細については、本書の「フィルターおよびトリガーによるトレース制御」の項を参照して

ください。
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TRACE32 の [Trace] 設定ウィンドウの設定

[Trace] 設定ウィンドウの [Mode] 設定では、記録可能なトレース情報の数およびトレースの記録を停止する条件を

指定します。

以下のモードを選択できます。

• [Fifo]、[Stack]、[Leash] モード : [Trace] 設定ウィンドウの [SIZE] フィールドで指定されている数のトレー

スレコードを記録できます。

• [STREAM] モード（PowerTrace II のみ）: トレース情報をすぐにホストコンピュータ上のファイルにスト

リーミングする設定になります。PowerTrace II によってトレースポートのピーク負荷がインターセプトさ

れるので、PowerTrace II を大容量 FIFO と見なすことができます。 

[STREAM] モードでは、トレースメモリを 大 1T フレームまで拡張できます。

[STREAM] モードを使用するには、大量のトレースレコードを処理するために、64 ビットホストコンピュー

タおよび 64 ビット版 TRACE32 デバッガソフトウェアを使用する必要があります。 
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[Fifo] モード

Trace.Mode Fifo ; default mode

; when the trace memory is full
; the newest trace information will
; overwrite the oldest one

; the trace memory contains all 
; information generated until the
; program execution stopped

[Fifo] モードでは、負のレコード番号が使用されます。 新のレコードに も小さい負数が割り当てられます。
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[Stack] モード

Trace.Mode Stack ; when the trace memory is full
; the trace recording is stopped

; the trace memory contains all 
; information generated directly
; after the start of the program 
; execution

トレースの記録は

.トレースメモリが

満杯になった時点で 
停止します（オフ状態）。 

デバッグ状態フィールドの緑の [running] の
表示はプログラムを実行中であることを示します。 

トレース状態フィールドの [OFF]
の表示はトレースの記録がオフ 
になっていることを示します。 
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トレースの記録はプログラムの実行によって開始され、トレースメモリが満杯になると停止するので、

[Stack] モードでは、正のレコード番号が使用されます。トレースの 初のレコードに も小さい正数が

割り当てられます。
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[Leash] モード

Trace.Mode Leash ; when the trace memory is nearly 
; full the program execution is
; stopped

; Leash mode uses the same record
; numbering scheme as Stack mode

プログラムの実行は、トレースバッファがほぼ満杯になった

時点で速やかに停止します。 
 
トレースバッファがほぼ満杯になった時点でプログラムの実行を

停止するには多少のロジック / 時間が必要なので、[used] の値は

[SIZE] の 大値よりも小さくなります。 
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[STREAM] モード

トレース情報は、トレースメモリに書き込まれた後、すぐにホストコンピュータ上のファイルにストリーミングさ

れます。このプロシージャでは、トレースメモリのサイズを 大 1T フレームまで拡張できます。

• [STREAM] モードを使用するには、トレース情報の記録とストリーミングを同時に実行できる TRACE32

トレースハードウェアを使用する必要があります。現在は、PowerTrace II がこのモードに対応しています。

• [STREAM] モードを使用するには、大量のトレースレコードを処理するために、64 ビットホストコンピュー

タおよび 64 ビット版 TRACE32 デバッガソフトウェアを使用する必要があります。

デフォルトでは、ストリーミングファイルは、TRACE32 一時ディレクトリ（OS.PTD()）に配置されます。

コマンド Trace.STREAMFILE < ファイル > を使用すると、ストリーミングファイルの場所と名前を変更できます。

[STREAM] モード以外のモードを選択するか、または TRACE32 を終了すると、すぐにストリーミングファイルが削

除されることに注意してください。

Trace.Mode STREAM ; STREAM the recorded trace
; information to a file on the host
; computer

; STREAM mode uses the same record
; numbering scheme as Stack mode

Trace.STREAMFILE d:\temp\mystream.t32 ; specify the location for
; your streaming file
  NEXUS トレーニング      38     トレース内容の表示  



[STREAM] モードを使用できるのは、トレースポートの平均データレートが、使用中のホストインタフェースの 大

伝送レート以下である場合のみです。トレースメモリによってトレースポートのピーク負荷がインターセプトされ

るので、トレースメモリが大容量 FIFO として動作していると見なすことができます。 

[used] は、トレース

メモリ（FIFO として使用）

にバッファされている

トレース情報の量を 
示します。

[STREAM] モードでは

レコード数が非常に

大きくなる可能性があります。
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トレースの状態

トレースバッファは、サンプリングしたり、情報を読み取って表示したりできます。

トレース状態の [trigger] と [break] の詳細については、本書で後述します。

トレースの状態

[DISable] トレースは無効です。

[OFF] トレースはサンプリング中ではありません。トレース内容を表示可能です。

[Arm] トレースはサンプリング中です。トレース内容を表示することはできません。
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AutoInit コマンド

[Init] ボタン トレースメモリをクリアします。[Trace] 設定ウィンドウの他の設定はす

べて有効のままです。

[AutoInit] チェックボックス オンの場合 : トレースメモリは、プログラムを開始する（[Go]、[Step]）

たびにクリアされます。
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基本的な表示コマンド

デフォルトのリスト表示

実行されなかった

条件付き命令

実行された

条件付き

命令

データアクセス
タイミング情報

（淡色表示）
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基本的なフォーマット

[More] ボタンを押すと、抑制された情報が上記の逆順で表示されます。

[Less] を 1 回押下 プログラムトレースパッケージ情報（ptrace）の表示を抑制

[Less] を 2 回押下 アセンブリコードの表示を抑制

[Less] を 3 回押下 データアクセス情報（wr-byte サイクルなど）を抑制

1.

2.

3.
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トレースリストとソースリストの関連付け

アクティブウィンドウ

アクティブウィンドウのカーソルの

移動は /Track オプションを

指定して開いたすべてのウィンドウに 
反映されます。
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トレースバッファを使用したブラウズ

PageUp ページを上にスクロール

PageDown ページを下にスクロール

Ctrl - PageUp トレースバッファのサンプリングされている先頭レコードに移動

Ctrl - PageDown トレースバッファのサンプリングされている 終レコードに移動
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表示項目

デフォルトの表示項目

• [record] 列

レコード番号を表示します。

• [run] 列

[run] 列には、命令フローの概要をわかりやすく示すグラフィック要素が表示されます。

Trace.List List.ADDRESS DEFault

シーケンシャルな

命令フロー

命令フローが

ここで変化
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割り込みおよび TRAP も、[run] 列に表示されます。

• [cycle] 列

主なサイクルタイプは以下の通りです。 

- ptrace（プログラムトレース情報）

- rd-byte、rd-word、rd-long（リードアクセス）

- wr-byte、wr-word、wr-long（ライトアクセス）

- owner（オーナーシップ情報）
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• [address]/[symbol] 列

[address] 列には、以下の情報が表示されます。

< メモリクラス >:< 論理アドレス >

[symbol] 列には、対応するシンボリックアドレスが表示されます。

• [ti.back] 列

[ti.back] 列には、前のレコードとの時間距離が表示されます。

メモリクラス

P プログラムアドレス

D データアドレス
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その他の表示項目

時間情報

グローバルゼロポイントの設定

[TIme.Back] 前のレコードからの相対時間（下の図で赤で表示）

[TIme.Fore] 次のレコードからの相対時間（下の図で緑で表示）

[TIme.Zero] グローバルゼロポイントからの相対時間

Trace.List TIme.Back TIme.Fore TIme.Zero DEFault

選択したレコードを

グローバルゼロポイント

として設定します。
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特定のレコードの検索

例 : 特定のシンボルアドレスの検索
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トレースを後で解析する方法

トレースを後で解析するには、様々な方法があります。

1. トレース内容の一部を ASCII ファイルに保存し、このトレース内容を読みながら解析する

2. トレース内容を簡易フォーマットでファイルに保存し、後日このトレース内容を TRACE32 インストラク

ション・セット・シミュレータにロードして解析する 
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トレース情報の ASCII ファイルへの保存

