Agilent Technologies
E5904Bオプション300 ARM7-ETM
およびARM9-ETMマイクロプロセッサ用
トレース・ポート・アナライザ
Data Sheet

•
•
•

1台のボックスに、CPUコアへのトレー
ス・ポート・インタフェースとエミュレー
ション・インタフェースを装備
ARM7またはARM9コアの入ったASIC
のリアルタイム・デバッグ
ARMのリアルタイム・トレース（RTT）と
リアルタイム・モニタ（RTM）をサポート

完全なシステム解析

図1. Agilent E5904Bオプション300
ARM7およびARM9用トレース・
ポート・アナライザ

AgilentのARM ETM用のエミュレーショ
ン／解析ソリューションは、実行制御
ツール、コード・ダウンロード・ツー
ル、デバッガ接続ツール、リアルタイ
ム実行トレース・ツールを兼ね備え、
1台で完全なデバッグ環境を実現しま
す。業界の代表的なデバッガとリアル
タイム・トレースによるエミュレーショ
ンの組合わせにより、今日の非常に複
雑なARMの設計上の問題を解決でき
ます。

E5904Bは、一体型のJTAGエミュレー
タ ／ ト レ ー ス・ポ ー ト・ア ナ ラ イ ザ
（TPA）です。このツールは、ARMの
リアルタイム・トレース（RTT）とリ
アルタイム・モニタ（RTM）をサポー
トしており、ARM7またはARM9コア
とARMエンベディッド・トレース・
マイクロセル（ETM）の入ったASICの
フルスピードでのリアルタイム・システ
ム・デバッグを実現します。
専用電源のAgilentトレース・ポート・
アナライザは、低電力のバッテリ駆動
アプリケーションに使用できます。

トレース・ポート・
アナライザ
ARM ETMマイクロプロセッサには、
リアルタイム実行トレース用の専用ト
レース・ポートがあります。コード実
行中に、CPUは分岐先アドレス、パイ
プライン・ステータス、およびプロセッ
サ・コア内からトレース・ポートのエ
ンベディッド・トレース・マクロセル
（ETM）に読取り／書込みデータ（オプ
ション）を送信します。この情報は、
エンコードされ、シリアライズされ、小
さなポート幅に縮小されます。

ご注意
2002 年 6 月 13 日より、製品のオプション構
成が変更されています。
カタログの記載と異なりますので、ご発注の
前にご確認をお願いします。

•
•
•
•

さまざまなETM実装をサポート
200MHz動作
ターゲットからの電源不要
別のAgilentロジック・アナライザ
またはオシロスコープと併用するための
トリガ入力／出力

Agilentのトレース・ポート・アナライ
ザは、このデータをデバッガ・ソフト
ウェアとリンクします。デバッガ・ソフ
トウェアは、トレース・データを解釈
し、命令コード・フローを復元します。
ターゲット上で特殊なデバッグ・コー
ドを実行する必要は一切ありません。
コードの実行に関する情報はマイクロ
プロセッサ内から同時通信されるた
め、命令キャッシュが使用可能な場合
や、プロセッサがオンチップ・メモリ
上でコードを実行している場合でも、
実行トレースをリアルタイムで利用で
きます。
Agilentのトレース・ポート・アナライ
ザは、デバッガ・ソフトウェアにより
LAN経由で制御されます。

ETM/JTAGサポート
E5904Bは、シングルとデュアルのETM
コ ネ ク タ・ピ ン 配 列 や ハ ー フ・レー
ト・クロック動作などのさまざま な
ETM実装をサポートしています。4、8
および16ビット幅のトレース・パケッ
トがサポートされています。JTAGエ
ミュレータは、40MHzまでの生の
JTAG TCKレートをサポートできるの
で、同期RTCKベースのターゲット・
システムもサポートできます。

システム統合ツール

ローカル・エリア・
ネットワーク

オシロスコープやロジック・アナライザ
をトリガ入出力ポート経由でトレー
ス・ポート・アナライザと統合するこ
とにより、CPUステータスに関連する
システムの動作を表示できます。例え
ば、制御ラインが指定されたステート
にある場合には、オシロスコープのト
リガ出力を使ってCPUのETMにトリガ
をかけることができます。

デバッガ・インタフェース

10/100 BASE-T LAN

トレース・ポート・
アナライザ

デバッガ搭載の
ホスト・コンピュータ
トレース・
プローブ

デバッガは、必ずトレース・ポート・ア
ナライザと一緒に使用してください。
代表的なデバッガは、Agilentトレー
ス・ポート・アナライザを制御できま
す。デバッガのユーザ・インタフェース
により、以下を行なうことができます。

•

•

コードのダウンロード、プロセッサ
の実行の開始／終了、プログラムの
シングル・ステップ実行、ブレーク
ポイントの設定、レジスタやメモリ
の表示／変更
トレース・ポート・アナライザの実行
制御ユニットを使った、エンベディッ
ド・トレース・マクロセルでのトリ
ガ、トリガ・シーケンスなどの設定

•

トレース情報の収集

•

実行フローおよび捕捉トレース・デー
タの表示

デバッガ・インタフェースについて
は、デバッガ・ベンダに直接注文して
ください。

デバッガ・ベンダ
ARM Inc.
750 University Ave., Suite 150
Los Gatos CA 95032 USA
408 579-2200
http://www.arm.com
GreenHills Software, Inc.
30 West Sola Street
Santa Barbara, CA 93101 USA
805 965-6044
http://www.ghs.com

ターゲット・
システム

電源

図2. 典型的なトレース・ポート・
アナライザ・システム

性能特性
JTAGプローブの入力特性
ターゲット接続

38ピンのMictorコネクタには、JTAGとトレース・ステータス・
ポートの両方の信号が含まれます。特定のプロセッサのコネクタ・
ピン配列については、http://www.agilent.comから入手可能です。

