
U
ser’s M

anual

ユーザーズマニュアル
（参考資料）

Renesas SynergyTMプラットフォーム

 

本資料は英語版を翻訳した参考資料です。内容に相違がある場合には英語版を優先します。資料
によっては英語版のバージョンが更新され、内容が変わっている場合があります。日本語版は参
考用としてご使用のうえ、最新および正式な内容については英語版のドキュメントをご参照くだ
さい。

 

資料番号 R11UM0009EU0520、リビジョン Rev.5.20、発行日 2016 年 4 月 22 日の翻訳版です。

2016.08Rev.5.20www.renesas.com

TraceX®



ご注意書き

1.  本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明する
ものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する
場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に
関し、当社は、一切その責任を負いません。

2.  本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものでは
ありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、
一切その責任を負いません。

3.  本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生
した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありま
せん。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではあ
りません。

4.  当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、
一切その責任を負いません。

5.  当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用
途に製品が使用されることを意図しております。
   標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット等
高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置等

当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用す
るもの等） 、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器
等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。 たとえ、意図しない用途に当社製品を使用
したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。 なお、ご不明点がある
場合は、当社営業にお問い合わせください。

6.  当社製品をご使用の際は、当社が指定する 大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内
でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、
一切その責任を負いません。

7.  当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用
条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。
当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の
責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・
システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客
様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。

8.  当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際
しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令
に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切
その責任を負いません。

9.  本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている
機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利
用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿
易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。

10.  お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた
場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。

11.  本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1.   本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロ
ニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注2.   本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(2012.4)
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ユーザーガイド

Renesas Synergy™プラットフォーム向け 
製品情報

Renesas Synergy プラットフォームで TraceX®を使用す

る場合、以下の情報をご参照ください。

Renesas Synergy プラットフォームのサポートに関す

るご質問およびお問合せは、下記のサポート窓口およ

びお問合せ先へご連絡ください。

サポート窓口 https://synergygallery.renesas.com/support
お問合せ先 http://japan.renesas.com/contact/index.jsp

TraceX®は、e2 studio ISDE 上で、Renesas Synergy 
Software Package（SSP）を構成するコンポーネントの

ひとつで、ThreadX®で使用できる分析ツールです。

Renesas Synergy プラットフォームで TraceX®を使用す

る場合、Renesas Synergy ギャラリーから TraceX®をダ

ウンロードしてインストールしてください。インストー

ルした後の TraceX®の使用については、次ページ以降の

説明をご覧ください。

TraceX®の 
インストール

カスタマー・

サポート
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TraceX®の使用について 
Synergy Project で TraceX®を使用する場合、Synergy ギャラリーから TraceX®をダウ

ンロードしてインストールしてください。

TraceX®は、ホストベースの解析ツールです。リアルタイムシステムイベントをグラフ

ィカルに表示し、リアルタイムシステムの動作をエンジニアにより理解させやすくする

ツールです。この TraceX®により、割り込みやコンテキストスイッチなど、標準的なデ

バッグツールでは分からないシステムイベントの発生を明確に把握することができます。

イベントの発生のタイミングを特定することで、予期しない動作を発見し、領域を限定

して詳しく調べることができるようになります。

TraceX®を使用する場合は、次の手順に従って設定してください。 

1. e2 studio ISDE を使用し、Threads タブから thread を選択し、Framework →
RTOS →  ThreadX Source をクリックして、ThreadX®のソースコードをプロジェ

クトに追加してください。

ThreadX®ソースコードの追加 参
考
資
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ユーザーガイド

2. Treads タブを使用し、thread の属性情報を開き、TraceX®をイネーブルにします。

Trace Buffer Name はデフォルトの g_tx_trace_buffer のままとしてください。

TraceX®のイネーブル 

3. Window → Preferences → C/C++ → Renesas → TraceX の順に選択して、

TraceX®アプリケーションに TraceX®のパスを追加してください。TraceX®アプリ

ケーションに追加する TraceX®パス（TraceX Path）は

C:\Express_Logic\TraceX_5.2.0\TraceX.exe です。

TraceX パス 
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ユーザーガイド

4. プロジェクトをビルド（Project → Build All）。

5. ターゲットボードに接続します。

6. デバッグのセッションをスタートします（Run → Debug）。

7. メニューの Run から TraceX を選択し、さらに Launch TraceX Debugging を選択

してください。

ISDE TraceX®の起動 

8. TraceX デバッグウィンドウで、バッファ開始アドレス（Buffer Start Address）と

して&g_tx_trace_buffer を選択します。バッファサイズを Buffer Size (bytes)で指

定します。デフォルト設定時のサイズは 65536 バイトです。

バッファ開始アドレスとバッファサイズ

9. OK をクリックしてください。

10. イベント情報を収集するため、コードを走らせます（Run → Resume）。

11. コードの実行を一時停止（サスペンド）します（Run → Suspend）。
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ユーザーガイド

12. 収集したイベント情報が TraceX®上で表示されます。

TraceX®で収集されたデータ 

13. さらにイベント情報を収集するためには次の手順で TraceX®を操作します。

・コードの実行を再開する（Resume）。

・コードの実行を一時停止する（Suspend）。

・Run → TraceX をクリックして Update TraceX Data を選択する。

14. TraceX®のウィンドウが立ち上がり、収集したイベント情報を表示します。
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ThreadX システム分析ツール 
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Express Logic 

©2002-2010 by Express Logic, Inc. 

All rights reserved.本書および関連の TraceX ソフトウェアは Express Logic, Inc.の排他的資産であり、各資

産には機密情報が含まれています。Express Logic, Inc.による事前の書面による承認なしには、いかなる手

段によっても、本書のすべてまたは一部の複製は明示的に禁止されています。

Express Logic, Inc.はいつでも予告なく TraceX の設計または信頼性向上を目的として本書に記載された仕

様を変更する権利を有します。本書に記載された情報の正確性については慎重を期して確認しておりますが、

Express Logic, Inc.は本書の正確性に関する責任を一切負わないものとします。 

商標

TraceX、NetX、USBX、StackX、preemption-threshold、Piconet および UDP Fast Path は Express Logic, Inc.
の商標であり、また ThreadXおよび FileX は Express Logic, Inc.の登録商標です。 

その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

免責条項

Express Logic, Inc.は、TraceX 製品がユーザー要件を満たす、あるいはユーザーが指定した方法で機能す

ること、また TraceX 製品が連続して、またはエラーなく機能すること、TraceX 製品に存在する可能性のある

欠陥を保証期間後に修復することについて、いかなる責任も負わないものとします。Express Logic, Inc.は、

明示、または黙示であるかを問わず、商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証を含むがそれに限

定されることなく、TraceX 製品についていかなる責任も負わないものとします。Express Logic, Inc.、販売業

者、代理店または従業員による口頭または書面による情報または助言は、いかなる責任も生じさせず、また

いかなる形でもこの保証条項の範囲を広げるものではなく、ライセンシーは、かかる情報または助言を信頼し

てはならないものとします。
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Express Logic 

本書について 

本書には、Express Logic, Inc.が開発した Microsoft 
Windows ベースのシステム分析ツール、TraceXに関す

る総合的な情報が含まれています。

本書は ThreadX Real-Time Operating System（RTOS）
およびアドオンのコンポーネントを使用する、埋め込みの

リアルタイムソフトウェア開発者を対象としており、開発
者は ThreadX、FileX および NetX に関する一般的な知

識を有している必要があります。

本書の構成

第 1 章 TraceXの基本的な概要とリアルタイム開

発との関係について説明します。

第 2 章 TraceXのインストール方法と使用方法に

ついて基本的な手順を紹介します。開発

中のアプリケーションの分析をすぐに開

始することができます。

第 3 章 TraceX の主要な機能について説明し 
ます。

第 4 章 TraceX のパフォーマンス分析について

詳しく解説します。

第 5 章 ThreadX、FileX および NetX を設定して

トレースバッファを生成し、TraceXで表示

する方法を説明します。
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第 6 章 TraceX イベントについて詳しく説明しま

す。 

第 7 章 FileX イベントについて詳しく説明します。 

第 8 章 NetX イベントについて詳しく説明します。 

第 9 章 USBX イベントについて詳しく説明しま

す。 

第 10 章 ユーザー定義イベントの作成方法につい

て詳しく説明します。 

第 11 章 内部トレースバッファについて詳しく説明

します。 

付録 A トレースイベントの収集に使用するタイム

スタンプソースを含む ThreadX のポート

固有ファイル。 

付録 B イベントのトレースバッファに関する導入

詳細情報を示す ThreadX の tx_trace.h
ファイル。 

付録 C さまざまなファイル形式を適切な TraceX
のバイナリファイルに変換するコマンドラ

インユーティリティの概要を説明します。 

付録 D さまざまな開発ツールのトレースファイル

のダンプ例。 

索引 トピックの相互参照表。 
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ガイド表記 
イタリック体 書籍タイトル、注目すべき重要な単語、

変数を示します。 

太字 ファイル名、キーワード、注目すべき重要

な単語や変数を示します。 

 TraceX グラフィックユーザーインタフェー

ス（GUI）のスクリーンショット内で注目す

べき特定のエリアを指し示します。 

 注意すべき情報です。 

 

カスタマー・サポート 
Renesas Synergy プラットフォームのサポートに関するご質問およびお問い

合わせは、下記までご連絡ください。 

サポート窓口 https://synergygallery.renesas.com/support 

お問い合わせ先 http://japan.renesas.com/contact/index.jsp 
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情報提供のお願い お客様のサポートリクエストにより効率的に対応するた

めに、リクエストメールの中に次の情報を入力してお送り

ください。 

• 問題の詳細な説明。発生頻度や再現性についてお

知らせください。 

• 問題の原因となったトレースファイルのコピー。 

• お使いの TraceX のバージョン番号。 

• お使いの ThreadX のバージョン番号および

ThreadXの_tx_version_idと_tx_build_options
の変数。 

• _fx_version_id の文字列を含む、 

• お使いの FileX のバージョン。 

• _nx_version_id の文字列を含む、 

• お使いの NetX のバージョン。 
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TraceX とは 

 

TraceX は、埋め込みターゲットで実行中の ThreadX に

よって収集されたシステムイベント情報を表示する

Microsoft ベースのシステム分析ツールです。ユーザー

は埋め込みターゲットの RAM に格納されたトレースバッ

ファをホストコンピュータのバイナリファイルに転送する必

要があります。これで、ユーザーは TraceX を使ってこの

ファイルを開き、ターゲットのイベントをグラフィック形式で

分析、システムの問題を診断し、作業中のアプリケーショ

ンを調整してパフォーマンスとリソースの管理方法を改

善することができます。 

この章では、次の点について解説します。 

 TraceX の要件 12 

 TraceX の制約条件 12 
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TraceX の要件 
TraceXでは、Windows XP以降で動作します。システム

では、最低要件として、192MB の RAM、2GB のハード

ディスクの空きスペース、256 色 1024x768 の解像度が

必要です。さらに、アプリケーションは ThreadX V5.0 以

降で実行する必要があります。 

また、Microsoft .NET フレームワークをインストールする

必要がありますが、TraceX のインストーラによって自動

的にインストールされます。 

 

TraceX の制約条件 
TraceX には次のような制約があります。 

• TraceXで許可される最大イベント数は 32,768です

（約 1MB）。 

• タイムスタンプソースでは適切な解像度を使用する

必要があります。解像度が低すぎると、イベントが

オーバーラップします。解像度が高すぎると、イベン

ト間で大きなギャップが生まれる可能性がありま

す。 

• TraceX は、タイマー時間よりも広いイベントの間隔

を正確に測定することができません。 
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TraceX のインストールと使用方法 

 

この章では、以下をはじめとして、TraceX システム分析

ツールのインストール、セットアップおよび使用方法に関

するまざまな内容を説明します。 

 製品パッケージ 14 

 TraceX のインストールディレクトリ 14 

 TraceX のインストール 15 

 TraceX を使用する 24 

 TraceX の使用例 25 
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 ユーザーガイド 

製品パッケージ 
TraceXは 1枚のCD-ROMの形式で出荷されます。パッ

ケージには、インストールプログラムの Setup.exe が含

まれており、CD によって自動的に実行されます。

TraceX のインストーラが自動的に実行されない場合に

は、Setup.exe プログラムをダブルクリックして手動で

TraceX をインストールしてください。TraceX パッケージ

には、事前に作成されたトレースのサンプルディレクトリ

が含まれているため、TraceX を初めて使用するユー

ザーにおすすめです。 

readme_tracex.txt には新しい TraceX の各リリースに

関するリリースノートが含まれています。このファイルを

読んで、TraceXリリース間の相違点を確認してください。 

 