トレース内容の一部を ASCII ファイルに保存するには、以下の手順を実行する必要があります。

1. [File] メニューの [Print] を選択し、ファイル名および出力フォーマットを指定します。

2. この設定は、トレース内容を ASCII ファイルに保存する場合にのみ適用されます。保存するトレース内容

の範囲は、レコード番号で指定します。

TRACE32 のコマンド接頭辞 WinPrint. を指定すると、表示コマンドの結果がファイルにリダイレクトされま

す。

3. ASCII エディタを使用して、結果を表示します。

PRinTer.FileType ASCIIE ; specify output format
; here enhanced ASCII

PRinTer.FILE testrun1.lst ; specify the file name

; save the trace record range (-8976.)--(-2418.) into the 
; specified file
WinPrint.Trace.List (-8976.)--(-2418.)
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TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータによる後処理

1. トレースメモリの内容をファイルに保存します。

トレースファイルのデフォルトの拡張子は .ad です。
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2. TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータを起動します（PBI=SIM）。
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3. シミュレータ内でターゲットCPUを選択します。次に、TRACE32とシミュレータの間で通信を確立します。

4. トレースファイルをロードします。
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5. トレース内容を表示します。

6. 必要な場合、シンボル情報およびデバッグ情報をロードします。

TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータには、TRACE32 デバッガと同じトレース表示コマンドおよ

びトレース解析コマンドが用意されています。

Data.LOAD.Elf diabc_ext.x /NOCODE

[LOAD] は、トレース情報のソースがロードされたファイルであることを示します。 
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トレースベースのデバッグ（CTS）

以前は、ターゲットシステムの誤動作の原因となっている命令、データ、またはシステム状態を検出するために、ト

レースリストの解析に長い時間をかける必要がありました。

現在は、トレースベースのデバッグ機能（CTS: Context Tracking System）を使用することにより、トレースバッファ

にサンプリングされている情報に基づいて、選択した時点におけるターゲットシステムの状態を再構築できます。こ

の時点を起点として、トレースメモリにリアルタイムに記録されたプログラムステップを、TRACE32 PowerView

GUI で再デバッグできます。

標準のトレースベースのデバッグを実行するには、以下が必要です。

• NEXUS クラス 3

• 連続的命令フロートレース（Trace.Mode Fifo または Trace.Mode Leash）

• 連続的データフロートレース（少なくともリードアクセスが必要） 

読み取ったデータおよびそのデータに対する操作が既知であれば、CTS でライトアクセスを再作成できます。
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フォワードデバッグおよびバックワードデバッグ

トレースベースのデバッグでは、トレースしたプログラムセクションを再デバッグできます。 

トレースベースのデバッグは、以下のように設定します。

1. トレースベースのデバッグの起点にするトレースレコードを選択し、[Trace] コンテキストメニューの [Set

CTS] を選択します。
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2. TRACE32 PowerView が、起点の命令が実行された時点のターゲットシステムの状態を再作成します。こ

の再作成には、少し時間がかかります（CTS はビジーになります）。

CTS は、TRACE32 PowerView GUI のみで以前のターゲット状態を再作成することに注意してください。ター

ゲットシステムには全く影響しません。 

CTS がアクティブな場合、ターゲットシステムの現在の状態は TRACE32 PowerView GUI に表示されません。この

GUI には、ステータス行に表示されているレコードに対して TRACE32 ソフトウェアが再作成した状態が表示され

ます。

混乱を避けるために、CTS がアクティブな間は、Trace32 PowerView の外観が黄色に変化します。

TRACE32 PowerView には、トレースレコード -1370348.0 の命令が

実行された時点のターゲットの状態が表示されます。
  NEXUS トレーニング      59     トレースベースのデバッグ（CTS）  



CTS による主な再作成対象は以下の通りです。

• ソースリスト

• レジスタの内容

• メモリの内容

• コールスタック変数およびローカル変数

• 変数

以下のフォワードデバッグコマンドを使用すると、トレースしたプログラムセクションを再デバッグできます。

• 1 ステップ実行する（Step.single）

• コールをステップオーバーする（Step.Over）

• 指定した式が変化するまで 1 ステップ実行する（Step.Change、Var.Step.Change）

• 指定した式が true になるまで 1 ステップ実行する（Step.Till、Var.Step.Till）

• プログラム実行を開始し、次に書き込まれている命令が実行された後、停止する（Go.Next）

• プログラム実行を開始し、現在の関数の 後の命令が実行される前で停止する（Go.Return）

• プログラム実行を開始し、プログラムがコール元関数に戻った後に停止する（Go.Up）

フォワードデバッグコマンド バックワードデバッグコマンド
  NEXUS トレーニング      60     トレースベースのデバッグ（CTS）  



以下のバックワードデバッグコマンドを使用すると、トレースしたプログラムセクションを再デバッグできます。

• 1 ステップ前に戻す（Step.Back）

• コールの前までステップオーバーして戻す（Step.BackOver）

• 指定した式が変化するまで 1 ステップ前に戻す（Step.BackChange、Var.Step.BackChange）

• 指定した式が true になるまで 1 ステップ前に戻す（Step.BackTill、Var.Step.BackTill）

• プログラムを前に戻す（Go.Back）

• プログラムを現在の関数の先頭まで戻す（Go.BackEntry）

CTS がメモリ位置または変数値の内容を再作成できない場合、? が表示されます。
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トレースしたプログラムセクションの再デバッグを終了する場合、[Data.List] ウィンドウの黄色の [Off] ボタン

（CTS.OFF）を使用します。

CTS がオフに切り替わった後、TRACE32 PowerView GUI にはターゲットシステムの現在の内容が表示されます。
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CTS の手法

CTS はターゲットの現在の状態を、トレースメモリに記録されている情報とともに読み取り、評価します。

1. CTS が正しい再作成を実行できるのは、データトレース情報としてトレースバッファに記録されているコ

アによって行われたメモリライトだけに限られます。他の手段で変更されるメモリアドレス（例 : デュア

ルポートメモリまたは周辺レジスタ）が存在する場合は、コマンド MAP.VOLATILE を使用して、CTS によ

る再作成の対象からそのようなメモリアドレスを除外する必要があります。除外されたメモリアドレスは、

CTS を使用する際、不明な値（?）として表示されます。

2. CTS は、再作成の実行中にメモリリードを実行します。メモリマップされた特定の周辺レジスタへのリー

ドアクセスを抑制する必要がある場合、コマンド MAP.VOLATILE を使用して、CTS による再作成の対象か

らそのようなメモリアドレスを除外する必要があります。除外されたメモリアドレスは、CTS を使用する

際、不明な値（?）として表示されます。

3. 特定の状況下では、命令フローを再構築すると、ターゲットシステムで BUSERROR を引き起こす可能性

があります。その場合、コードを TRACE32 の仮想メモリにロードすることをお勧めします。

トレースバッファの

内容

ターゲットの現在の状態

メモリ

メモリマップされている

周辺レジスタ

CPU レジスタ

SPR レジスタ

CTS
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4. 以下の場合、CTS を再設定する必要があります。

- CTS を使用している間、プログラム実行がずっと続いている場合

- トレースにサンプリングされているのが、プログラム実行が停止するまでの CPU サイクルの一部であ

る場合

- TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータでトレース内容が再処理されている場合

- トレースバッファにプログラムフローのみがサンプリングされている場合

上記のどの場合も、ターゲットの現在の状態を CTS で使用することはできません。詳細については、コマン

ド CTS.state を参照してください。

 MAP.VOLATILE < 範囲 > CTS からアドレスを除外します。

 CTS.state CTS を再設定します。
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後で実行するトレースベースのデバッグ

TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータを使用すると、後でトレースベースのデバッグを実行できま

す。後でトレースベースのデバッグを実行できるように TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータを

設定するには、以下の手順を実行します。

1. トレース情報をファイルに保存します。

2. 後でトレースベースのデバッグを実行できるように TRACE32 インストラクション・セット・シミュレー

タを設定します。

Trace.SAVE my_file

SYStem.CPU MPC5553 ; select the target CPU

SYStem.Up ; establish the communication
; between TRACE32 and the 
; TRACE32 Instruction Set 
; Simulator