JTAG構成

IEEE 1149.1仕様に準拠

JTAGクロック周波数

最大40MHz、ユーザ選択可能な速度

ダウンロード速度

400kバイト/ｓ（最大）

JTAGの入力特性
TDO、DBGACK、RTCK

Rin＝4.7kΩ（Vrefまで上昇）
Cin：TDO＝75pF、BDGACK＝95pF、DTCK＝80pF

TCKに対してはTDOサンプリング 選択可能：立下がりまたは立上がりTCK
必要な最小セットアップおよびホールド・ウィンドウ＝7.0ns
tsu＝7.5ns、th＝−0.5ns
Vref [1]

Rin＝25kΩ（グランドへプル・ダウン）

SRST [2]

Rin（非アクティブ）＝4.7kΩ（Vrefへプル・アップ）
Rin（アクティブ）＝12Ω（グランドへプル・ダウン）
Cout＝200pF

JTAGの出力特性
TDI、TCK、TMS、TRST、DBGRQ Voh/loh＝66±15Ω（Vrefへ）
Vol/lol＝66±15Ω（0.2Vへ）
遅延
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TCK立下がりエッジからTDIおよびTMS有効までのTDI
およびTMS遅延：最小1ns、最大2.5ns

[1] Vrefは、ターゲット・パワー・ステータスや入力しきい値および出力電圧スイングの基準を決定するのに用い
られます。Agilentのエミュレーション・プローブは、ターゲット・システムから電力を引き込みません。
[2] オープン・コレクタ出力。2.61kΩプルアップ抵抗によってVref電圧と等価の生成された電圧までプル・アップ。

性能特性（続き）
トレース・ポートの入力特性
最大クロック周波数

200MHz（フル・クロック・モード）、
120MHz（ハーフ・クロック）

データ・セットアップ／
ホールド・タイム

1.5/1.0ns

クロック動作

シングルまたはダブル・エッジ

データ・ポート幅

4、8または16ビット

トレース容量

最大2M、タイム・タグ付きで1M

タイム・タグ

50ビット・タイム・タグ・カウンタ（9.6ns分解能）

入力インピーダンス

10kΩ±5%
データ＝4.0pF、クロック＝6.5pF

マルチ・コア・サポート

あり、デイジー・チェーンTAPS使用

ホット・プラグ接続

あり

通信
LAN

RJ-45コネクタIEEE 802.3オート・センシング
10/100 BASE-Tイーサネット
最高ダウンロード速度 [3]：1Mバイト/s

トリガ出力

SMB（メス）2V（50Ω負荷終端）

ブレーク入力

SMB（メス）入力RC＝2kΩと20pF
トリガ・エッジ、TTLレベル
最大入力＝5V（VCCより上）

パワー
パワー

12Vdc、最大電流＝1A

電源

外部モジュール、100〜240V入力オート・センシング50/60Hz、
IEC 320コネクタ

動作電圧

1.65V〜3.6V

外形寸法
大きさ

105mm（幅）×151mm（奥行）×62mm（高さ）

環境
温度

動作時：0℃〜＋40℃
保管時：−40℃〜＋60℃

高度

動作時および保管時：4,600m

相対湿度

80％＠40°
（24時間）

規制適合

認証安全規格

EMC CISPR 11：1990/EN 55011：1991グループ1、
クラスA；IEC 801-2：1991/EN 50082-1：1992 4kV CD、
8kV AD；IEC 801-3：1994/EN 50082：1993 3V/m
（1kHz 80% AM、27-1kMz）；IEC 801-4：1998/EN
50082-1：1992 0.5kV信号線、1kV電力線
IEC 1010-1：1990；AMD 1：1992；UL 1244；
CSA-C22.2 No.231

[3]最高ダウンロード速度は、特定のプロセッサで制限される場合があります。

3

ターゲット
ARM-ETMの入ったASIC/ASSP

メモリ・コントローラ

ARM CPU

オンチップ・
メモリ
RAM

エンベディッド
ICEマクロセル

LAN

Agilent E5904B
オプション300
ARM 200MHz
トレース・ポート・アナライザ

オンチップ・
メモリ
ROM
ターゲット・
ヘッダ
Mictor
コネクタ

アドレス
制御
データ

エンベディッド・
トレース・マクロセル

I/O

図3.Agilentのトレース・ポート・
アナライザを使ったリアルタイム・
トレースおよびJTAGエミュレーション

ターゲットの要件と
設計上の注意事項
Agilent Technologiesのトレース・ポー
ト・アナライザは、プローブでターゲッ
トのMictorコネクタに接続します。垂
直方向で使用する場合、必要な高さお
よびキープアウト距離の詳細について
は、ユーザーズ・ガイドを参照してく
ださい。
Mictorコネクタは、必要であれば、
Z＝68Ω、Tpd＝47pSの伝送ラインとし
てモデル化できます。

オーダ情報
部品番号

説明

E5904Bオプション300

200MHz ARMトレース・ポート・アナライザ。ユーザーズ・
ガイド、AC電源コード、ARMケーブル、ARMバッファ・
ボード、デュアルETMバッファ・ボード、性能検査ボード、
RG-9 LANケーブルを含む

推奨するアクセサリ
部品番号

説明

E5346-68701

5個の垂直Mictorヘッダ（AMP部品番号2-767004-2）
およびサポート・シュラウド

E5346-44701

Mictorサポート・シュラウド

8120-5048

SMB（メス）−BNC（オス）50Ωトリガ・ケーブル1.22m
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