TRACE 32

MPC5xxx/SPC5xxx 対応デバッガ＆トレース

®

Qorivva MPC5xxx用デバッガ
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ウォッチドッグ制御、
イベント信号、
およびサー
ドパーティーツールハンドシェイクをサポート
する、
AUTO26コネクタ付きデバッグケーブル
が付属。
OnCE 14ピンヘッダー接続用アダプタも付属。

オンチップトレース

メモリへのトレース機能を備えるデバイ
スについては、追加ライセンスによって
オンチップトレースをサポート。
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Debug

パラレルNEXUSトレース

AutoFocusテクノロジにより、最大100MHz
DDRのトレースポートデータレートを実現。

Aurora NEXUSトレース

1レーンあたり最大6.25GBit/s、最大
4レーン
最大3.125GHzのリファレンスクロック
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TRACE32デバッガ

FrontEnd

シノプシス社 Virtualizer 用デバッガ

最初のハードウェアプロトタイプが使用
可能になる前でも、ソフトウェア設計の
デバッグを行えます。

仮想ターゲット

詳しい情報はホームページをご覧ください。 http://www.jp.lauterbach.com/5500
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デバッグ＆トレース
NXP Qorivva MPC5xxx
NXP S32Rxxx
STMicroelectronics SPC5xxx

MPC5xxx/SPC5xxx の概要
ローターバッハは、10 年以上にわたり、最新の MPC5xxx/SPC5xxx マイクロコントローラファミリーを
サポートしてきました。ローターバッハのツールチェーンでは、以下の機能が提供されます :
• e200、eTPU、GTM、および SPT コアの AMP および SMP デバッグ
• Nexus パラレルトレースおよび Aurora Nexus 高速シリアルトレースによるマルチコアトレース
• オンチップトレースバッファへのマルチコアトレース（メモリへのトレース）
• 周辺モジュールに対するトレースサポート（DMA、FlexRay、ETH、USB、ZipWire など）

MPC5xxx/SPC5xxx 対応 Nexusトレースソリューション
ほぼすべてのMPC5xxx/SPC5xxxプロセッサにはNexusトレースモジュールが搭載されているため、
プログラムフロー
およびデータトランザクションのトレースが可能です。
プロセッサに応じて、Nexusモジュールでトレースデータを以下
の1つまたは複数の場所に送ることができます:
• 最大32KBのトレースメモリを有するオンチップトレースバッファ
（エミュレーションデバイス上では最大2MB）。
こ
の方法は、エラーの特定やインフィールドテストに最適。
• プログラムフローおよびOS対応トレース用の低/中帯域幅オフチップNexusパラレルポート。
• マルチコアおよび広範なデータトレース用の高帯域幅オフチップAurora Nexusポート。
オフチップトレースソリューションでは、最大4GBまでのトレースデータを保存でき、
さらに、長時間トレース用にデータ
をホストにストリーミングできる機能も提供されるため、パフォーマンスプロファイリングや適格性判定（コードカバー
率など）が容易に行えます。

e200 コアのデバッグ
MPC5xxx/SPC5xxx向けのTRACE32デバッグシステムでは、JTAG/OnCEインタ
フェースを介したターゲットプロセッサへの高速アクセスが提供されます。単純な
Step/Go/BreakからAutosar OS認識デバッグまで、幅広いデバッグ機能が提供さ
れます。

トレースベースのコードカバレッジ

データキャッシュミス解析

最大450KB/sのFLASHプログラミングパフォーマンスと、あらゆる周辺モジュール
への直感的なアクセスは、お客様から高く評価されています。

複雑なコア構成のデバッグ

TRACE32では、すべてのe200コアのみならず、コプロ
セッサまでも含むデバッグ環境で作業できるオプション
が提供されます。すべてのコアとコントローラの間の相互
動作を詳細に調べることができます。

TRACE32では、すべての
e200コアのデバッグを
同時に行えます。

マルチコアデバッグ

コプロセッサのサポート
コプロセッサのデバッグおよびトレースも追加コストなしで提供されます：
• eTPU タイマープロセッシングユニット
– Cソースレベルデバッグを含む
• GTM ペリフェラルタイマーモジュール

• SPT

eTPUデバッグ

シグナルプロセッシングツールボックス

GTMトレース

• 各コア間での同期実
行および停止。
• すべてのコアの状態
を並べて表示。
• すべてのコアを一つ
のスクリプトで制御。
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