TraceX のインストールディレクトリ 
TraceXは既定で c:\ExpressLogic\TraceX_vにインス

トールされます。このディレクトリ名に含まれる v は、イン

ストールする TraceX のバージョン番号を指します。

TraceX の既定のインストール先は、インストールダイア

ログで変更できます。この方法については次のセクション

で説明します。 

 
TraceX が動作するには、Microsoft .NET フレームワークが必

要です。Microsoft .NET フレームワークは TraceX のインス

トーラによって、この章の後半で紹介されるダイアログに従って

自動的にインストールされます。 
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TraceX のインストール 
図2.1～図2.7でわかるように、TraceXのインストールは

簡単です。インストールダイアログは単純で分かりやす

いものばかりですが、図 2.4 は覚えておくと良いでしょう。

このダイアログでは TraceX の既定のインストールディレ

クトリを変更できます。 

 

図 2.1 
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 ユーザーガイド 

Next ボタンを選ぶと、TraceX のインストール作業が開

始されます（図 2.2 を参照）。 

 

図 2.2 

図 2.2でNextボタンを選ぶことによって、ライセンス契約

条件に同意したものとみなされ、TraceX のインストール

作業が継続します（図 2.3 を参照） 参
考
資
料
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図 2.3 
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 ユーザーガイド 

この時点でユーザー名と組織名を入力し、Next ボタンを

選んでインストール作業を続けます（図 2.4 を参照）。 

 

図 2.4 
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既定のインストールパスに問題がなければ、Next ボタン

を選んでインストール作業を続けます（図 2.5 を参照）。 

 

図 2.5 
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 ユーザーガイド 

設定に問題がなければ、Next ボタンを選んでインストー

ル作業を継続します（図 2.6 を参照）。 

 

図 2.6 
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これでお使いの Windows コンピュータに TraceX がイン

ストールされます。 

 

図 2.7 

Finish ボタンを選択し、インストール作業を終了すると、

既定で TraceX が起動します。これで TraceX のインス

トールは完了し、いつでも使えるようになりました。 
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 ユーザーガイド 

前述の通り、TraceX が動作するには、.NET v3.5 以降

が必要です。v3.5 以降がインストールされていない場合

には、TraceX のインストールプロセスで、自動的にイン

ストールされます。図 2.8～図 2.10 には.NET の一般的

なインストールフローが示されています。 

 

図 2.8 
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Install ボタンを選択すると、Microsoft .NET のインストー

ルが開始されます（図 2.9 を参照）。 

 

図 2.9 

なお、Microsoft .NETフレームワークのインストールには、

8 分程要する場合があり、また Microsoft .NET のインス

トール後には、コンピュータを再起動する必要があります。

再起動後、インストールプロセスは再起動直前の段階か

ら自動的に再開し、継続します。自動的に再開しない場

合は、インストールプロセスをやり直してください。 
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 ユーザーガイド 

TraceX を使用する 
TraceX の使用は、TraceX 内でトレースファイルを開くの

と同じ位簡単です。Start を選択して TraceX を起動する

と、TraceX のグラフィックユーザーインタフェース（GUI）
が表示されます。これで TraceX を使って対象の既存の

トレースバッファをグラフィック表示することができるよう

になりました。トレースバッファを表示するには、File -> 
Open の順にクリックし、バイナリのトレースファイル名を

入力します。 

 
また、trx の拡張子を持つトレースファイルをダブルクリックする

と、TraceX が自動的に立ち上がります。 

 

 

図 2.10 

 
ThreadX を使用してターゲット上にトレースバッファを生成する

方法については、第 5 章を参照してください。 
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TraceX の使用例 
サンプルファイル（拡張子 trx）はインストール先のサブ

ディレクトリ、TraceFiles に複数保存されています。これ

らの事前作成済みのサンプルファイルを使用することに

よって、TraceX を使った（開発中のアプリケーションと一

緒に実行される ThreadX によって生成される）トレース

バッファの分析に早く慣れることができます。 

通常用意されているサンプルトレースファイルの 1 つに、

demo_threadx.trx があります。このサンプルトレースファ

イルには、ThreadXユーザーガイドの第6章で説明されて

いる、一般的な ThreadX デモの実行内容が示されていま

す。 

 

図 2.11  
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 ユーザーガイド 
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TraceX の説明 

 

本章では、TraceX システム分析ツールの全般的な機能

について説明します。この中には、次の内容を含む

TraceX の GUI の全般的な機能も含まれます。 

 ディスプレイの概要 28 

 タイトルバー 29 

 ツールバー 30 

 表示モードタブ 32 

 シーケンシャルビューモード 33 

 タイムビューモード 34 

 システムサマリーライン 35 

 システムコンテキスト 36 

 スレッドステータス情報 40 

 イベント情報表示 42  

 現在選択中のイベント表示 44 

 イベントの検索 46 

 ズームイン/アウト 47 

 イベント間のデルタティック数 49 

 実測時間表示 50 

 優先順位の逆転 51 

 TraceX マルチコア 53 

  

参
考
資
料



 
28 TraceX の説明 
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ディスプレイの概要 
図 3.1 は、TraceX システム分析ツールのメインディスプ

レイウィンドウを示しています。レイアウトはとても分かり

易く、実行コンテキストは左側に縦一列に表示されてい

ます（初期化、割り込み、アイドル、その他さまざまなス

レッドエントリなど）。各コンテキストで発生するイベントは、

同じコンテキスト行内で横一列に表示されています。例

え ば 、 下 図 の QR イ ベ ン ト は 、 ス レ ッ ド 2 が

tx_queue_receive を連続して呼び出していることを示

しています。 

 

図 3.1 

コンテキストの切り替えは、コンテキスト行をつなぐ黒の

縦線で示されています。現在選択されているイベントは、

赤の縦方向の実線で示されています。この例では、イベ

ント 494 が選択されています。 
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タイトルバー 
TraceX のタイトルバーは、複数の役立つ情報を提供し

ます。まず現在の TraceX のバージョン番号、次に現在

開かれているトレースファイルの完全パスを示します。 
図 3.2 の例では、 TraceX バージ ョン 5.0.1 で

demo_threadx.trx が表示されていることを示していま

す。 

 

図 3.2 
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 ユーザーガイド 

ツールバー 
TraceX ツールバーにはトレースファイルを開き、表示要

素を制御するためのボタンが複数備えられています。 
図 3.3 は TraceX のツールバーを示しています。 

 

図 3.3 

TraceX のツールバーボタンの定義は、次の通りです（左

から右）。 
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ボタン 機能 

 トレースファイルを開く 

 
マルチコア CPU 使用率分析レポートの生成（マル

チコアのみ） 

 実行プロファイルの生成 

 パフォーマンス統計の生成 

 スレッドスタック使用状況の生成 

 
現在選択されているイベントの表示 

 ベントの検索 

 TraceX ユーザーガイドを開く 

 ズームイン 

 

拡大 /縮小表示のパーセンテージ（%）を選択。

100%を指定すると、現在のビュー内にトレース

ファイル全体を表示します。 

 
ズームアウト 
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 ユーザーガイド 

 最初のイベントを選択 

 前のイベントページを表示 

 前のイベントを表示 

 

前後に移動するナビゲーションボタンの動作を指

定。Event が指定された場合は、次または前のイ

ベントに移動します。Context が指定された場合

は、特定のコンテキストの次または前のイベントに

移動します。Object が指定された場合は、特定の

オブジェクトの次または前のイベント（特定の

キューに関連付けられたイベントなど）に移動しま

す。Switches が指定された場合は、コンテキスト

の次または前の変更に移動します。ID が指定され

た場合は、特定のイベント ID の次または前のイベ

ントに移動します。 

 次のイベントを表示 

 次のイベントページを表示 

 
最後のイベントを選択 

 

表示モードタブ 
TraceX でシステムイベントを表示する方法には 2 通りあ

り、シーケンシャル表示と時間相関的な表示があります。

既定のモードはシーケンシャルで、図 3.4に示されている

通りです。  

参
考
資
料



 
 TraceX の説明 33 

Express Logic 

モ ー ド の 変 更 は 簡 単 で 、 TraceX ウ ィ ン ド ウ で

Sequential View または Time View タブのいずれかを

選びます。図 3.4 は Sequential View と Time View の

タブを示しています。 

 

図 3.4 

シーケンシャルビューモード 
シーケンシャルビューモードにするには、図 3.4 に示され

ている Sequential View タブを選択しますが、これは既

定のモードです。このモードでは、経過時間にかかわら

ず、イベントのすぐ後に別のイベントが続く形式でイベン

トが表示されています。図 3.4 で表示領域の上にある

ルーラーにも注目してください。このルーラーは、トレース

の開始点からの相対イベント数を示します。 
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このモードは既定モードであり、システム内で進行中の

出来事について概要を把握するのに便利です。 

 

タイムビューモード 
タイムビューモードにするには、Time View ボタンを選択

します。図 3.5には図 3.4と同じイベントトレースが示され

ていますが、タイムビューモードになっている点が異なり

ます。このモードでは、イベントは時間相関的な形式で表

示され、緑のバーがイベント間の実行時間を示していま

す。このモードは、システムで大量の処理が行われてい

るポイントを把握する場合に便利です。問題のポイントを

把握することによって、開発者はシステムを調整し、パ

フォーマンスと即応性を改善することができるからです。 

 

 

図 3.5 
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図 3.5 で表示領域の上にあるルーラーにも注目してくだ

さい。 
このルーラーは、トレース開始点からの相対ティック数を

示しています。このティック数は、ThreadX 内のイベントト

レースのロギング処理に組み込まれているタイムスタン

プから導きだされます。タイムスタンプの間隔が狭すぎる

場合（低周期タイマー）には、イベントは同時に発生しま

す。反対に、タイムスタンプの間隔が広すぎる場合（高周

期タイマー）には、イベントの間隔も空きすぎていることに

なります。適切な周期のタイムスタンプを選択することで、

時間相関的なビューを効果的に利用することができま

す。 

 

システムサマリーライン 
TraceX はすべてのイベントを 1 つの行にまとめたシング

ルサマリーライン（図 3.6の一番上のコンテキスト）も備え

ており、複雑なシステムの全体像を容易に把握すること

ができます。特に、サマリーバーは多くのスレッドを抱え

るシステムの分析に役立ちます。サマリーラインがなけ

れば、 
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複雑なシステム上のやりとりを垂直方向のスクロール

バーを使って追跡し、実行コンテキストを把握する必要

があります。 

 

図 3.6 

サマリーラインにはコンテキストの要約のほか、その下に

表示されている、対応するイベントの要約が含まれます。 
図 3.6 の例では、実行中の thread 2 で割り込みが発生

したことを簡単に確認でき、割り込みの結果、thread 3、
thread 6、thread 4、thread 7 によるプリエンプションが

発生し、その後 thread 2 の実行が再開されたことがわ

かります。 

 

システムコンテキスト 
TraceX ではディスプレイの左側にシステムコンテキスト

の一覧が表示されます（図 3.7 を参照）。特定のコンテキ

ストで発生するイベントが、対応するコンテキストの右側
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に横一列に表示されます。このように、イベントが発生し

たコンテキストを容易に特定できるだけでなく、コンテキ

スト行を確認することで、その特定のコンテキストで発生

したすべてのイベントを把握することができます。 

コンテキストの最初の 2 つのエントリは、常に Interrupt
および Initialize/Idle コンテキストになります。Interrupt
コンテキストは Interrupt Service Routines（ISR）によっ

て発生したすべてのシステムイベントを表します。

Initialize/Idle コンテキストは、ThreadX の 2 つのコンテ

キストを表します。tx_application_define の実行中に

発生する Initializeイベントは、Initialize/Idleコンテキス

ト上に表示されます。システムがアイドルでイベントが発

生していない状況では、タイムビューで実行中を示す緑

のバーが Initialize/Idle コンテキストに描画されます。 

 