Trace.LOAD my_trace.ad ; load the trace file

Data.LOAD.Elf diabc_ext.x /NOCODE ; load the symbol and debug
; information

Trace.List ; display the trace listing

CTS.UseMemory OFF ; exclude the current memory
; contents from CTS 

MAP.CONST 0x8000900++0xff ; inform TRACE32 which memory
; address range provides 
; constants

; CTS.UseConst ON ; include constant address
; range into CTS

CTS.UseRegister OFF ; exclude the current register
; contents from CTS 

CTS.GOTO -293648539. ; specify the CTS starting
; point

… ; start the re-debugging
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トレース内容の HLL 解析

CTS には、高級言語でトレースを表示するための様々な機能が用意されています。

個々の HLL 命令の詳細

HLL ステップごとに以下の情報が表示されます。

• HLL ステップで使用されているローカル変数とグローバル変数の値

• HLL ステップの実行結果

• HLL ステップの実行時間

CTS.List [< レコード | 範囲 >] [< 項目 > …] [/< オプション >] HLL トレースのみリストします。
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関数のネスト状態

関数ごとに以下の情報が表示されます。

• 関数のパラメータ（一部の CPU では戻り値も表示される）

• 関数によって使用された時間

関数のネスト状態

を解析するには、

[Less] ボタンを押

します。
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ツリー表示

タイミング表示

CTS.STATistic.TREE [%< フォーマット >][< 項目 > …] 

[/< オプション >]

トレース内容をコールツリーとして表

示します。

CTS.Chart.sYmbol [< レコード範囲 >] [< スケール >] [/< オプション >] トレース内容をシンボル情報に基づく

タイミングとして表示します。

ここをクリックすると

関数のネスト状態の

解析結果がツリー
表示されます

ここをクリックすると

関数実行時の解析結果が 
グラフ表示されます。
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フィルターおよびトリガー（コア）によるトレース制御

TraceEnable、TraceData、TraceOn、および TraceOFF は、いわゆるフィルターです。フィルターを使用して、NEXUS

モジュールに特定のイベントのトレース情報のみを生成するように指示できます。

TraceTrigger、BusTrigger、および BusCount は、いわゆるトリガーです。トリガーを使用して、NEXUS モジュール

にイベントが発生したことを通知するように指示できます。イベントの発生に応じて、TRACE32 でトレースの記録

を停止したり、イベントをカウントしたりできます。
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リソース

MPC5xxx では、以下のリソースをフィルターおよびトリガーで使用できます。

• データトレース制御レジスタ（DTC）: データトレースメッセージをフィルターします（2～4アドレス範囲）。

• ウォッチポイントトリガーレジスタ : 指定したイベントの発生時にトレースアクションを有効にします。指

定したイベントのソースは、オンチップブレークポイントにも使用されるウォッチポイントです。

NEXUS.Register

コアのタイプ 命令

アドレス

コンパレータ

データアドレス

コンパレータ

データ値

コンパレータ

e200z0
e200z0h
e200z1
e200z3
e200z6
e200z650
e200z750

4 単独アドレス

または

2 アドレス範囲

2 単独アドレス 

または

1 ブレークポイントア

ドレス

なし

e200z0Hn
e200z335

4 単独アドレス 

または

2 アドレス範囲

2 単独アドレス

または

1 アドレス範囲

2 単独値（データアド

レスコンパレータに関

連付けられている）

e200z446
e200z4d
e200z760

8 単独アドレス 

または

2 アドレス範囲および 

4 単独アドレス

2 単独アドレス

または

1 アドレス範囲

2 単独値（データアド

レスコンパレータに関

連付けられている）
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命令に対する TraceEnable の適用例（ウォッチポイント）

例 1: NEXUS モジュールに、関数 sieve のエントリに関するトレース情報のみを生成するように指示します。

1. 関数sieveの開始アドレスにプログラムブレークポイントを設定し、[action]で [TraceEnable]を選択します。

2. プログラム実行を開始および停止します。

3. 結果を表示します。
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例 2: NEXUS モジュールに、関数 func9 内で実行されるすべての分岐に関するトレース情報を生成するように指示

します。

1. 関数 func9 のアドレス範囲全体（[HLL] チェックボックスをオン）にプログラムブレークポイントを設定し、

[action] で [TraceEnable] を選択します。

2. プログラム実行を開始および停止します。

3. 結果を表示します。
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リード / ライトアクセスに対する TraceEnable の適用例（DTC レジスタ）

例: NEXUSモジュールに、変数flags[3]へのライトアクセスに関するトレース情報のみを生成するように指示します。

1. 変数 flags[3] にライトブレークポイントを設定し、[action] で [TraceEnable] を選択します。

- データ値は不可（DTC レジスタの制限）

- 命令へのアクセスは不可（DTC レジスタの制限）

2. プログラム実行を開始および停止します。

3. 結果を表示します。
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TraceData の適用例（DTC レジスタ）

例 : NEXUS モジュールに、プログラムフロー全体および flags[12] へのライトアクセスに関するトレース情報を生成

するように指示します。

1. 変数 flags[12] にライトブレークポイントを設定し、[action] で [TraceData] を選択します。

2. プログラム実行を開始および停止します。

3. 結果を表示します。

TraceData フィルターを使用する場合、通常はデータアクセスと命令を関連付けることができません。
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TraceON/TraceOFF の適用例（ウォッチポイント）

例 : NEXUS モジュールに、func9 のエントリでトレース情報の生成を開始し、func9 の終了時にトレース情報の生成

を停止するように指示します。

1. 関数 func9 の開始行にプログラムブレークポイントを設定し、[action] で [TraceON] を選択します。
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2. 関数 func9 の終了行にプログラムブレークポイントを設定し、[action] で [TraceOFF] を選択します。

3. プログラム実行を開始および停止します。
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4. 結果を表示します。

トレース生成をオンに切り替えたイベントは、トレースには表示されません。
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TraceTrigger の適用例（ウォッチポイント）

例 : NEXUS モジュールに、sieve への関数エントリが実行された場合、トリガーを生成するように指示します。ト

レースのトリガーにより、トレースの記録は停止します。

1. 関数sieveの開始アドレスにプログラムブレークポイントを設定し、[action]で [TraceTrigger]を選択します。

2. プログラム実行を開始します。

プログラム実行の状態 トレースの記録の状態

（[running]） （[Arm] = 記録中）

トレースの記録の状態

（[BRK] = トリガーにより

ブレークされ、記録は停止）
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3. 結果を表示します。

通常は、トリガーを生成したイベントのトレース情報が生成される前に、トレース生成が停止します。
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トリガーディレイを使用した TraceTrigger の適用例（ウォッチポイント）

例 : NEXUS モジュールに、変数 flags[3] へのライトアクセスが行われた場合、トレースのトリガーを生成するよう

に指示します。TRACE32 には、トリガーが生成されてからトレースメモリの 10% に相当する量のトレースを記録

した後、トレースの記録を停止するように指示します。

1. 変数 flags[3] にライトブレークポイントを設定し、[action] で [TraceTrigger] を選択します。

2. [Trace] 設定ウィンドウでトリガーディレイを定義します。
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3. プログラム実行を開始します。

プログラム実行の状態 トレースの記録の状態

（[running]） （[Arm] = 記録中）

トレースの記録の状態
（[BRK] = ディレイカウンタに

トレースの記録の状態

（[TRG] = トリガーが発生して

ディレイカウンタが始動）

設定された時間が経過し、
記録は停止）
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4. 結果を表示します。

[Trace Goto] ウィンドウの [Trigger] ボタンをクリックして、トレースで TraceTrigger が
検出された位置を検索します。その位置では、レコード番号の符号が変化しています。 
TraceTrigger イベントは通常、この位置の少し後に存在します。
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BusTrigger の適用例（ウォッチポイント）