図 3.7 

図 3.7の例では、System Timer Threadコンテキストか

ら始まる 9 つのスレッドコンテキストが表示されています。

個々のコンテキストに関するその他の情報は、対象のコ

ンテキストの上にマウスを重ねることによって確認できま
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す。この情報には、トレース中のスレッドの開始時/終了

時のスタックアドレス、スタックの合計サイズ、使用率、相

対実行率、中断回数、再開回数、最高の優先順位と最

低の優先順位が含まれています。図 3.8 は thread 0 の

情報を示しています。 

 

図 3.8 
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コンテキストをより関心の高いグループに移動することも

できます。移動するには、コンテキストをドラッグ＆ドロッ

プ、または右クリックします。コンテキストを右クリックする

と、コンテキストを最上部や最下部に移動するためのダ

イアログが表示されます。図 3.9は thread 3の並べ替え

用のダイアログを示しています。 

 

 

図 3.9 
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Move to top を選択すると thread 3 コンテキストがコン

テキスト一覧の最上部に移動されます（図 3.10 を参

照）。 

 

図 3.10 

 

スレッドステータス情報 
この設定が有効になっている場合は、TraceX のスレッド

コンテキスト上に各スレッドの状態が色のついた線で示

されます。緑の線は、そのスレッドが“実行可能”な状態で

あることを示し、その他の色の線はスレッドが中断された

状態であることを示しています。中断されているスレッド

では、線の色はスレッドが中断された ThreadX オブジェ

クトの種類を示します。例えば、図 3.1 では、System 
Timer Thread’コンテキスト上のイベント 496 から始まる

緑の線は、System Timer Thread が実行可能な状態で

あることを示しています。イベント496の前およびイベント

502 の後の緑の線がない状態は、System Timer 
Thread が中断されていることを示します。 
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図 3.11 

スレッドのステータスは 3 つのモードで表示でき、

Options -> Status Lines メニューの順に選んで設定す

ることができます（図 3.12）。Ready Only オプションでは、

実行可能（緑）なステータスの線だけが表示され、中断ス

テータスの線は表示されません。これは、TraceXの既定

のオプションです。All On オプションでは、すべてのス

テータス（実行可能および中断）の線が表示されます。 
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All Off オプションではすべてのステータスの線が表示さ

れません。 

 

図 3.12 

 

イベント情報の表示 
TraceX は、およそ 600 のランタイムイベントに関する詳

細情報（ThreadX、FileX、NetX、NetX Duo、USBX API
コールや内部イベントを含む）を提供します。さらに、

TraceX は最大で 61,439 の固有のユーザー定義イベン

トに別途対応しています。 
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選択されているモードがシーケンシャルモードまたはタイ

ムモードかを問わず、表示領域のイベントをマウスオー

バーすることによって、対応するイベントの詳細情報がイ

ベントの近くに表示されます。図 3.13 は、イベント 494
（demo_threadx.trx トレースファイルのデモンストレー

ション）をマウスオーバーした状態を示しています。 

 

図 3.13 

表示された各イベントには、コンテキストおよび相対時間
とタイムスタンプに関する一般的な情報が含まれていま

す。Context フィールドは、イベントが発生したコンテキス

トを示しています。コンテキストには、コンテキスト、スレッ

ド、アイドル、ISR、初期化の 4 種類のコンテキストがあり

ます。スレッドコンテキストでイベントが発生した場合には、

その時点でのスレッド名および優先順位に関する情報が

収集され、上図のように表示されます。Relative Time
には、トレースの開始点からの相対的なタイマーティック

数が示されます。Raw Time Stamp にはイベントの

Raw タイムソースが示されます。最後にイベント固有の

情報がすべて表示されます。これらの情報については、

本章の残りの部分で詳しく説明します。 
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イベント情報の詳細は、イベントをダブルクリックして確

認することもできます。図 3.14 はイベント 494をダブルク

リックした結果を示しています。 

 

図 3.14 

複数のイベントを一度に表示することによって、ユーザー

はシステムの状態をより詳しく把握できます。多くのイベ

ントは相互に関連しているため、イベントを並べて表示で

きる機能は非常に便利です。複数のイベントをダブルク

リックすることでこのような表示にすることができます。 

 

現在選択中のイベント表示 
TraceXでは、View -> Current Event の順にメニューを

選択するか、ツールバーの現在のイベントボタンをクリッ

クすることで、現在のイベントを別のウィンドウに表示で

きます（図 3.15）。現在のイベントが選択されると、

TraceX は対象のイベントをスタンドアロンのウィンドウに
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表示し、他のイベントが選択されるとそのウィンドウを更

新します。例として、図 3.16 には現在選択されているイ

ベント 494 の内容が示されています。 

 

図 3.15 

 

図 3.16 
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イベントの検索 
TraceX は強力なイベント検索機能を備えています。各イ

ベントのイベント ID および情報フィールドは、主要な検索

パラメータです。検索パラメータの値を指定しないことで、

そのパラメータを検索対象からはずすことができます。ま

た、検索には指定したパラメータのいずれかが一致する

イベントを検索する方法と、すべてのパラメータが一致す

るイベントを検索する方法があります。検索は特定のコ

ンテキストに限定して行うことも、トレース内のすべてのコ

ンテキストを対象に行うこともできます。イベントの検索

は、ツールバーの Search by Value ボタンを選択して実

行します（図 3.17 を参照）。これで検索ダイアログが表示

され、そこで検索に必要なすべてのパラメータを指定しま

す。検索ダイアログの Next ボタンと Previous ボタンを

使って、指定した検索条件に一致するイベントを順番に

表示できます。図 3.18 は検索ダイアログを示していま

す。 

 

図 3.17 
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図 3.18 

 

ズームイン/アウト 
TraceX では、イベントは既定で全体表示されますが、

ユーザーは必要に応じてズームイン/ズームアウトするこ

とが可能です。 
ズームアウトは、トレースで記録したイベント全体を確認

する場合に、ズームインはタイムスタンプソースの解像

度が原因でイベントが重なり合って表示されている場合

に便利です。 
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図 3.19 には、トレースファイルの全体が見えるように

ズームアウトされた demo_threadx.trx ファイルが示さ

れています。 

 

図 3.19 

現在の表示ページ内にトレース全体を表示するために、

100%の指定でズームアウトが行われた場合には、ト

レース内で記録されたコンテキストのすべての実行内容、

またこれらのコンテキスト内で発生した一般的なイベント

を簡単に確認することができます。図 3.12では thread 1
と thread 2 が最も頻繁に実行されていることがわかりま

す。青色のイベントは、これらのスレッドがキューイベント

のサービスコール（キューイベントは青色）を行っている

ことを示しています。 

同様に、フルアイコンビューに戻すのも簡単です。ズーム

インボタンを繰り返し選択するか、100 を入力することで

元のサイズに戻ります。 
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イベント間のデルタティック数 
TraceX の複数イベント間のティック数は簡単に決定でき

ます。開始イベントをクリックして終了イベントまでマウス

をドラッグします。イベント間ティック数のデルタ値は、表

示領域の右上隅に表示されます（図 3.20 を参照）。 

 

図 3.20 

図 3.20 は、イベント 494 から 496 までの間に 501 ティッ

クが経過したことを示しています。これは、各イベントの

相対的なタイムスタンプをチェックして減算を行うことによ

り、手動で計算することもできますが、GUI では簡単かつ

瞬時に計算結果を出すことができます。 
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実測時間の表示 
この設定が有効になっている場合には、Time View では、

TraceXが表示するさまざまなデルタ時間が実測時間（マ

イクロ秒）で表示されます。既定では、実測時間の表示

は無効になっています。この設定を有効にするには、メ

ニューからOptions -> Ticks per Microsecondを選択

し、マイクロ秒単位のティック数を入力する必要がありま

す（入力する値は、TraceX によるターゲットシステムのイ

ベントロギングに使用されたハードウェアのタイマーソー

スによって決まります）。図 3.21 では、80 ティック/マイク

ロ秒が指定されています。この設定を行うと、TraceX の

ティック情報もマイクロ秒に変換されます（図 3.22 を参

照）。 

 

図 3.21 
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図 3.22 

 

優先順位の逆転 
TraceX はトレースファイルで検出された「優先順位の逆

転」を自動的に表示します。優先順位の逆転とは、低い

優先度のスレッドが現在所有しているミューテックスの、

高い優先度のスレッドによる取得をブロックしている状態

を指します。この状態は決定的という用語で表されます。

システムがこのように動作するよう設定されているからで

す。この状態をユーザーに知らせるために、TraceX では

決定的な優先順位の逆転範囲が明るいサーモンピンク

で示されています。 

TraceX はまた、非決定的な優先順位の逆転も表示しま

す。これらの優先順位の逆転は、決定的な優先順位の

逆転が有効になっている間に異なる優先順位のスレッド

が実行され、優先順位の逆転内の時間の一部を非決定
的にする点で、決定的な優先順位の逆転とは異なってい
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ます。これは非常に深刻な状態である可能性があります

が、ユーザーが気づかない場合がほとんどです。ユー

ザーにこの状態を知らせるために、TraceX では非決定
的な優先順位の逆転がさらに濃いサーモンピンクで示さ

れています。図 3.23 には、決定的と非決定的な優先順

位の逆転が両方示されています。 

 

図 3.23 

図 3.15 はイベント 24 から 27 までの決定的な優先順位

の逆転を示しています。この範囲では、優先順位の低い

thread 1が所有するミューテックスについて、より優先順

位の高い thread 0がブロックされています。thread 1が

イベント 27 でミューテックスを解放することによって、優

先順位の逆転が終了します。 

イベント 34 から 45 までの、さらに濃い色で示されている

領域は、非決定的な優先順位の逆転を示しています。こ

れが非決定的であるという理由は、thread 1 が所有して

いるミューテックスについて、より高い優先度の thread 0
による取得がブロックされている時に、thread 2を再開す

る割り込みが発生し、thread 2 が実行されることによっ
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て、システムが優先順位の逆転にある時間が延長され

ている点にあります。この状態は特定が難しく、非常に深

刻な状態である可能性がありますが、TraceX があれば

容易に識別できます。 

 

TraceX マルチコア 
TraceX マルチコアは、2 つの主な追加機能を除いて標

準的な TraceX とほとんど同じです。第 1 に、TraceX マ

ルチコアは複数のコアで発生した ThreadX の SMP ト

レースイベントを表示できます。第 2に、TraceXマルチコ

アは新しいパフォーマンス分析機能を備えています。 

この新しい機能を使うことにより、各コアの CPU 使用
率を計算できます。図 3.24 は、ThreadX SMP プラット

フォームで実行中の一般的な ThreadXデモのトレース

を示しています。 
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図 3.24 

左側のコアの表示に特に注目してください。各コアにはコ

ンテキストの完全なリストが含まれているため、すべての

コアのすべてのアクティビティを同時に確認することがで

きます。この例では、イベント番号 1501 は Core 0 の

queue receve イベントを示し、次の 1502 は Core 1 の

queue send イベントを示しています。 

さらに、CPU の使用率を生成する新しいボタンに注目し

てください（図 3.24 を参照）。このボタンを選択すると、

CPU 使用率に関するレポートが作成されます。この内容

については、第 4 章で詳しく説明します。 
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TraceX パフォーマンス分析 

 

この章では、TraceXのパフォーマンス分析ツールについ

て説明します。 

 パフォーマンス分析 56 

 マルチコア CPU の使用率 57 

 実行プロファイル 57 

 人気のサービス 58 

 スレッドスタックの使用状況 60 

 パフォーマンス統計 61 

 FileX 統計 63 

 NetX 統計 65 

 トレースファイル情報 66 

 Raw トレースのダンプ 67 
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パフォーマンス分析 
TraceX には、トレースファイルのパフォーマンス分析機

能が組み込まれています。実行プロファイル、人気の
サービス、スレッドスタックの使用状況やさまざまなパ
フォーマンス統計（FileX および NetX の統計データなど）

などの情報をすぐに入手できます。この情報は View メ

ニューの項目を選択して取得することができます（図 4.1
を参照）。 

 

図 4.1 
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マルチコア CPU の使用率  
 

CPU Utilization ボタンを選択するか、メニューから

View -> CPU Utilization を順に選択することによって、

現在読み込まれているトレースファイル上のすべてのコ

アについて、マルチコア CPU の使用率に関する TraceX
による分析結果が得られます。図 4.2には、2つのコアで

実行中の ThreadX SMP のサンプルデモにおける CPU
使用率が示されています。 

 