例 : flags[9] へのライトアクセスが行われた場合、PowerTrace のトリガーコネクタに 100ns の正のパルスを生成しま

す。

1. 変数 flags[9] にライトブレークポイントを設定し、[action] で [BusTrigger] を選択します。

2. プログラム実行を開始します。

3. [TrBus] ウィンドウを開き、トリガーを監視します。
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BusCount の適用例（ウォッチポイント）

例 1: 関数 sieve のコール回数をカウントします。

1. 関数 sieve の開始アドレスにプログラムブレークポイントを設定し、[action] で [BusCount] を選択します。

2. TRACE32 のカウンタウィンドウを開き、[EventHigh] を選択します。
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3. プログラム実行を開始し、結果を表示します。
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例 2: 関数 sieve がコールされたときの平均時間間隔を測定します。

1. 関数 sieve にプログラムブレークポイントを設定し、[action] で [BusCount] を選択します。

2. TRACE32 のカウンタウィンドウを開き、[Period] を選択します。
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3. プログラム実行を開始し、結果を表示します。
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フィルターおよびトリガーによるトレース制御（トレースクライア
ント）

[TrOnchip] ウィンドウで、トレースクライアントのフィルターおよびトリガー機能を利用できます。

トレースクライアントは、NEXUSモジュールに専用のリソースがあります（例 : MPC5554上のDMAクライアント）。
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TraceEnableClient1 の例

MPC5554 の例 : アドレス 0x40001000++0FFF からの DMA リードのみをサンプリングします。

1. トレースクライアント 1 として [DMA] を選択します。

2. アドレス範囲 0x40001000++0FFF にリードブレークポイントを設定し、ブレークポイントアクションとし

て [Alpha] を選択します。
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3. [TrOnchip] ウィンドウの [Alpha] で [TraceEnableClient1] を選択します。

4. プログラムを開始および停止します。

5. 結果を表示します。
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Complex Trigger Unit（CTU）

本書の前の章で説明しているフィルターおよびトリガーは、NEXUS モジュールの設定（トレース生成ユニットのプ

ログラミング）を使用しています。

一方、Complex Trigger Unit によるフィルターおよびトリガーは、エクスポートされた NEXUS メッセージを使用し

ます。

PowerTrace には、Complex Trigger Unit が実装されています。Complex Trigger Unit を使用すると、複雑なトリガー

条件を定義できます。基本的には、指定したイベントが発生した場合、PowerTrace でアクションを実行します。

Complex Trigger Unit は、専用のトリガー言語でプログラムする FPGA です。
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例

データ値

変数 flags[3] にバイト長で 1 が書き込まれた場合、トレースバッファへのサンプリングを停止します。

入力イベント（アドレス flags[3] にバイト長で 1 を書き込む）を宣言するには、データトレースメッセージクオリ

ファイアを使用する必要があります。CTU には、2 個のデータトレースメッセージクオリファイアがあります。2 個

の修飾子を使用して、2 個の単独データトレースメッセージクオリファイアを修飾するか、1 アドレス範囲の 1 個の

データトレースメッセージクオリファイアを修飾することができます。

データトレースメッセージクオリファイアには、NEXUS データトレースメッセージによって提供される圧縮情報か

らすべてのデータアドレスおよびすべてのデータ値をPowerTraceハードウェアでリアルタイムに再構築できる特殊

機能があります。

データトレースメッセージクオリファイアは、トリガープログラムで使用する前に宣言する必要があります。

CTU は、データトレースメッセージクオリファイアによって定義されたトリガーイベントが発生したタイミングで、

トレースバッファへのサンプリングまたはプログラム実行を停止できます。

フォーマット : ADDR  < セレクタ > < アドレス >| < アドレス範囲 > /HARD [< オプション >]

< セレクタ > AlphaBreak
BetaBreak
CharlyBreak
DeltaBreak
EchoBreak

< オプション > Read | Write | ReadWrite 

Data.auto < 値 > | Data.Byte < 値 > | Data.Word < 値 > | 

Data.Long < 値 > 

ADDR AlphaBreak 0x7403 /HARD /Write /DATA.Byte 0x01

ADDR AlphaBreak V.RANGE(flags[3]) /HARD /Write /DATA.Byte 0

ADDR AlphaBreak V.RANGE(flags) /HARD /Write /DATA.Byte 1

フォーマット : BREAK.TRACE | BREAK.PROGRAM   [IF < 条件 >]
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例 1: 変数 flags[3] にバイト長で 1 が書き込まれた場合、トレースの記録を停止します。

NEXUS.DTM Write ;switch ON the Data Trace Messages
;for write accesses

Trace.Program data_value ;open a trace programming window
;to enter the trigger program for
;the CTU

;trigger program

ADDR AlphaBreak V.RANGE(flags[3]) /HARD /Write /DATA.Byte 1

BREAK.TRACE IF AlphaBreak
;use the Compile button to load the trigger program into the CTU

Go
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例 2: 変数 flags[3] にバイト長で 1 が書き込まれた場合、プログラム実行を停止します。

プログラム実行は、遅れて停止することに注意してください。そのため、トレースリストでは、定義されているイ

ベントにマーカー A が付きます。

NEXUS.DTM Write ;switch ON the Data Trace Messages
;for write accesses

TrOnchip.EVTI ON ;switch EVTI ON for faster stop of 
;of the program execution

Trace.Program data_value ;open a trace programming window
;to enter the trigger program for
;the CTU

;trigger program

ADDR AlphaBreak V.RANGE(flags[3]) /HARD /WRITE /DATA.Byte 1

MARK.A IF AlphaBreak
BREAK.Program IF AlphaBreak
;use the Compile button to load the trigger program into the CTU

Go

Trace.List MARK DEFault
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ウォッチポイントメッセージ

関数 sieve の実行時の動作を解析します。 

この解析の基本的な考え方を以下に示します。

• 関数 sieve のエントリおよび終了時にウォッチポイントトレースメッセージを生成する

• トレースバッファにはこれらのウォッチポイントメッセージのみをサンプリングする

• 関数のエントリで生成されるウォッチポイントトレースメッセージと関数の終了時に生成されるウォッチ

ポイントトレースメッセージを区別するために、前者のメッセージにマーカー A を付け、後者のメッセー

ジにマーカー B を付ける
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ウォッチポイントトレースメッセージは、トリガープログラムで使用する前に宣言する必要があります。

以下のトリガー命令で、トレースバッファへのサンプリングを制御できます。

フォーマット : ADDR  < セレクタ > < アドレス >| < アドレス範囲 > /Onchip /Program

< セレクタ > AlphaBreak
BetaBreak
CharlyBreak
DeltaBreak
EchoBreak

ADDR AlphaBreak sieve /Program /Onchip

ADDR BetaBreak v.end(sieve)-3 /Program /Onchip

フォーマット : Sample[.< モード >]  [IF < 条件 >]

< モード > Enable
OFF
ON

Enable 指定された条件が true の場合、トレースメモリを解放して記録できるよう

にします。

OFF トレースバッファへのサンプリングをオフに切り替えます。

ON トレースバッファへのサンプリングをオンに切り替えます。
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以下のトリガー命令で、トレースバッファのレコードをマークすることができます。

上記をすべて組み合わせた例を以下に示します。

フォーマット : Mark[.< マーカー >]  [IF < 条件 >]

< マーカー > A
B

;Example 

Trace.Program analyse_sieve ;open a trace programming window
;to enter the trigger program for
;the CTU

;trigger program

ADDR AlphaBreak sieve /Program /Onchip
ADDR BetaBreak v.end(sieve)-3 /Program /Onchip

Sample.Enable IF AlphaBreak||BetaBreak
Mark.A IF AlphaBreak
Mark.B IF BetaBreak

;use the Compile button to load the trigger program into the CTU

Go

Trace.List MARK NEXUS

Trace.STATistic.DURation ;display a function run-time 
;statistic
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結果を表示します。
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関数 sieve を実行時間解析した結果、関数 sieve の実行時間が予想以上に長いことが示された場合、別のトリガープ

ログラムを作成することによってその理由を解明できます。

この新しいトリガープログラムの基本的な考え方を以下に示します。

• 関数 sieve の実行時間が 80us を超えた場合、トレースへのサンプリングを停止する

このトリガープログラムを作成するには、トリガープログラミング言語における以下の 2 つの新しい概念を使用す

る必要があります。

• 時間カウンタ

• トリガーレベル
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時間カウンタ : CTU には、分解能 20ns の 45 ビット時間カウンタが 3 個用意されています。時間カウンタは、トリ

ガープログラムで使用する前に宣言する必要があります。

以下のトリガー命令で、時間カウンタを制御できます。

条件で使用されている時間カウンタは、宣言した時間値に達すると、true イベントになります。

フォーマット : TImeCouNTer  < 名前 >  [< 時間 >]

TImeCouNTer sievec 80.us

TImeCouNTer interrupt_response 10.ms

フォーマット : Counter[.< モード >] < カウンタ名 > [IF < 条件 >]

< モード > Increment
OFF
ON
Restart

Increment 指定した条件が満たされた場合、カウンタを増分します。

OFF 指定した条件が満たされた場合、カウンタをオフに切り替えます。

ON 指定した条件が満たされた場合、カウンタをオンに切り替えます。

Restart 指定した条件が満たされた場合、カウンタをゼロにリセットします。

Counter.Increment sievec IF AlphaBreak

Counter.Restart interrupt_response IF BetaBreak

Break.Program IF sievec
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トリガーレベル : CTU には、4 個のトリガーレベルがあります。 

• トリガーレベルはそのラベルで開始する

• トリガーレベルは、次のラベルまたはトリガープログラムの 後で終了する

• レベルにより、同時に有効になるトリガー命令が決定される

以下のトリガー命令を使用して、トリガーレベルを変更できます。

上記をすべて組み合わせた例を以下に示します。

フォーマット : GOTO   < レベル >  [IF < 条件 >]

;Example 

Trace.Program time_watch ;open a trace programming window
;to enter the trigger program for
;the CTU

;trigger program

ADDR AlphaBreak sieve /Program /Onchip
ADDR BetaBreak v.end(sieve)-3 /Program /Onchip

TImeCouNTer sievec 80.us

start:
   GOTO insieve IF AlphaBreak

insieve:
   Counter.Increment sievec
   Counter.Restart sievec IF BetaBreak
   GOTO start IF BetaBreak
   BREAK.TRACE IF sievec&&!BetaBreak
;use the Compile button to load the trigger program into the CTU

Go
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OS 対応トレース

TRACE32 の OS 対応の有効化（対応している OS の場合）

TRACE32 には、オペレーティングシステムのシンボリックデバッグを実行できる、設定可能なターゲット OS デ

バッガが組み込まれています。

多くのユーザーは OSEK オペレーティングシステムを使用しているので、ここでは 1 つの例として示します。以下

の設定コマンドがあります。

TRACE32 の [Trace] メニューと [Perf] メニューは、以下のように拡張されます。

TASK.ORTI <ORTI ファイル > ORTI ファイルをロードします。

OS.Area genmenu <ORTI ファイル > ORTI ファイルから必要なメニューファイルを生成します。

MENU.ReProgram orti.men 実行可能な OSEK メニューをプログラムします。

MENU.ReProgram ortiperf.men TRACE32 の [Trace] メニューと [Perf] メニューを OSEK 向けに拡

張します。

HELP.FILTER.Add rtosorti OSEK 固有のヘルプ情報を追加します。

[Trace] メニューが拡張されて以下のコマンドが追加されます。 [Perf] メニューが拡張されて以下のコマンドが追加されます。

- [Task Switches]

- [Default and Tasks]

- [Task Runtime]

- [Task Function Runtime]

- [Task Status] 
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ヘルプファイル :
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タスクスイッチのエクスポート

NEXUS モジュールは、以下の 2 つの方法でタスクスイッチ情報を生成できます。

• 特定のライトアクセスに対してトレース情報を生成する

この方法を使用するには、NEXUS クラス 3 モジュールが必要です。オペレーティングシステムによる対

応が必要ないので、この方法を使用することをお勧めします。

• オーナーシップトレースメッセージを生成する

この方法を使用するのは、NEXUS クラス 2 モジュールに限定する必要があります（オペレーティングシ

ステムによる対応が必要となるため）。
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特定のライトアクセスを使用する方法

各オペレーティングシステムには、現在実行中のタスクを示す情報が格納される変数が存在します。この変数には、

タスク ID、タスク制御ブロックへのポインタ、または各タスクに固有のその他のデータが格納されます。

タスクスイッチ情報をエクスポートする方法の 1 つは、この変数に対するライトアクセスが発生したときにトレー

ス情報を生成するように NEXUS モジュールに指示することです。

この変数のアドレスは、TRACE32 の関数 TASK.CONFIG(magic) によって提供されます。

PRINT TASK.CONFIG(magic) ; print the address that holds
; the task identifier
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例 :NEXUS モジュールに、タスクスイッチに対するトレース情報のみを生成するように指示します。

1. TASK.CONFIG(magic) によって示されるアドレスにライトブレークポイントを設定し、トレースアクショ

ンとして [TraceEnable] を選択します。

2. プログラム実行を開始および停止して、トレースバッファに記録します。

3. 結果を表示します。
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オーナーシップトレースメッセージを使用する方法

OS がタスクスイッチ時に 8 ビットのプロセス ID レジスタ（PID0）を更新すると、オーナーシップトレースメッセー

ジが生成されます。 

2010 年 10 月以降の OSEK はこの更新を実行します。 

タスク ID が 8 ビットより大きい場合、PID0 レジスタを更新するために複数のステップを実行する必要があります。

そのためには、OSEK システムによる特別対応が必要です。特別対応を行わない OSEK システムを使用しているお

客様には、ローターバッハからパッチ情報を提供できます。詳細については、rtosorti-support@lauterbach.com まで

ご連絡ください。

TRACE32 でオーナーシップトレースメッセージを有効にする必要があります。

NEXUS.OTM ON ; enable the generation of Ownership Trace
; Messages
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例 :  

1. NEXUS モジュールに、オーナーシップトレースメッセージのみを生成するように指示します。

2. プログラム実行を開始および停止して、トレースバッファに記録します。

3. 結果を表示します。

OSEK システムによっては、オーナーシップトレースメッセージを使用して、割り込み情報など、その他の

情報をエクスポートできます。

NEXUS.BTM OFF ; disable the Branch Trace
; Messages

NEXUS.OTM ON ; enable the Ownership Trace
; Messages
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オーナーシップトレースメッセージを検索する手順を以下に示します。
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トレースを後で解析する方法（OS）

TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータを使用すると、後で OS 対応トレース評価を実行できます。

後で OS 対応トレース評価を実行できるように TRACE32 インストラクション・セット・シミュレータを設定するに

は、以下の手順を実行します。

1. 後で評価するためのトレース情報をファイルに保存します。

2. 後で OS 対応トレース評価（ここでは MPC5553 上の OSEK）を実行できるように TRACE32 インストラク

ション・セット・シミュレータを設定します。

Trace.SAVE belated__orti.ad

SYStem.CPU MPC5553 ; select the target CPU

SYStem.Up ; establish the
; communication between
; TRACE32 and the TRACE32
; Instruction Set 
; Simulator

Trace.LOAD belated_orti.ad ; load the trace file

Data.Load.ELF my_app.out /NOCODE /GHS ; load the symbol and 
; debug information

TASK.ORTI my_orti.ort ; load the ORTI file

Trace.List List.TASK DEFault ; display the trace
; listing
  NEXUS トレーニング      111     OS対応トレース  



OS 対応トレースの有効化（対応していない OS の場合）

ローターバッハが対応していない OS を使用している場合、「簡易」対応を使用して、OS 対応トレースを実行でき

るようにデバッガを設定できます。

「簡易」対応に関する 新情報については、~~\demo\kernel\simple\readme.txt を参照してください。

各オペレーティングシステムには、現在実行中のタスクを示す情報が格納される変数が存在します。この変数には、

タスク ID、タスク制御ブロックへのポインタ、または各タスクに固有のその他のデータが格納されます。

この変数について、以下のコマンドを使用して TRACE32 に通知します。

変数名が current_thread の場合、このコマンドは以下のようになります。

タスクに名前を割り当てると、OS 対応デバッグを実行しやすくなります。

「簡易」対応は、現在実行中のタスクに関する情報が格納されている変数へのライトアクセスに対してエクスポート

されたタスクスイッチにのみ対応しています。

「簡易」対応は現在、オーナーシップトレースメッセージには対応していません。

TASK.CONFIG ~~/demo/kernel/simple/simple.t32 <var> V.SIZEOF(<var>)