図 4.2 

 

実行プロファイル  
Generate Execution Profile ボタンを選択するか、メ

ニューから View -> Execution Profile の順に選ぶこと

によって、現在読み込まれているトレースファイルの
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TraceX 実行プロファイルを取得することができます。 
図 4.3 は、ThreadX のサンプルデモに関連した実行プロ

ファイルを示しています。 

 

図 4.3 

図 4.3 の例は、処理時間のほぼ 49%が thread 2 の内

部で消化され、ほぼ 47%が thread 1 の内部で消化され

ていることを示しています。トレースの大部分が、これら

のスレッドによるメッセージの送受信を示していることを

考えると、これは理にかなっています。この例では、残り

の実行コンテキストの実行時間は短時間です。 

 
人気のサービス 

現在読み込まれているトレースファイル内の人気のサー

ビスを表示するには、View -> Popular Services の順

に選択します。 
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既定では、この情報はシステム全体を対象としています

が、特定スレッドの人気のサービスを知ることもできます。

図 4.4 は、ThreadX のサンプルデモのトレースで人気の

サービスを示しています。 

 

図 4.4 

図 4.4 の例は、tx_queue_send と tx_queue_receive
がこのトレースで最も人気のあるサービスであることを示

しています。これはこのトレースを記録した標準的な

ThreadX デモの動作と一致します。 
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前述のとおり、分析で特定のスレッドを指定することもで

きます。図 4.5 は thread 3 の分析結果を示しています。 

 

図 4.5 

 

スレッドスタックの使用状況  
トレースファイル内のスタックの使用状況を表示するには、

Generate Thread Stack Usage ボタンを選択するか、

メニューからView -> Thread Stack Usageの順に選択

します。使用状況は、ファイル内の多くのトレースエントリ

内にある現在のスレッドスタックポインタを使って、

ThreadXによって明らかになります。スタックの使用状況

が 100%の場合には、スタックのオーバーフローが発生

し、アプリケーションで修正する必要があることを示して

います。このトレースファイル内でスレッドが実行されて
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いない場合には、スレッドのスタック使用状況は 0%にな

ります。図 4.6は、ThreadXサンプルデモのトレース内の

スレッドスタックの使用状況を示しています。 

 

図 4.6 

図 4.5 の例では、このトレース内のスレッドのほとんどが、

9%～12%の使用状況を示しています。 

 

パフォーマンス統計  
現在読み込まれているトレースファイルのパフォーマンス

統 計 を 表 示 す る に は 、 Generate Performance 
Statistics ボタンを選択するか、メニューから View -> 
Performance Statistics を選択します。既定では、シス

テム全体を対象とした情報が表示されますが、特定のス

レッドについてパフォーマンス統計を取得することもでき

ます。 
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図 4.7 は、ThreadX サンプルデモのトレースのパフォー

マンス統計を示しています。 

 

図 4.7 

図4.8の例は、このトレースファイルで39件のコンテキス

トスイッチ、3件のスレッドプリエンプション、36件のスレッ

ド中断、36件のスレッド再開、7件の割り込みが発生して

いることを示しています。優先順位の逆転は発生してい

ません。ここで、優先順位の逆転には決定的と非決定的
の 2 つの分類があることに注意してください。「決定的な

優先順位の逆転」は、あるスレッドが、優先順位の低い

スレッドが所有するミューテックスの取得をブロックされて

いる状態を指します。「非決定的な優先順位の逆転」は、

別の優先順位の低いスレッドが決定的な優先順位の逆

転の間に実行されることを指します。この非決定的な優

先順位の逆転は、アプリケーション内の予期しないタイミ

ング動作を招く可能性があり、慎重に調査する必要があ

ります。 
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図 4.8 

前述のとおり、分析で特定のスレッドを指定することもで

きます。図 4.8 は thread 3 の分析結果を示しています。 

 

FileX 統計 
現在読み込まれているトレースファイル内の FileX パ

フォーマンス統計を表示するには、メニューから View -> 
FileX Statistics の順に選択します。この情報はシステ

ム全体およびすべての有効なメディアオブジェクトを対象

としています。 
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図 4.9 は、FileX サンプルデモのトレースのパフォーマンス

統計を示しています。 

 

図 4.9 

図 4.9 の例は、39 件のメディアオープン、39 件のメディアク

ローズ、39件のメディアフラッシュ、39件のディレクトリ読み取

り、39 件のディレクトリ書き込み、39 件ディレクトリキャッシュ

ミスがあったことを示しているほか、39 件のファイルオープン、

39 件のファイルクローズ、1092 バイトの読み取り、1092バイ

トの書き込み、195 件の論理セクタの読み取り、78 件の論理

セクタの書き込み、195 件の論理セクタのキャッシュミスが

あったことを示しています。 
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NetX 統計 
現在読み込まれているトレースファイル内の NetX パ

フォーマンス統計を表示するには、メニューから View -> 
NetX Statistics の順に選択します。なお、この情報はシ

ステム全体を対象としています。図 4.10は、NetXサンプ

ルデモのトレースのパフォーマンス統計を示しています。 

 

図 4.10 
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図 4.10 の例は、ARP、Ping、UDPイベントは発生せず、

70 件の IP パケット送信、3,188 バイトの IP 送信、69 件

の IP パケット受信、3,156 バイトの IP 受信があったこと

を示し、また 8 回の TCP クライアント接続、9 件の TCP
サーバー接続、9 件の TCP パケット送信、252 バイトの

TCP 送信、9 件の TCP パケット受信、252 バイトの TCP
受信があったことを示しています。 

 

トレースファイル情報 
実行中のトレースファイルに関する基本的な情報を表示

す る に は 、 メ ニ ュ ー か ら View -> Trace File 
Information を選択します。この情報には、ファイルの

バイトオーダー、タイムソースのサイズ、オブジェクト名 1
個当たりの最大バイト数、全トレースファイルポインタの

ベースアドレスが含まれています。図 4.11 には、標準の

demo_threadx.trx トレースファイルのトレースファイル

情報が示されています。 

 

図 4.11 
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Raw トレースのダンプ 
Raw トレースのダンプを含むファイルを指定するダイアロ

グを表示するには、メニューから View -> Raw Trace 
Dump を選択します。ファイル名とパスを入力すると、

TraceX はテキスト形式で Raw トレースファイルを作成し、

notepad.exeを起動して表示します。図4.12には、標準

の demo_threadx.trx トレースファイルの Raw トレース

ファイルのダンプが示されています。 

 

図 4.12 
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トレースバッファの生成 

 

本章では、TraceX のイベントバッファを作成する方法と

バッファの基本的な形式について説明します。説明する

内容は次の通りです。 

 ThreadX イベントトレースのサポート 70 

 イベントトレースのイネーブル 70 

 タイムスタンプ定数の定義 70 

 トレースバッファのエクスポート 72 

 拡張イベントトレース API 73 
イベントトレースのイネーブル 74 
特定イベントのフィルタリング 76 
特定イベントのフィルタ解除 80 
イベントトレースのディセーブル 84 
ISR 開始イベントの挿入 86 
ISR 終了イベントの挿入 88 

 トレースバッファ満杯時のアプリケーションコール

バックの登録 90 

 ユーザー定義イベントの挿入 92 
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 ユーザーガイド 

ThreadX イベントトレースのサポート 
ThreadX は、すべての ThreadX サービス、スレッド状態

変化、ユーザー定義イベントについて組み込みのイベン

トトレースサポートを提供しています。ThreadX のイベン

トトレース機能は、主にアプリケーションの最新の“n”アク

ティビティを分析するための事後分析ツールとして開発さ

れました。この情報に基づいて、開発者は問題を見つけ

だし、最適化する対象を見極めることができます。 

TraceXは、ThreadXによって作成されたイベントトレース

のバッファを視覚的に表示します。これからバッファの作

成方法と、バッファの基本的な形式について説明します。 

 

イベントトレースのイネーブル 
イベントトレースを有効にするには、タイムスタンプの定

数を定義し、TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義さ

れている ThreadX ライブラリを作成したうえで、

tx_trace_enable 関数を呼び出します。 

 

タイムスタンプ定数の定義 
タイムスタンプ定数は、イベントトレースエントリで使用さ

れるタイムスタンプの開発者による制御を可能にするこ

とを目的としています。2 つのタイムスタンプ定数と既定

値は次の通りです。 

#ifndef TX_TRACE_TIME_SOURCE 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE ++_tx_trace_simulated_time 
#endif 
#ifndef TX_TRACE_TIME_MASK 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0xFFFFFFFFUL 
#endif 
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上記の定数は tx_port.h で定義されており、イベントごと

に 1 ずつ増分する“仮”のタイムスタンプを作成します。次

に、実際のタイムスタンプの定義例を紹介します。 

#ifndef TX_TRACE_TIME_SOURCE 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE *((ULONG *) 0x0x13000004) 
#endif 
#ifndef TX_TRACE_TIME_MASK 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0xFFFFFFFFUL 
#endif 

 
上記の定数は、32 ビットタイマーを指定しています（アド

レス 0x13000004 から読み取ることができます）。ほとん

どのアプリケーション固有のタイムスタンプは、同様に設

定する必要があります。 
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 ユーザーガイド 

トレースバッファのエクスポート 
TraceX では、ホスト上のトレースバッファのファイル形式

は、バイナリ、、インテル HEX または Motorola 
S-Record である必要があります。トレースバッファをエク

スポートする最も簡単な方法として、ターゲットを停止し、

デバッガに対して tx_trace_enable 関数に提供したメモ

リ領域をホスト上のファイルにダンプするよう指示しま

す。 

警告：トレースによるコードの収集中にターゲットを停止しな
いようにしてください。停止すると、誤ったトレース情報が提
供される可能性があります。ThreadX 内でプログラムが停
止された場合には、トレースバッファのダンプ前にトレース
挿入マクロのステップオーバーを行うことをお勧めします。 

 
付録 D では、さまざまな開発ツールからトレースバッファをダン

プする方法を紹介しています。 
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拡張イベントトレース API 
ThreadX に TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義さ

れている場合には、アプリケーションで次の新しいイベン

トトレース API を使用できます。 

tx_trace_enable 
イベントトレースのイネーブル 

tx_trace_event_filter 
特定イベントのフィルタリング 

tx_trace_event_unfilter 
特定イベントのフィルタ解除 

tx_trace_disable 
イベントトレースのディセーブル 

tx_trace_isr_enter_insert 
ISR トレース開始イベントの挿入 

tx_trace_isr_exit_insert 
ISR トレース終了イベントの挿入 

tx_trace_buffer_full_notify 
トレースバッファ満杯時のアプリケーションコール
バックの登録 

tx_trace_user_event_insert 
ユーザーイベントの挿入 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_enable 
イベントトレースのイネーブル 

プロトタイプ 
UINT  tx_trace_enable(VOID *trace_buffer_start, 

ULONG trace_buffer_size, ULONG registry_entries); 

説明 
ThreadX 内のイベントトレースを有効にします。トレースバッファと ThreadX オ

ブジェクトの最大数がアプリケーションによって指定されます。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

trace_buffer_start ユーザー提供のトレースバッファの開始点を指すポ

インタ。 

trace_buffer_size メモリ内のトレースバッファの合計バイト数。トレー

スバッファのサイズが大きいほど、より多くのエント

リを格納できます。 

registry_entries トレースレジストリに保存する ThreadX のアプリ

ケーションオブジェクトの数。このレジストリはオブ

ジェクトアドレスとオブジェクト名を関連づけるため

に使用され、GUI のトレース分析ツールでは非常に

役立ちます。 

戻り値 
TX_SUCCESS (0x00) イベントトレースが正しくイネーブルさ

れました。 

TX_SIZE_ERROR (0x05) 指定されたトレースバッファのサイズが

小さすぎます。トレースヘッダ、オブ

ジェクトレジストリ、最低 1 つのトレース
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エントリを保管するだけの領域が必要

です。 

TX_NOT_DONE (0x20) イベントトレースはすでにイネーブルに

なっています。 

TX_FEATURE_NOT_ENABLED  
 (0xFF) システムがトレースイネーブルに対応

するようコンパイルされていません。 

 