TASK.CONFIG ~~/demo/kernel/simple/simple current_thread V.SIZEOF(current_thread)

TASK.NAME.Set < タスク ID> < 名前 > タスクの名前を指定します。

TASK.NAME.view 指定したすべての名前を表示します。

TASK.NAME.Set 0x58D68 "My_Task 1"
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特定のライトアクセスを使用する方法とコンテキスト ID パケットを使用する

方法の比較

特定のライトアクセスを使用する方法 オーナーシップトレースメッセージを使用する方法

NEXUS クラス 3 モジュールが必要 NEXUS クラス 2 モジュールが必要

OS の対応は不要 OS の対応またはパッチ、あるいはその両方が必要
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タスクの統計情報

以下の 2 つのコマンドは、タスク / プロセス / スレッド切り替えの統計情報の解析を実行します。
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関数実行時の解析

この章で説明する関数実行時の解析コマンドはすべて、トレースバッファの内容を使用して解析を行います。

解析対象のソフトウェア（OS なしまたは OS あり）

関数実行時の解析を使用する場合、以下の 2 種類のアプリケーションソフトウェアを区別します。

1. オペレーティングシステムを含まないソフトウェア（以下「OS なし」）

2. オペレーティングシステムを含むソフトウェア（以下「OS あり」）

フラット解析とネスト状態解析

TRACE32 では、関数実行時を以下の 2 つの方法で解析できます。

• フラット解析

• ネスト状態解析
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フラット解析の基礎知識

関数実行時のフラット解析は、トレースエントリのシンボリック命令アドレスに基づいて行われます。各命令で使

用された時間は、対応する関数 / シンボル領域に割り当てられます。

[min] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲を連続して使用した 短時間

[max] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲を連続して使用した 長時間

main

func1

func2

func1

func3

func1

main

func1

func3

func1

main

[max][min]

func1 のエントリ func1 のエントリ

func1 の終了 func1 の終了
  NEXUS トレーニング      116     関数実行時の解析  



ネスト状態解析の基礎知識

関数のネスト状態解析は、高級言語の関数のみを解析します。
  NEXUS トレーニング      117     関数実行時の解析  



TRACE32 は、関数実行時のネスト状態解析を表示するために、トレース情報を処理することによってプログラム実

行の構造を解析します。その際、関数間の遷移に注目します（上図参照）。注目するイベントを以下に示します。

1. 関数のエントリ

2. 関数の終了

3. 割り込みサービスルーチンのエントリ 

4. 割り込みサービスルーチンの終了

5. TRAP ハンドラのエントリ（未実装）

6. TRAP ハンドラの終了（未実装）

[min] 関数内のすべてのサブ関数およびトラップを含む 短時間

[max] 関数内のすべてのサブ関数およびトラップを含む 長時間

func1

func2

interrupt_service1

main

func1

func2

func1

func3

func1

main

func1
func3

func1

main

func1 のエントリ func1 のエントリ

func1 の終了 func1 の終了

[max] [min]
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まとめ

ネスト状態解析は、フラット解析に比べて、プログラム実行の構造およびタイミングについてより詳細な情報を得

られますが、解析対象に許容される不正確な記述や複雑な記述の程度は低くなります。たとえば、関数の終了が記

述されていない場合、または複雑な方法で記述されている場合、意味のないネスト状態の解析結果が生成されます。
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フラット解析

以下の理由で、NEXUS によって生成されるトレース情報を必要 小限に抑えることをお勧めします。 

• NEXUS ポートの過負荷を避けるため

• 使用可能なトレースメモリをできる限り有効に使用するため

• タイムスタンプの精度を高めるため

適な NEXUS 設定（OS なしまたは OS あり）

関数実行時のフラット解析では、OS なしまたは OS ありを使用している場合、データ情報は一切必要ありません。

そのため、データ情報のブロードキャストをオフに切り替えることをお勧めします。

NEXUS.DTM OFF
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動的なプログラムの動作

外観（OS なしまたは OS あり）

[Profile] ボタンをクリックして

プログラムの動的な動作情報を取得します。
  NEXUS トレーニング      121     関数実行時の解析  



詳細

TRACE32 PowerView は、Trace.PROfileChart.sYmbol グラフを描画するために、記録されている命令フロー情報を

時間間隔ごとに分割します。デフォルトの間隔は、10us です。

時間間隔ごとに、実行された関数がその時間間隔内で使用した時間の比率を表す長方形が描画されます。 終的に

は、この基本グラフがスムージングされて表示されます。

func2d

func2b

main
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時間間隔を手動で設定することもできます。

[Fine] 時間間隔を 10 倍ずつ減らします。

[Coarse] 時間間隔を 10 倍ずつ増やします。

Trace.PROfileChart.sYmbol /InterVal 5.ms ; change the time
; interval size to 5.ms
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色の割り当て - 基本

• カーソル位置に表示されるツール説明に、色の割り当ておよび使用している時間間隔が表示されます。

• [Trace.PROfileChart.sYmbol] ウィンドウの右上隅のコントロールハンドルを使用して、色の凡例を表示し

ます。

コントロール

ハンドル
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色の割り当て - 静的または動的

[FixedColors] 色は関数に固定で割り当てられます（デフォルト）。

色の割り当てを固定した場合のリスクとして、同じ色の関数が隣同士に並

んだ場合に動的な動作を誤って認識する恐れがあります。

[AlternatingColors] 測定するたびに、関数の記録順序に従って、何度も色の割り当てが行われ

ます。

Trace.PROfileChart.sYmbol  [/InterVal < 時間 >] プログラムの動的な動作の概要を表示

します。

- グラフ表示

Trace.PROfileSTATistic.sYmbol [/InterVal < 時間 >] プログラムの動的な動作の概要を表示

します。

- カンマ区切り値としてエクスポートす

るための数値表示

Trace.STATistic.COLOR FixedColors | AlternatingColors 色の割り当て方法を指定します。
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関数タイミング図

TRACE32 PowerView では、プログラムカウンタがどの関数 / シンボル範囲に存在するかを示すタイミング図を表示

できます。

[Trace.List] ウィンドウの [Chart] ボタンをクリックすると

[Trace.Chart.sYmbol] ウィンドウが開きます。
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便利な使い方

[Chart Config] ウィンドウで [Window] をオンにすると、選択した時点でアクティブな関数が [Trace.Chart.sYmbol]

ウィンドウの範囲内に表示されます。これは、特に横方向にスクロールする場合に便利です。

[Window] を
オンにします。
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数値解析

タイミング図と同様の数値解析も表示できます。

概要

[items] 記録されている関数 / シンボル領域の数

[total] トレースに記録されている時間

[samples] 記録されている関数 / シンボル領域の変化の合計数

（関数 / シンボル領域のアドレス範囲で連続している命令フロー）

関数の詳細

[address] 関数 / シンボル領域名

(other): 関数 / シンボル領域に割り当てることができないプログラムセク

ション

[total] 記録されている時間のうち関数 / シンボル領域で使用した時間

[min] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲を連続して使用した 短時間

[max] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲を連続して使用した 長時間

[avr] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲を連続して使用した平均時間（[total]/

[count]）
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[count] 関数 / シンボル領域のアドレス範囲への新しいエントリ（実行した開始ア

ドレス）の数 

[ratio] 記録されている合計時間に対する関数 / シンボル領域で使用した時間の比

率

Trace.STATistic.sYmbol 関数実行時のフラット解析

- 数値表示

Trace.Chart.sYmbol 関数実行時のフラット解析

- グラフ表示

[Config] ボタンをクリックすると、[address] 列のソート基準を

変更したり、列のレイアウトを変更したりできます。

デフォルトでは、関数 / シンボル領域が記録順序でソートされます。
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ホットスポット解析