呼び出し条件 
初期化とスレッド 

使用例 
UCHAR my_trace_buff er[64000]; 
 

/* En able event tracing usin g the global “my_trace_ buffer” memory and supp orting  
a maximum of 30 ThreadX objects in the registry. */ 

statu s = tx_trace_enable(&m y_trace_buffer, 64000, 30); 
 

/* If status is TX_SUCCESS the event tracing is ena bled. */ 

 

その他の参照先 
tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, tx_trace_disable, 
tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_buffer_full_notify, tx_trace_user_event_insert 

 

  参
考
資
料



 
76 トレースバッファの生成 

 ユーザーガイド 

tx_trace_event_filter 
特定イベントのフィルタリング 

プロトタイプ 
UINT  tx_trace_event_filter(ULONG event_filter_bits); 

説明 
アクティブなトレースバッファへの挿入時に特定のイベントを除外します。既定

では、tx_trace_enable の呼び出し後にフィルタリングされるイベントはありませ

ん。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

event_filter_bits フィルタリング対象のイベントに対応するビット。 
複数のイベントは適切な定数をまとめて OR でつな

げることでフィルタリングできる場合があります。 
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 この変数に使用する有効な定数は次のように定義

されています。 

 TX_TRACE_ALL_EVENTS 0x000007FF 
TX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00000001 
TX_TRACE_BLOCK_POOL_EVENTS 0x00000002 
TX_TRACE_BYTE_POOL_EVENTS 0x00000004 
TX_TRACE_EVENT_FLAGS_EVENTS 0x00000008 
TX_TRACE_INTERRUPT_CONTROL_EVENT 0x00000010  
TX_TRACE_MUTEX_EVENTS 0x00000020 
TX_TRACE_QUEUE_EVENTS 0x00000040 
TX_TRACE_SEMAPHORE_EVENTS 0x00000080 
TX_TRACE_THREAD_EVENTS 0x00000100 
TX_TRACE_TIME_EVENTS 0x00000200 
TX_TRACE_TIMER_EVENTS 0x00000400 
FX_TRACE_ALL_EVENTS 0x00007800 
FX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00000800 
FX_TRACE_MEDIA_EVENTS 0x00001000 
FX_TRACE_DIRECTORY_EVENTS 0x00002000 
FX_TRACE_FILE_EVENTS 0x00004000 
NX_TRACE_ALL_EVENTS 0x00FF8000 
NX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00008000 
NX_TRACE_ARP_EVENTS 0x00010000 
NX_TRACE_ICMP_EVENTS 0x00020000 
NX_TRACE_IGMP_EVENTS 0x00040000 
NX_TRACE_IP_EVENTS 0x00080000 
NX_TRACE_PACKET_EVENTS 0x00100000 
NX_TRACE_RARP_EVENTS 0x00200000 
NX_TRACE_TCP_EVENTS 0x00400000 
NX_TRACE_UDP_EVENTS 0x00800000 
UX_TRACE_ALL_EVENTS 0x7F000000 
UX_TRACE_ERRORS 0x01000000 
UX_TRACE_HOST_STACK_EVENTS 0x02000000  
UX_TRACE_DEVICE_STACK_EVENTS 0x04000000  
UX_TRACE_HOST_CONTROLLER_EVENTS 0x08000000  
UX_TRACE_DEVICE_CONTROLLER_EVENTS 0x10000000 
UX_TRACE_HOST_CLASS_EVENTS 0x20000000 
UX_TRACE_DEVICE_CLASS_EVENTS 0x40000000 

戻り値 
TX_SUCCESS (0x00) イベントのフィルタリングが正しく行われ

ました。 

TX_FEATURE_NOT_ENABLED  
 (0xFF) システムがトレースイネーブルに対応す

るようコンパイルされていません。 
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 ユーザーガイド 

呼び出し条件 
初期化とスレッド 

使用例 
/* Fi lter queue and byte pool events from trace buf fer. */ 
statu s = tx_trace_event_filt er(TX_TRACE_QUEUE_EVENT S | TX_TRACE_BYTE_POOL_ 
EVENTS); 

/* If status is TX_SUCCESS all queue and byte pool events are filtered. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_unfilter, tx_trace_disable, 
tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_buffer_full_notify, tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_event_unfilter 
特定イベントのフィルタ解除 

プロトタイプ 
UINT  tx_trace_event_unfilter(ULONG event_unfilter_bits); 

説明 
特定イベントのフィルタリングを解除してアクティブなトレースバッファに含まれ

るようにします。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

event_filter_bits フィルタリング対象のイベントに対応するビット。 
複数のイベントは適切な定数をまとめて OR でつな

げることでフィルタリングの解除ができる場合があり

ます。 
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 この変数に使用する有効な定数は次のように定義

されています。 

TX_TRACE_ALL_EVENTS 0x000007FF 
TX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00000001 
TX_TRACE_BLOCK_POOL_EVENTS 0x00000002 
TX_TRACE_BYTE_POOL_EVENTS 0x00000004 
TX_TRACE_EVENT_FLAGS_EVENTS 0x00000008 
TX_TRACE_INTERRUPT_CONTROL_EVENT 0x00000010 
TX_TRACE_MUTEX_EVENTS 0x00000020 
TX_TRACE_QUEUE_EVENTS 0x00000040 
TX_TRACE_SEMAPHORE_EVENTS 0x00000080 
TX_TRACE_THREAD_EVENTS 0x00000100 
TX_TRACE_TIME_EVENTS 0x00000200 
TX_TRACE_TIMER_EVENTS 0x00000400 
FX_TRACE_ALL_EVENTS 0x00007800 
FX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00000800 
FX_TRACE_MEDIA_EVENTS 0x00001000 
FX_TRACE_DIRECTORY_EVENTS 0x00002000 
FX_TRACE_FILE_EVENTS 0x00004000 
NX_TRACE_ALL_EVENTS 0x00FF8000 
NX_TRACE_INTERNAL_EVENTS 0x00008000 
NX_TRACE_ARP_EVENTS 0x00010000 
NX_TRACE_ICMP_EVENTS 0x00020000 
NX_TRACE_IGMP_EVENTS 0x00040000 
NX_TRACE_IP_EVENTS 0x00080000 
NX_TRACE_PACKET_EVENTS 0x00100000 
NX_TRACE_RARP_EVENTS 0x00200000 
NX_TRACE_TCP_EVENTS 0x00400000 
NX_TRACE_UDP_EVENTS 0x00800000 
UX_TRACE_ALL_EVENTS 0x7F000000 
UX_TRACE_ERRORS 0x01000000 
UX_TRACE_HOST_STACK_EVENTS 0x02000000 
UX_TRACE_DEVICE_STACK_EVENTS 0x04000000 
UX_TRACE_HOST_CONTROLLER_EVENTS 0x08000000 
UX_TRACE_DEVICE_CONTROLLER_EVENTS 0x10000000 
UX_TRACE_HOST_CLASS_EVENTS 0x20000000 
UX_TRACE_DEVICE_CLASS_EVENTS 0x40000000 

戻り値 
TX_SUCCESS (0x00) イベントのフィルタリング解除が正しく行

われました。 

TX_FEATURE_NOT_ENABLED  
 (0xFF) システムがトレースイネーブルに対応す

るようコンパイルされていません。 
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 ユーザーガイド 

呼び出し条件 
初期化とスレッド 

使用例 
/* Un-filter queue and byte pool events from trace buffer. */  
status = 

tx_ trace_event_unfilter(TX_TRACE_QUEUE_EVENTS | TX_TRACE_BYTE_POOL_EVENTS); 

/* If status is TX_SUCCESS all queue and byte pool events are un-filtered. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_disable, 
tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_buffer_full_notify, tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_disable 
イベントトレースのディセーブル 

プロトタイプ 
UINT tx_trace_disable(VOID); 

説明 
ThreadX 内のイベントトレースを無効にします。アプリケーションが、ランタイム

中に現在のイベントのトレースバッファをフリーズして、場合によっては外部に

送る場合に便利です。イベントトレースをディセーブルにした後でも、

tx_trace_enable を呼び出してトレースを再開することができます。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

なし。 

戻り値 
TX_SUCCESS (0x00) イベントトレースが正しくディセーブルさ

れました。 

TX_NOT_DONE (0x20) イベントトレースはイネーブルではあり

ません。 

TX_FEATURE_NOT_ENABLED  
 (0xFF) システムがトレースイネーブルに対応

するようコンパイルされていません。 

 
呼び出し条件 

初期化とスレッド 
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使用例 
/* Disable event tracing. */ 
status = tx_trace_disable(); 

/* If status is TX_SUCCESS the event tracing is disabled. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, 
tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_buffer_full_notify, tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_isr_enter_insert 
ISR 開始イベントの挿入 

プロトタイプ 
VOID  tx_trace_isr_enter_insert(ULONG isr_id); 

説明 
ISR 開始イベントをイベントのトレースバッファに挿入します。アプリケーション

は、この APIを ISR 処理の開始時に呼び出す必要があります。また、ユーザー

はアプリケーションに適用する ISRを特定するパラメータを指定する必要があり

ます。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

isr_id ISR を識別するためのアプリケーション固有の値 

戻り値 
なし 

呼び出し条件 
ISR 
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使用例 
/* Insert trace event to identify the application’s ISR with an  

ID of 3. */ 
status = tx_trace_isr_enter_insert(3); 

/* If status is TX_SUCCESS the ISR entry event was inserted. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, 
tx_trace_disable, tx_trace_isr_exit_insert, tx_trace_buffer_full_notify, 
tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_isr_exit_insert 
ISR 終了イベントの挿入 

プロトタイプ 
VOID  tx_trace_isr_exit_insert(ULONG isr_id); 

説明 
ISR 開始イベントをイベントのトレースバッファに挿入します。アプリケーション

は、この APIを ISR 処理の開始時に呼び出す必要があります。また、ユーザー

はアプリケーションに適用する ISRを特定するパラメータを指定する必要があり

ます。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

isr_id ISR を識別するためのアプリケーション固有の値 

戻り値 
なし 

呼び出し条件 
ISR 
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使用例 
/* Insert trace event to identify the application’s ISR with an  

ID of 3. */ 
status = tx_trace_isr_exit_insert(3); 

/* If status is TX_SUCCESS the ISR exit event was inserted. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, 
tx_trace_disable, tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_buffer_full_notify, 
tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_buffer_full_notify 
トレースバッファ満杯時のアプリケーションコールバックの登録 

プロトタイプ 
VOID  tx_trace_buffer_full_notify(VOID (*full_buffer_callback)(VOID *)); 

説明 
トレースバッファが満杯になったときに ThreadX によって呼び出されるアプリ

ケーションコールバック関数を登録します。そのうえで、アプリケーションはト

レースをディセーブルにするか、新しいトレースバッファを設定するかを選択で

きるようになります。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

full_buffer_callback トレースバッファが満杯になったときに呼び出すアプ

リケーション関数値に NULL を指定すると、通知

コールバックがディセーブルになります。 

戻り値 
なし 

呼び出し条件 
ISR 
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使用例 
_tra ce_is_full(void *trace_ buffer_start) 
{ 

/* Application speci fic processing goes her e! */ 
} 

/* Re gister the “my_trace_is _full” function to be c alled whenever the  
trace buffer fills. */ 

statu s = tx_trace_buffer_fu ll_notify(my_trace_is_f ull); 

/* If status is TX_SUCCESS the “my_trace_is_full” f unction is registered.  */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, 
tx_trace_disable, tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_user_event_insert 
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 ユーザーガイド 

tx_trace_user_event_insert 
ユーザーイベントの挿入 

プロトタイプ 
UINT  tx_trace_user_event_insert(ULONG event_id, 

ULONG info_field_1, ULONG info_field_2,  
ULONG info_field_3, ULONG info_field_4); 

説明 
ユーザーイベントをトレースバッファに挿入します。ユーザーイベントの ID は、

定数の TX_TRACE_USER_EVENT_START（4096）よりも大きい数である必

要があります。ユーザーイベントの最大数は、定数の TX_TRACE_USER_ 
EVENT_END（65535）によって指定されます。この範囲のすべてのイベントは