関数の実行時間が非常に長いと感じられる場合、コマンドグループ ISTATistic を使用して、単独命令実行時の詳細

を表示できます。

ローカルの FIFOFULL の数値が大きい場合、命令の統計情報の結果に影響を及ぼす可能性があります。 

処理

コマンドグループ ISTATistic は、実行時に測定データベースを使用します。測定は以下の手順で行われます。

1. コア /CPU クロックを指定します。

2. データベースをクリアします。

3. トレースメモリに記録します。

4. トレースメモリの内容をデータベースに転送します。

5. 結果を表示します。

6. （必要に応じて手順 3 ～ 5 を繰り返します。）
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以下のコマンドを使用できます。

ホットスポット解析は以下の手順で実行できます。

Trace.CLOCK < クロック > トレースを評価するコア /CPU クロックを指定します。

ISTATistic.RESet 命令統計情報データベースをクリアします。

ISTATistic.add トレースメモリの内容を命令統計情報データベースに追加し

ます。

ISTATistic.ListFunc 命令統計情報データベースの内容に基づいて関数実行時の解

析をリストします。

Data.List < アドレス >  /ISTAT 単独命令実行時の解析をリストします。

Trace.CLOCK 12.MHz ; inform TRACE32 about your CPU
; frequency

ISTATistic.RESet ; reset instruction statistic data
; base

Trace.Mode Leash ; switch trace to Leash mode

Go ; start program execution

;WAIT !RUN() ; wait until program stops

Trace.FlowProcess ; upload the trace information to
; the host and merge source code

IF Trace.FLOW.FIFOFULL>6000.
PRINT “Warning: Please control the FIFOFULLS”

ISTATistic.add ; add trace information to 
; instruction statistic data
; base

ISTATistic.ListFunc ; list hot-spot analysis
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外観（OS なしまたは OS あり）
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解析の詳細

[address] モジュール、関数、または HLL 行のアドレス範囲

[tree] フラットなモジュール / 関数 /HLL 行のツリー

[coverage] モジュール、関数、または HLL 行のコードカバー率

[count] 関数 /HLL 行の実行回数

[time] モジュール、関数、または HLL 行によって使用された合計時間

[clocks] モジュール、関数、または HLL 行によって使用された合計クロック数

[ratio] モジュール、関数、または HLL 行によって使用された合計測定時間の比率

[cpi] 関数または HLL 行の命令当たりの平均クロック数
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Data.ListAsm /ISTAT ; list instruction run-time
; statistic

[count] 合計命令実行数

[clocks] 命令の合計クロック数

（NEXUS のトレースはサイクル単位の正確なトレースではなく、補間によ

り求めた結果を表示しており、値は 100% 正確というわけではありませ

ん）

[cpi] 命令当たりの平均クロック数

（NEXUS のトレースはサイクル単位の正確なトレースではなく、補間によ

り求めた結果を表示しており、値は 100% 正確というわけではありませ

ん）
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条件付き命令は、その [exec] と [notexec] の一方または両方が 0 である場合に、黄色の背景に太字で出力されます。

その他のすべての命令は、実行されなかった場合に、黄色の背景に太字で出力されます。

Data.ListAsm /ISTAT COVerage ; list instruction coverage

[exec] 条件付き命令 : 条件が true であるために命令が実行された回数

他の命令 : 命令が実行された回数

[notexec] 条件付き命令 : 条件が false であるために命令が実行されなかった回数

[coverage] 命令のカバー率
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ネスト状態解析

制限事項

1. ネスト状態解析は、高級言語の関数のみを解析します。

2. 関数実行時のネスト状態解析は、関数のエントリ / 終了が一般的な方法で行われていることを想定してい

ます。

3. FIFOFULL は、ネスト状態解析の妨げになります。

適な NEXUS 設定（OS なし）

関数実行時のネスト解析では、OS なしを使用している場合、データ情報は一切必要ありません。そのため、データ

情報のエクスポートをオフに切り替えることをお勧めします。

NEXUS.DTM OFF
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適な NEXUS 設定（OS あり）

TRACE32 PowerView は、タスク / プロセスごとに個別のコールツリーを構築します。

TRACE32 PowerView が関数のエントリ / 終了を適切なコールツリーに結合するためには、エントリ / 終了が発生し

たときにどのタスクが実行中なのかを知る必要があります。

現在のタスクに関する情報を取得する標準的な方法は、命令フローとタスクスイッチをエクスポートするように

NEXUS に指示することです。詳細については、本書の「OS 対応トレース」の章を参照してください。

適な設定 1（NEXUS クラス 3）:

適な設定 2（NEXUS クラス 2）:

Trace.STATistic.TREE /TASK "Cyclic"

Break.Set TASK.CONFIG(magic) /Write /TraceData

NEXUS.OTM ON
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解析対象項目

TRACE32 は、ネスト状態解析結果を準備するために、命令フローを後処理して、以下の項目を検出します。

• 関数のエントリ

HLL 関数の 初の命令の実行は、関数のエントリと見なされます。

関数のエントリを示すその他の情報は、プロセッサのアーキテクチャおよび使用したコンパイラによって

実装が異なります。

Trace.Chart.Func ; function func10 as 
; example

Trace.List /Track 
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• 関数の終了

HLL 関数内の RETURN 命令は、関数の終了と見なされます。

関数の終了を示すその他の情報は、プロセッサのアーキテクチャおよび使用したコンパイラによって実装

が異なります。

• 割り込みサービスルーチンのエントリ（非同期）

割り込みエントリの識別は TRACE32 によって実行されますが、念のために、コマンド SYStem.Option

VECTORS を使用して、割り込みベクタテーブルアドレスを指定することをお勧めします。

• 割り込みサービスルーチンの終了

HLL 割り込みサービスルーチン内の RETURN/RETURN FROM INTERRUPT は、割り込みサービスルーチ

ンの終了と見なされます。

• TRAP ハンドラのエントリ（未実装）

• TRAP ハンドラの終了（未実装）

• タスクスイッチ

ターゲットオペレーティングシステムを使用している場合、正しいコールツリーを構築するには、タスク

スイッチが必要です。
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全ソフトウェアを対象とした関数実行時のネスト状態解析の数値表示

Trace.STATistic.Func 関数実行時のネスト状態解析 

- 数値表示

概要

[funcs] トレース内の関数の出現数

[total] 合計測定時間

[intr] 割り込みサービスルーチンで使用した合計時間
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• HLL 関数

• (root)

関数のネスト状態はツリーと見なされ、root は関数のネスト状態のルートを示します。

• HLL 割り込みサービスルーチン

• HLL トラップハンドラ（未実装）

列

[range]（名前） 関数名（デフォルトでは記録された順序でソートされている）
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列（続き）

[total] 関数によって使用された合計時間

[min] 関数のエントリから終了までの 短時間（割り込みサービスルーチンに

よって使用された時間は含まない）

関数の終了が実行されなかった場合、[min] には時間が表示されません。

[max] 関数のエントリから終了までの 長時間（割り込みサービスルーチンに

よって使用された時間は含まない）

[avr] 関数のエントリから終了までの平均時間（割り込みサービスルーチンに

よって使用された時間は含まない）
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関数のエントリまたは終了が存在しない場合、以下の形式で表示されます。

< 関数内を実行した回数 >.（< 存在しない関数のエントリの数 >/< 存在しない関数の終了の数 >）

列（続き）

[count] 関数内での実行回数
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解釈例 :

1. 2. (2/0): 関数内を 2 回実行し、関数のエントリが 2 個存在しなかった

2. 4. (0/3): 関数内を 4 回実行し、関数の終了が 3 個存在しなかった

3. 11. (1/1): 関数内を 11 回実行し、関数のエントリが 1 個存在せず、関数の終了が 1 個存在しなかった

存在しない関数のエントリまたは終了の数が 1 つ以上である場合、ネスト状態に問題

があるため、コマンド Trace.STATistic.Func による解析が失敗する可能性があります。

トレース内容を詳細に確認することをお勧めします。 

列（続き）

[intern%]

（InternalRatio、

InternalBAR.LOG）

関数によって使用された時間（サブ関数、TRAP ハンドラ、割り込みは含

まない）の比率
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列（続き） - 関数によってのみ使用された時間

[Internal] 関数のエントリから終了までの合計時間（コールされたサブ関数、TRAP ハン

ドラ、割り込みサービスルーチンは含まない）

[IAVeRage] 関数のエントリから終了までの平均時間（コールされたサブ関数、TRAP ハン

ドラ、割り込みサービスルーチンは含まない）

[IMIN] 関数のエントリから終了までの 短時間（コールされたサブ関数、TRAP ハン

ドラ、割り込みサービスルーチンは含まない）

[IMAX] 関数のエントリから終了までの 長時間（コールされたサブ関数、TRAP ハン

ドラ、割り込みサービスルーチンは含まない）

[InternalRatio] < 関数によって使用された時間 >/< 合計測定時間 > の数値表示

[InternalBAR] < 関数によって使用された時間 >/< 合計測定時間 > のグラフ表示

[Config...] ボタンをクリックすると表示する列を変更できます。
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列（続き） - サブ関数および TRAP ハンドラによって使用された時間

[External] コールされたサブ関数 /TRAP ハンドラによって使用された合計時間

[EAVeRage] コールされたサブ関数 /TRAP ハンドラによって使用された平均時間

[EMIN] コールされたサブ関数 /TRAP ハンドラによって使用された 短時間

[EMAX] コールされたサブ関数 /TRAP ハンドラによって使用された 長時間

列（続き） - 割り込み時間

[ExternalINTR] 関数が割り込まれた合計時間

[ExternalINTRMAX] 1 回の関数パスが割り込まれた 長時間

[INTRCount] 関数実行中に発生した割り込み回数
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各種の時間の計算方法の概要を以下のグラフに示します。
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OS のその他の統計情報項目

• HLL 関数

タスク「Cyclic」で HLL 関数「func2」を実行中

• タスク「Cyclic」のコールツリーのルート

• 不明なタスク

トレースで 初のタスクスイッチが見つかるまでは、タスクは不明です。

• 不明なタスクのルート
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列 - タスク / スレッド関連情報

[TASKCount] 関数に割り込んだタスクの数

[ExternalTASK] 他のタスクによって使用された合計時間

[ExternalTASKMAX] 1 回の関数パスが 1 個のタスクによって割り込まれた 長時間
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その他のネスト状態解析コマンド

外観（OS なし）

外観（OS あり）

Trace.Chart.Func 関数実行時のネスト状態解析

- グラフ表示
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外観（OS なし）

Trace.STATistic.TREE 関数実行時のネスト状態解析 

- ツリー表示
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外観（OS あり）

Trace.STATistic.TREE /TASK "Cyclic"
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外観（OS なし）

Trace.STATistic.LINKage < アドレス > 関数実行時のネスト状態解析 

- リンク解析
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外観（OS あり）
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トレース評価の構造化

コマンドグループ GROUP を使用すると、大量の関数 / モジュールで構成されるアプリケーションプログラムを構造

化して、デバッグ処理およびトレース内容の評価を実行しやすくすることができます。

GROUPS の作成

1. グループ名を定義します。

2. グループのアドレス範囲を 1 つ以上定義します。

3. グループの色を定義します。

4. [Set] ボタンまたは [Ok] ボタンをクリックして、グループを作成します。

5. コマンド GROUP.List を使用して、設定を確認します。

GROUP.Create < 名前 > < アドレス範囲 > [/< オプション >] 新しいグループを作成します。

GROUP.List グループ設定をリストします。

GROUP.Create

名前

アドレス範囲（複数可）

色
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グループメンバーの色マーカー

• 様々なウィンドウ（ソースリストまたは [Trace.List] ウィンドウ）で、グループメンバーは定義された色で

マークされます。
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グループの抑制

• [Trace.List] ウィンドウでは、グループメンバーのコード表示を抑制できます。

• 抑制されたグループは、HLL デバッグではステップオーバーされます。

[Group.List] ウィンドウで [hide] をオンにします。
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グループベースの実行時の解析

TRACE32 では、定義されているグループに基づいて実行時の統計情報を解析できます。

Trace.Chart.GROUP グループベースの実行時の解析をグラフ表示します。

Trace.STATistic.GROUP グループベースの実行時の解析を数値表示します。

[Trace.Chart.GROUP]

[Trace.STATistic.GROUP]
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トレースを使用するサンプルベースのプロファイリング

概要

タスク : 高級言語の関数で使用される時間の比率を取得します。

測定手順 : 現在のプログラムカウンタを取得するために、トレースの記録は定期的に停止します。

TRACE32 は、プログラムカウンタを取得するために、記録されているプログラムフロー情報を展開する必要があり

ます。そのために、プログラム実行中にターゲットメモリからコードを読み取ることができる必要があります。使

用しているプロセッサでそのような処理を実行できない場合は、コードのコピーを TRACE32 の仮想メモリにロー

ドしておく必要があります。

サンプルベースのプロファイリングに使用するコマンドグループは、PERF.< サブコマンド > です。

Data.LOAD <file> /VM ; load code from <file> to 
; TRACE32 virtual memory

Data.LOAD <file> /PlusVM ; load code from <file> to target
; and to TRACE32 virtual memory
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標準的なアプローチ

以下の手順を実行します。

1. データフロー情報のブロードキャストをオフに切り替えます。

プログラムカウンタのプロファイリングには、データフロー情報は必要ありません。そのため、データ情報

のブロードキャストをオフに切り替えることをお勧めします。これにより、FIFOFULL の発生を防ぎます。以

下に例を示します。

2. 使用しているプロセッサで、プログラム実行中にターゲットメモリからコードを読み取る操作がサポート

されていない場合、コードのコピーを TRACE32 の仮想メモリにロードします。

3. [PERF] 設定ウィンドウを開き、測定方法として [Trace] を選択します。

ETM.DataTrace OFF ; ARM-ETM

NEXUS.DTM OFF ; PowerPC NEXUS

Data.LOAD <file> /VM ; load code from <file> to 
; TRACE32 virtual memory

PERF.state [PERF] 設定ウィンドウを表示します。

PERF.METHOD Trace サンプルベースのプロファイリングの測定方法としてトレースを選択

します。
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4. [OFF] 状態を選択し、サンプルベースのプロファイリングを有効にします。

5. [ListFunc] ボタンをクリックして、結果ウィンドウを開きます。

PERF.OFF サンプルベースのプロファイリングを有効にします。

PERF.ListFunc HLL 関数プロファイリングのウィンドウを開きます。
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6.  プログラム実行とサンプリングを開始します。

TRACE32 のステータス行のシステム状態フィールドで [(halt)] が点滅している場合、トレースの記録がまも

なく停止することを示しています。

任意のトレース表示ウィンドウに青で [perf] と表示されている場合、サンプルベースのプロファイリングに

よって、トレースの記録に定期的な割り込みがあったことを示します。この場合のトレース情報は、どのよ

うなトレース解析にも適しません。
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詳細

詳細な結果

結果に関する詳細な情報を取得するには、[Detailed] ボタンをクリックします。

PERF.ListFunc ALL 詳細な HLL 関数プロファイリングウィンドウを開きます。

[name] 関数名

[watchtime] 関数を監視する時間

[ratio] 関数によって使用される時間の比率（% 単位）

[dratio] [ratio] と似ているが、 後の秒のみ

[address] 関数のアドレス範囲

[hits] 関数について取得するサンプル数
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(other)

TRACE32 は、高級言語の関数に割り当てることができないすべてのサンプルを (other) に割り当てます。(other) の

比率が特に高い場合には、どんなコードが実行されているかを確認することをお勧めします。この場合、[ListLABEL]

ボタンを押すようにしてください。

PERF.ListLABEL ラベルベースのプロファイリングに使用するウィンドウを開きます。
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