アプリケーションで実行可能です。情報フィールドにはアプリケーション特有の

情報が含まれています。 

 
イベントトレースを使用するには、 ThreadX ライブラリとアプリケーションに

TX_ENABLE_EVENT_TRACE が定義されている必要があります。 

 
入力パラメータ 

event_id アプリケーション固有の ID。TX_TRACE_USER_ 
EVENT_START よりも大きく、かつ TX_TRACE_ 
USER_EVENT_END 以下の値で始まる必要があ

ります。 

info_field_1 アプリケーション固有の情報フィールド。 

info_field_2 アプリケーション固有の情報フィールド。 

info_field_3 アプリケーション固有の情報フィールド。 

info_field_4 アプリケーション固有の情報フィールド。 
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戻り値 
TX_SUCCESS (0x00) ユーザーイベントの挿入が正しく行われ

ました。 

TX_NOT_DONE (0x20) イベントトレースがイネーブルになってい

ません。 

TX_FEATURE_NOT_ENABLED  
 (0xFF) システムがトレースイネーブルに対応す

るようコンパイルされていません。 

 
呼び出し条件 

初期化とスレッド 

使用例 
/* Insert user event 3000, with info fields of 1, 2, 3, 4. */ 
status =  tx_trace_user_event_insert(3000, 1, 2, 3, 4); 

/* If status is TX_SUCCESS the user event was inserted. */ 

その他の参照先 
tx_trace_enable, tx_trace_event_filter, tx_trace_event_unfilter, 
tx_trace_disable, tx_trace_isr_enter_insert, tx_trace_isr_exit_insert, 
tx_trace_buffer_full_notify 
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ThreadX トレースイベント 

 

本章では ThreadX イベントについて説明します。 

 イベントおよびアイコン一覧 96 

 イベントの説明 100 
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イベントおよびアイコン一覧 
次に、TraceX によって表示される ThreadX イベントを示します。 

アイコン 意味 

 
内部スレッド再開  

 
内部スレッド中断 

 
割り込みサービスルーチン（ISR）開始 

 
割り込みサービスルーチン（ISR）終了 

 
内部タイムスライス 

 
実行中 

 
ユーザー定義イベント（第 4 章を参照） 

 
ブロックプール割り当て（tx_block_allocate） 

 
ブロックプール作成（tx_block_pool_create） 

 
ブロックプール削除（tx_block_pool_delete） 

 
ブロックプール情報取得（tx_block_pool_info_get） 

 
ブロックプールパフォーマンス情報取得（tx_block_pool_performance_info_get） 

 
ブロックプールシステムパフォーマンス情報取得

（tx_block_pool_performance_system_info_get） 

 
ブロックプール優先順位設定（tx_block_pool_prioritize） 

 
ブロックをプールに開放（tx_block_release） 

 
バイトプールメモリ割り当て（tx_byte_allocate） 

 
バイトプール作成（tx_byte_pool_create） 

 
バイトプール削除（tx_byte_pool_delete） 

 
バイトプール情報取得（tx_byte_pool_info_get） 
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バイトプールパフォーマンス情報取得（tx_byte_pool_performance_info_get） 

 
バイトプールシステムパフォーマンス情報取得

（tx_byte_pool_performance_system_info_get） 

 
バイトプール優先順位設定（tx_byte_pool_prioritize） 

 
バイトメモリをプールに開放（tx_byte_release） 

 
イベントフラグ作成（tx_event_flags_create） 

 
イベントフラグ削除（tx_event_flags_delete） 

 
イベントフラグ取得（tx_event_flags_get） 

 
イベントフラグ情報取得（tx_event_flags_info_get） 

 
イベントフラグパフォーマンス情報取得（tx_event_flags_performance_info_get） 

 
イベントフラグシステムパフォーマンス情報取得

（tx_event_flags_performance_system_info_get） 

 
イベントフラグ設定（tx_event_flags_set） 

 
イベントフラグ設定通知（tx_event_flags_set_notify） 

 
割り込みイネーブル/ディセーブル（tx_interrupt_control） 

 
ミューテックス作成（tx_mutex_create） 

 
ミューテックス削除（tx_mutex_delete) 

 
ミューテックス取得（tx_mutex_get） 

 
ミューテックス情報取得（tx_mutex_info_get） 

 
ミューテックスパフォーマンス情報取得（tx_mutex_performance_info_get） 

 
ミューテックスシステムパフォーマンス情報取得

（tx_mutex_performance_system_info_get） 

 
ミューテックス優先順位設定（tx_mutex_prioritize） 
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ミューテックス配置（tx_mutex_put） 

 
キュー作成（tx_queue_create） 

 
キュー削除（tx_queue_delete） 

 
キューフラッシュ（tx_queue_flush） 

 
キュー先頭送信（tx_queue_front_send） 

 
キュー情報取得（tx_queue_info_get） 

 
キューパフォーマンス情報取得（tx_queue_performance_info_get） 

 
キューシステムパフォーマンス情報取得

（tx_queue_performance_system_info_get） 

 
キュー優先順位設定（tx_queue_prioritize) 

 
キューメッセージ受信（tx_queue_receive） 

 
キューメッセージ送信（tx_queue_send） 

 
キュー送信通知（tx_queue_send_notify） 

 
セマフォシーリング配置（tx_semaphore_ceiling_put） 

 
セマフォ作成（tx_semaphore_create） 

 
セマフォ削除（tx_semaphore_delete） 

 
セマフォ取得（tx_semaphore_get） 

 
セマフォ情報取得（tx_semaphore_info_get） 

 
セマフォパフォーマンス情報取得（tx_semaphroe_performance_info_get） 

 
セマフォシステムパフォーマンス情報取得

（tx_semaphore_performance_system_info_get） 

 
セマフォ優先順位設定（tx_semaphore_prioritize） 

 
セマフォ配置（tx_semaphore_put） 
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セマフォ配置通知（tx_semaphore_put_notify） 

 
スレッド作成（tx_thread_create） 

 
スレッド削除（tx_thread_delete） 

 
スレッド終了/開始通知（tx_thread_entry_exit_notify） 

 
スレッド識別（tx_thread_identify） 

 
スレッド情報取得（tx_thread_info_get） 

 
スレッドパフォーマンス情報取得（tx_thread_performance_info_get） 

 
スレッドシステムパフォーマンス情報取得

（tx_thread_performance_system_info_get） 

 
スレッドプリエンプション変更（tx_thread_preemption_change） 

 
スレッド優先順位変更（tx_thread_priority_change） 

 
スレッド放棄（tx_thread_relinquish） 

 
スレッドリセット（tx_thread_reset） 

 
スレッド再開（tx_thread_resume） 

 
スレッドスリープ（tx_thread_sleep） 

 
スレッドスタックエラー通知（tx_thread_stack_error_notify） 

 
スレッド中断（tx_thread_suspend） 

 
スレッド終了（tx_thread_terminate） 

 
スレッドタイムスライス変更（tx_thread_time_slice_change） 

 
スレッド待機アボート（tx_thread_wait_abort） 

 
タイム取得（tx_time_get） 

 
タイム設定（tx_time_set） 
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タイマー起動（tx_timer_activate） 

 
タイマー変更（tx_timer_change） 

 
タイマー作成（tx_timer_create） 

 
タイマー停止（tx_timer_deactivate） 

 
タイマー削除（tx_timer_delete） 

 
タイマー情報取得（tx_timer_info_get） 

 
タイマーパフォーマンス情報取得（tx_timer_performance_info_get） 

 
タイマーシステムパフォーマンス情報取得

（tx_timer_performance_system_info_get） 
 

イベントの説明 
次に、各イベントについて説明します。 
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 内部スレッド再開  
内部スレッド再開 

アイコン  

説明 
ThreadX の内部処理で、 
スレッドの実行を再開します。指定されたスレッ

ドに最も高い優先順位がつけられ、

preemption-thresholdによってその実行が妨げ

られない場合は、システムは新たに準備ができ

たこのスレッドの実行を開始します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：再開されたスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：再開されたスレッドの以前の状

態（次を参照）： 
TX_READY 0 
TX_COMPLETED 1 
TX_TERMINATED 2 
TX_SUSPENDED 3 
TX_SLEEP 4 
TX_QUEUE_SUSP 5 
TX_SEMAPHORE_SUSP 6 
TX_EVENT_FLAG 7 
TX_BLOCK_MEMORY 8 
TX_BYTE_MEMORY 9 
TX_TCP_IP 12 
TX_MUTEX_SUSP 13 

情報フィールド 3：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 4：次に実行の優先順位が高いスレッ

ドを指すポインタ。 

 内部スレッド中断  
内部スレッド中断 

アイコン  

説明 
ThreadX の内部処理で、 
スレッドの実行を中断します。次に優先順位が

高い実行可能なスレッドが 4 つめの情報フィー

ルドに設定されます。この値が NULL の場合に

は、実行可能なスレッドがなく、システムがアイド

ル状態であることを示しています。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：中断されたスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：中断されたスレッドの最新

の状態（次を参照）： 
TX_COMPLETED  1 
TX_TERMINATED 2 
TX_SUSPENDED 3 
TX_SLEEP 4 
TX_QUEUE_SUSP 5 
TX_SEMAPHORE_SUSP 6 
TX_EVENT_FLAG 7 
TX_BLOCK_MEMORY 8 
TX_BYTE_MEMORY 9 
TX_TCP_IP 12 
TX_MUTEX_SUSP 13 

情報フィールド 3：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 4：次に実行の優先順位が高いスレッド

を指すポインタ。NULL の場合には、シス

テムがアイドル状態です。 

 割り込みサービスルーチン（ISR）開始  
ISR の開始 

アイコン  

説明 
アプリケーションで割り込みサービスルーチン
（ISR）を 
開始します。割り込みサービスルーチンの実行

は ISR 終了イベントが発生するまで継続しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 2：アプリケーション定義の ISR

番号（任意）。 
情報フィールド 3：入れ子の割り込み数。 
情報フィールド 4：内部プリエンプションの 

ディセーブルフラグ。 

 割り込みサービスルーチン（ISR）終了  
ISR の終了 

アイコン  

説明 
アプリケーションで割り込みサービスルーチン
（ISR）を 
終了します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 2：アプリケーション定義の ISR

番号（任意）。 
情報フィールド 3：入れ子の割り込み数。 
情報フィールド 4：内部プリエンプションの 

ディセーブルフラグ。 参
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内部タイムスライス  
内部タイムスライス 

アイコン  

説明 
ThreadX の内部処理で、タイムスライスを実行しま

す。同じ優先順位の次のスレッドが最初の情報フィー

ルドに設定されます。この値が現在のスレッドと同じ

場合には、タイムスライスは行われていません。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：次に実行するスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：入れ子の割り込み数。 
情報フィールド 3：内部プリエンプションの 

ディセーブルフラグ。 
情報フィールド 4：呼び出し中のスタックポインタの値。 

 実行中  
コンテキストで実行中 

アイコン  

説明 
スレッドコンテキスト内またはアイドル状態のシステ

ムで実行中です。割り込みの結果コンテキストで発

生した変更を示すために用いられます。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ブロック割り当て  
tx_block_allocate 

アイコン  

説明 
tx_block_allocate に従ってメモリブロックを割り当

てます。割り当てが正しく行われたら、割り当てられ

たブロックのアドレスが 2 番目の情報フィールドに

返されます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するブロックプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：返されたメモリブロックを指すポインタ

（正常に行われた場合）。 
情報フィールド 3：tx_block_allocate コールに渡された

待機オプション。 
情報フィールド 4：この割り当て後にプールに残った利用

可能なブロック。 

 ブロックプール作成  
tx_block_pool_create 

アイコン  

説明 
tx_block_pool_create に従ってメモリブロックプー

ルを作成します。 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：対応するブロックプールの制御ブロッ

クを指すポインタ。 
情報フィールド 2：プールの開始メモリ領域を指すポイン

タ。 
情報フィールド 3：プール内のブロック数。 
情報フィールド 4：プール内の各ブロックのサイズ（単位：

バイト） 

 ブロックプール削除  
tx_block_pool_delete 

アイコン  

説明 
tx_block_pool_delete に従ってメモリブロックプー

ルを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ブロックプールの制御ブロックを指す

ポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ブロックプール情報取得  
tx_block_pool_info_get 

アイコン  

説明 
tx_block_pool_info_get に従ってメモリブロック

プールに関する情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ブロックプールの制御ブロックを指す

ポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し中のスタックポインタの値。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ブロックプールパフォーマンス情報取得  
tx_block_pool_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_block_pool_performance_info_get に従ってメ

モリブロックプールに関するパフォーマンス情報を

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ブロックプールの制御ブロックを指す

ポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ブロックプールシステムパフォーマンス情報取得  
tx_block_pool_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_block_pool_performance_info_get に従ってす

べてのメモリブロックプールに関するパフォーマン

ス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ブロックプール優先順位設定  
tx_block_pool_prioritize 

アイコン  

説明 
中断された優先度の最も高いスレッドをブロック

プールの中断リストの先頭に配置します。このイベ

ントが calling tx_block_release の前に発生した場

合には、中断された優先度の最も高いスレッドは、

解放されたブロックを受け取ります。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メモリブロックプールを指すポインタ。 
情報フィールド 2：このブロックプールで中断された 

スレッドの数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ブロックの解放  
tx_block_release 

アイコン  

説明 
以前割り当てられたブロックを解放してブロックプー

ルに戻します。 
 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メモリブロックプールを指すポインタ。 
情報フィールド 2：解放するブロックを指すポインタ。 
情報フィールド 3：このブロックプールで中断されたス

レッドの数。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスタックポインタ。 

 バイトの割り当て  
tx_byte_allocate 

アイコン  

説明 
tx_byte_allocate に従ってメモリを割り当てます。

割り当てが正しく行われると、割り当てられたメモリ

のアドレスが 2 番目の情報フィールドに返されま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：返されたメモリを指すポインタ（正常に

行われた場合）。 
情報フィールド 3：要求されたバイト数。 
情報フィールド 4：tx_byte_allocate コールに提供された

待機オプション。 

 バイトプール作成  
tx_byte_pool_create 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_create に従ってバイトプールを作成

します。 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：メモリ領域の開始点を指すポインタ。

情報フィールド 3：バイトプールのバイ

ト数。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスタックポインタ。 
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バイトプール削除  
tx_byte_pool_delete 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_delete に従ってバイトプールを削除

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 バイトプール情報取得  
tx_byte_pool_info_get 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_info_get に従ってバイトプール情報

を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 バイトプールパフォーマンス情報取得  
tx_byte_pool_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_performance_info_get に従ってバ

イトプールのパフォーマンス情報を取得します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 バイトプールシステムパフォーマンス情報取得  
tx_byte_pool_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_performance_system_info_get に
従ってバイトプールのシステムパフォーマンス情報

を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 バイトプール優先順位設定  
tx_byte_pool_prioritize 

アイコン  

説明 
tx_byte_pool_prioritize に従ってバイトプールの中

断リストの優先順位づけを行います。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：バイトプールで現在中断されている 

スレッドの数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 バイトの解放  
tx_byte_release 

アイコン  

説明 
tx_byte_release に従ってバイトプールから割り当

てられたメモリブロックを解放します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するバイトプールを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：以前割り当てられたバイトプールメモ

リを指すポインタ。 
情報フィールド 3：このバイトプールで中断されたスレッド

の数。 
情報フィールド 4：メモリで利用可能なバイト数。 
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イベントフラグ作成  
tx_event_flags_create 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_create に従って新しいイベント

フラグのグループを作成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループ制御ブロック

を指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 イベントフラグ削除  
tx_event_flags_delete 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_delete に従ってイベントフラグ

のグループを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。情報フィールド 
2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 イベントフラグ取得  
tx_event_flags_get 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_get に従ってイベントフラグの

既存グループからイベントフラグを取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 2：要求されたイベントフラグ。 
情報フィールド 3：グループで現在設定されているイベン

トフラグ 
情報フィールド 4：イベントフラグの取得で要求されたオ

プション。 

 イベントフラグ情報取得  
tx_event_flags_info_get 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_info_get に従ってイベントフラ

グの既存グループに関する情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 イベントフラグパフォーマンス情報取得  
tx_event_flags_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_performance_info_get に従っ

てイベントフラグの既存グループに関するパ

フォーマンス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
 情報フィールド 4：使用されません。 

 イベントフラグシステムパフォーマンス情報取得  
tx_event_flags_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_performance_info_get に従っ

てイベントフラグの既存グループに関するパ

フォーマンス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

イベントフラグ設定  
tx_event_flags_set 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_set に従ってイベントフラグの

既存グループにイベントフラグを設定（クリア）

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 2：設定（クリア）するイベントフラグ。 
情報フィールド 3：イベントフラグの AND または OR オプ

ション。 
情報フィールド 4：イベントフラグのグループで中断され

たスレッドの数。 

 イベントフラグ設定通知  
tx_event_flags_set_notify 

アイコン  

説明 
tx_event_flags_set_notify に従ってイベントフ

ラグの既存グループに対するあらゆるイベント

フラグの設定について通知コールバックを登

録します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：イベントフラグのグループを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 割り込み制御  
tx_interrupt_control 

アイコン  

説明 
tx_interrupt_control に従ってプロセッサの割

り込みのロックアウト位置を変更します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：新しい割り込み位置。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックス作成  
tx_mutex_create 

アイコン  

説明 
tx_mutex_create に従ってミューテックスを作

成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ミューテックスの制御ブロックを指すポ

インタ。 
情報フィールド 2：優先順位の継承オプション

（TX_INHERIT または

TX_NO_INHERIT）。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックス削除  
tx_mutex_delete 

アイコン  

説明 
tx_mutex_delete に従ってミューテックスを削

除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ミューテックスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックス取得  
tx_mutex_get 

アイコン  

説明 
tx_mutex_get に従ってミューテックスを取得し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ミューテックスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：tx_mutex_get コールに提供された待

機オプション。 
情報フィールド 3：ミューテックスを所有するスレッドを指

すポインタ（NULL の場合は、ミュー

テックスは所有されていません）。 
情報フィールド 4：所有者であるスレッドが

tx_mutex_get を呼び出した回数。 

参
考
資
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Express Logic 

ミューテックス情報取得  
tx_mutex_info_get 

アイコン  

説明 
tx_mutex_info_get に従ってミューテックス情報を

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ミューテックスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックスパフォーマンス情報取得  
tx_mutex_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_mutex_performance_info_get に従ってミュー

テックスのパフォーマンス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ミューテックスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックスシステムパフォーマンス情報取得  
tx_mutex_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_mutex_performance_system_info_get に従っ

てミューテックスのシステムパフォーマンス情報を

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックス優先順位設定  
tx_mutex_prioritize 

アイコン  

説明 
tx_mutex_prioritize に従ってミューテックスの中断

リストの優先順位を設定します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：対応するミューテックスを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：ミューテックスで現在中断されている

スレッドの数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ミューテックス配置  
tx_mutex_put 

アイコン  

説明 
tx_mutex_put に従って事前に所有されていた

ミューテックスを解放します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するミューテックスを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：ミューテックスを所有しているスレッド

を指すポインタ。 
情報フィールド 3：保留中のミューテックスの取得要求の

数。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスタックポインタ。 

 キュー作成  
tx_queue_create 

アイコン  

説明 
tx_queue_create に従ってメッセージキューを作成

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューの制御ブロックを指すポインタ。 
情報フィールド 2：メッセージのサイズ（32 ビット単語で） 
情報フィールド 3：キューのメモリ領域の開始点を指すポ

インタ。 
情報フィールド 4：キューのメモリ領域のバイト数。 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

キュー削除  
tx_queue_delete 

アイコン  

説明 
tx_queue_delete に従ってキューを削除します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 キューフラッシュ  
tx_queue_flush 

アイコン  

説明 
tx_queue_flush に従ってキューのフラッシュ

（キューの中身をすべてクリア）を行います。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 キュー先頭送信  
tx_queue_front_send 

アイコン  

説明 
tx_queue_front_send に従ってメッセージをキュー

の先頭に送信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：メッセージの開始点を指すポインタ。 
情報フィールド3：tx_queue_front_sendコールに提供さ

れた待機オプション。 
情報フィールド 4：既にキューに入っているメッセージの

数。 

 キュー情報取得  
tx_queue_info_get 

アイコン  

説明 
tx_queue_info_getに従ってキューに関する情報を

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 キューパフォーマンス情報取得  
tx_queue_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_queue_performance_info_get に従ってキュー

に関するパフォーマンス情報を取得します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 キューシステムパフォーマンス情報取得  
tx_queue_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_queue_performance_system_info_get に従っ

てシステム内のすべてのキューに関するシステム

パフォーマンス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

キュー優先順位設定  
tx_queue_prioritize 

アイコン  

説明 
tx_queue_prioritize に従ってキューの中断リストの

優先順位を設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するキューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：キューで現在中断されているスレッド

の数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 キュー受信  
tx_queue_receive 

アイコン  

説明 
tx_queue_receiveに従ってキューからメッセージを

受信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：メッセージの送信先を指すポインタ。 
情報フィールド 3：コールに提供された待機オプション。 
情報フィールド 4：現在キューに入っているメッセージの

数。 

 キュー送信  
tx_queue_send 

アイコン  

説明 
tx_queue_send に従ってメッセージをキューに送

信します。 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：メッセージを指すポインタ。 
情報フィールド 3：コールに提供された待機オプション。 
情報フィールド 4：現在キューに入っているメッセージの

数。 

 キュー送信通知  
tx_queue_send_notify 

アイコン  

説明 
tx_queue_send_notify に従ってコールバックを登

録します。 
この API はメッセージをキューに送信するときに常

に呼び出されます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：キューを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 セマフォシーリング配置  
tx_semaphore_ceiling_put 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_ceiling_put に従ってセマフォに

配置します。このイベントでは、最大値または上

限を超えた配置操作は許可されていないため、

セマフォの最大値がチェックされる点で

tx_semaphore_put とは異なります。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：現在のセマフォの数。 
情報フィールド 3：セマフォで中断されたスレッドの数。 
情報フィールド 4：コールに提供された上限値。 

 セマフォ作成  
tx_semaphore_create 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_create に従ってセマフォを作成

します。 
 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：セマフォの制御ブロックを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：初期設定のセマフォの数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

セマフォ削除  
tx_semaphore_delete 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_delete に従ってセマフォを削除

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 セマフォ取得  
tx_semaphore_get 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_get に従ってセマフォを取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時に設定された待機オプショ

ン。 
情報フィールド 3：現在のセマフォの数。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスタックポインタ。 

 セマフォ情報取得  
tx_semaphore_info_get 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_info_get に従ってセマフォに関

する情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 セマフォパフォーマンス情報取得  
tx_semaphore_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_performance_info_get に従っ

てセマフォに関するパフォーマンス情報を取得し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 セマフォシステムパフォーマンス情報  
tx_semaphore_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_performance_system_info_ge
t に従ってセマフォに関するパフォーマンス情報

を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 セマフォ優先順位設定  
tx_semaphore_prioritize 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_prioritize に従ってセマフォの中

断リストの優先順位を設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：対応するセマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：セマフォで現在中断されているスレッ

ドの数。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
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Express Logic 

セマフォ配置  
tx_semaphore_put 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_put に従ってセマフォのインスタン

スを解放します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：対応するセマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：現在のセマフォの数。 
情報フィールド 3：セマフォで中断されたスレッドの数。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスタックポインタ。 

 セマフォ配置通知  
tx_semaphore_put_notify 

アイコン  

説明 
tx_semaphore_put_notify に従ってコールバックを

登録します。このAPIはセマフォのインスタンスを配

置するときに常に呼び出されます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：セマフォを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド作成  
tx_thread_create 

アイコン  

説明 
tx_thread_create に従ってスレッドを作成します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：スレッドの制御ブロックを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：スレッドの優先順位。 
情報フィールド 3：スレッドのスタックポインタ。 
情報フィールド 4：スタックサイズ（バイト単位） 

 スレッド削除  
tx_thread_delete 

アイコン  

説明 
tx_thread_delete に従ってスレッドを削除します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド開始/終了通知  
tx_entry_exit_notify 

アイコン  

説明 
tx_entry_exit_notifyに従ってコールバックを登録し

ます。 
この API は、スレッドが開始または終了するときに

常に呼び出されます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：登録時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックを指すポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド識別  
tx_thread_identify 

アイコン  

説明 
tx_thread_identify に従って現在のスレッドポインタ

を取得します。 
 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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 ユーザーガイド 

スレッド情報取得  
tx_thread_info_get 

アイコン  

説明 
tx_thread_info_get に従って特定のスレッドに関す

る情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッドパフォーマンス情報取得  
tx_thread_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_thread_performance_info_get に従って特定の

スレッドに関するパフォーマンス情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッド状態。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッドシステムパフォーマンス情報取得  
tx_thread_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_thread_performance_system_info_get に従っ

てすべてのスレッドに関するパフォーマンス情報を

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッドプリエンプション変更  
tx_thread_preemption_change 

アイコン  

説明 
tx_thread_preemption_change に従ってスレッド

の preemption-threshold を変更します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：新しい preemption-threshold。 
情報フィールド 3：以前の preemption-threshold。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスレッドの状態。 

 スレッド優先順位変更  
tx_thread_priority_change 

アイコン  

説明 
tx_thread_priority_change に従ってスレッドの優

先順位を変更します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：新しい優先順位。 
情報フィールド 3：以前の優先順位。 
情報フィールド 4：呼び出し時のスレッドの状態。 

 スレッド放棄  
tx_thread_relinquish 

アイコン  

説明 
tx_thread_relinquish に従ってプロセッサをスレッド

から放棄します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 2：次に実行するスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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スレッドリセット  
tx_thread_reset 

アイコン  

説明 
tx_thread_reset に従って完了または終了したス

レッドをリセットします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド再開  
tx_thread_resume 

アイコン  

説明 
tx_thread_resume に従って中断したスレッドを再

開します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッドスリープ  
tx_thread_sleep 

アイコン  

説明 
tx_thread_sleep に従って現在のスレッドを指定し

たタイマーティックの間中断します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：中断する間のタイマーティック数。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッドスタックエラー通知  
tx_thread_stack_error_notify 

アイコン  

説明 
tx_thread_stack_error_notify に従ってスレッドの

スタックエラー通知ルーチンを登録します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド中断  
tx_thread_suspend 

アイコン  

説明 
tx_thread_suspend に従ってスレッドを中断しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：中断するスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド終了  
tx_thread_terminate 

アイコン  

説明 
tx_thread_terminate に従ってスレッドを終了しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：終了するスレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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スレッドタイムスライス変更  
tx_thread_time_slice_change 

アイコン  

説明 
tx_thread_time_slice_change に従ってスレッドの

タイムスライスを変更します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：新しいタイムスライス。 
情報フィールド 3：以前のタイムスライス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 スレッド待機アボート  
tx_thread_wait_abort 

アイコン  

説明 
tx_thread_wait_abort に従ってスレッドの中断を停

止します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：スレッドを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスレッドの状態。 
情報フィールド 3：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイム取得  
tx_time_get 

アイコン  

説明 
tx_time_getに従って現在のタイマーティック数を取

得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：現在のタイマーティック数。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイム設定  
tx_time_set 

アイコン  

説明 
tx_time_set に従って現在のタイマーティック数を設

定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：新しいタイマーティック数。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマー起動  
tx_timer_activate 

アイコン  

説明 
tx_timer_activateに従って指定したタイマーを起動

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマー変更  
tx_timer_change 

アイコン  

説明 
tx_timer_change に従って指定したタイマーを変更

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：初期設定の終了ティック。 
情報フィールド 3：終了ティックの再スケジュール。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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タイマー作成  
tx_timer_create 

アイコン  

説明 
tx_timer_create に従ってタイマーを作成します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：タイマーの制御ブロックを指すポイン

タ。 
情報フィールド 2：初期設定の終了ティック。 
情報フィールド 3：終了ティックの再スケジュール。 
情報フィールド 4：自動イネーブル値 -  

TX_AUTO_ACTIVATE (1)または 
TX_NO_ACTIVATE (0)。 

 タイマー停止  
tx_timer_deactivate 

アイコン  

説明 
tx_timer_deactivate に従ってタイマーを停止しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマー削除  
tx_timer_delete 

アイコン  

説明 
tx_timer_delete に従ってタイマーを削除します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマー情報取得  
tx_timer_info_get 

アイコン  

説明 
tx_timer_info_get に従ってタイマー情報を取得し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマーパフォーマンス情報取得  
tx_timer_performance_info_get 

アイコン  

説明 
tx_timer_performance_info_get に従ってタイマー

のパフォーマンス情報を取得します。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：タイマーを指すポインタ。 
情報フィールド 2：呼び出し時のスタックポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 タイマーシステムパフォーマンス情報取得  
tx_timer_performance_system_info_get 

アイコン  

説明 
tx_timer_performance_system_info_get に従っ

てすべてのタイマーのパフォーマンス情報を取得し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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FileX トレースイベント 

 

本章では FileX イベントについて説明します。 

 イベントおよびアイコン一覧 118 

 イベントの説明 121 
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 ユーザーガイド 

イベントおよびアイコン一覧 
次に、TraceXによって表示される FileXイベントを示しま

す。 
次に、各イベントについて説明します。 

アイコン 意味 

 
内部論理セクタのキャッシュミス 

 
内部ディレクトリのキャッシュミス 

 
内部メディアのフラッシュ 

 
内部ディレクトリエントリの読み取り 

 
内部ディレクトリエントリの書き込み 

 
内部入出力ドライバの読み取り 

 
内部入出力ドライバの書き込み 

 
内部入出力ドライバのフラッシュ 

 
内部入出力ドライバのアボート 

 
内部入出力ドライバの初期化 

 
内部入出力ドライバのブートセクタの読み取り 

 
内部入出力ドライバのセクタの解放 

 
内部入出力ドライバのブートセクタの書き込み 

 
内部入出力ドライバの初期化の取り消し 

 
ディレクトリ属性の読み取り（fx_directory_attributes_read） 

 
ディレクトリ属性の設定（fx_directory_attributes_read） 

 
ディレクトリの作成（fx_directory_create） 

 
既定ディレクトリの取得(fx_directory_default_get） 

 
既定ディレクトリの設定（fx_directory_default_get） 
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ディレクトリの削除（fx_directory_delete） 

 
ディレクトリの最初のエントリの検索（fx_directory_first_entry_find） 

 
ディレクトリの最初のフルエントリの検索（fx_directory_first_full_entry_find） 

 
ディレクトリ情報の取得（fx_directory_information_get） 

 
ディレクトリのローカルパスのクリア（fx_directory_local_path_clear） 

 
ディレクトリのローカルパスの取得（fx_directory_local_path_get） 

 
ディレクトリのローカルパスの復元（fx_directory_local_path_restore） 

 
ディレクトリのローカルパスの設定（fx_directory_local_path_set）  

 
ディレクトリのロングネームの取得（fx_directory_long_name_get） 

 
ディレクトリ名の検証（fx_directory_name_test） 

 
ディレクトリの次のエントリの検索（fx_directory_next_entry_find） 

 
ディレクトリの次のフルエントリの検索（fx_directory_next_full_entry_find） 

 
ディレクトリ名の変更（fx_directory_rename） 

 
ディレクトリのショートネームの取得（fx_directory_short_name_get） 

 
ファイルの割り当て（fx_file_allocate） 

 
ファイル属性の読み取り（fx_file_attributes_read） 

 
ファイル属性の設定（fx_file_attributes_set） 

 
ファイルベストエフォートの割り当て（fx_file_best_effort_allocate） 

 
ファイルのクローズ（fx_file_close） 

 
ファイルの作成（fx_file_create） 

 
ファイル日時の設定（fx_file_date_time_set） 

 
ファイルの削除（fx_file_delete） 
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ファイルのオープン（fx_file_open） 

 
ファイルの読み取り（fx_file_read） 

 
ファイルの相対シーク（fx_file_relative_seek） 

 
ファイル名の変更（fx_file_rename） 

 
ファイルのシーク（fx_file_seek） 

 
ファイルサイズの切り詰め（fx_file_truncate） 

 
ファイルサイズの切り詰め解除（fx_file_truncate_release） 

 
ファイルの書き込み（fx_file_write） 

 
メディアのアボート（fx_media_abort） 

 
メディアキャッシュの無効化（fx_media_cache_invalidate） 

 
メディアのチェック（fx_media_check） 

 
メディアのクローズ（fx_media_close） 

 
メディアのフラッシュ（fx_media_flush） 

 
メディアのフォーマット（x_media_format） 

 
メディアのオープン（fx_media_open） 

 
メディアの読み取り（fx_media_read） 

 
使用可能なメディア容量の表示（fx_media_space_available） 

 
メディアボリュームの取得（fx_media_volume_get） 

 
メディアボリュームの設定（fx_media_volume_set） 

 
メディアの書き込み（fx_media_write） 

 
システム日付の取得（fx_system_date_get） 

 
システム日付の設定（fx_system_date_get） 
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システムの初期化（fx_system_initialize） 

 
システム時間の取得（fx_system_time_get） 

 
システム時間の設定（fx_system_time_set） 

 
Unicode ディレクトリの作成（fx_unicode_directory_create） 

 
Unicode ディレクトリ名の変更（fx_unicode_directory_rename） 

 
Unicode ファイルの作成（fx_unicode_file_create） 

 
Unicode ファイル名の変更（fx_unicode_file_rename） 

 
Unicode の長さの取得（fx_unicode_length_get） 

 
Unicode 名の取得（fx_unicode_name_get） 

 
Unicode のショートネームの取得（fx_unicode_short_name_get） 

 

イベントの説明 
次に、各イベントについて説明します。 
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 ユーザーガイド 

内部ディレクトリのキャッシュミス  
内部ディレクトリのキャッシュミス 

アイコン  

説明 
FileX の内部ディレクトリのキャッシュミスです。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：キャッシュミスの合計数。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部ディレクトリエントリの読み取り  
内部ディレクトリエントリの読み取り 

アイコン  

説明 
FileX の内部ディレクトリエントリの読み取りイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部ディレクトリエントリの書き込み  
内部ディレクトリエントリの書き込み 

アイコン  

説明 
FileX の内部ディレクトリエントリの書き込みイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのアボート  
内部入出力ドライバのアボート 

アイコン  

説明 
FileX の内部入出力ドライバのアボートイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。情 
報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのブートセクタの読み取り  
内部入出力ドライバのブートセクタの読

み取り 

アイコン  

説明 
FileX 内部入出力ドライバのブートセクタの読み

取りイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バッファポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのブートセクタの書き込み  
内部入出力ドライバのブートセクタの書

き込み 

アイコン  

説明 
FileX 内部入出力ドライバのブートセクタの書き

込みイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バッファのポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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内部入出力ドライバのフラッシュ  
内部入出力ドライバの 
フラッシュ 

アイコン  

説明 
FileX の内部入出力ドライバのフラッシュイベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。情報フィー

ルド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。情報フィールド 4：
使用されません。 

 内部入出力ドライバの初期化の取り消し  
内部入出力ドライバの初期化の 
取り消し 

アイコン  

説明 
FileX 内部入出力ドライバを初期化前の状態に

戻すイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。情報フィー

ルド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。情報フィールド 4：
使用されません。 

 内部入出力ドライバの初期化  
内部入出力ドライバの初期化 

アイコン  

説明 
FileX 内部入出力ドライバを初期化するイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの読み取り  
内部入出力ドライバの読み取り 

アイコン  

説明 
FileX の内部入出力ドライバの読み取りイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：セクタ。 
情報フィールド 3：セクタの数。 
情報フィールド 4：バッファのポインタ。 

 内部入出力ドライバのセクタの解放  
内部入出力ドライバのセクタの解放 

アイコン  

説明 
FileX 内部入出力ドライバのセクタの解放イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：セクタ。 
情報フィールド 3：セクタの数。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの書き込み  
内部入出力ドライバの書き込み 

アイコン  

説明 
FileX の内部入出力ドライバの書き込みイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：セクタ。 
情報フィールド 3：セクタの数。 
情報フィールド 4：バッファのポインタ。 
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 ユーザーガイド 

内部論理セクタのキャッシュミス  
内部論理セクタのキャッシュミス 

アイコン  

説明 
FileX 内部論理セクタのキャッシュミスイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：セクタ。 
情報フィールド 3：キャッシュミスの合計数。 
情報フィールド 4：キャッシュサイズ。 

 内部メディアのフラッシュ  
内部メディアのフラッシュ 

アイコン  

説明 
FileX の内部メディアのフラッシュイベントです。 
 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ダーティなセクタの数。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイル属性の読み取り  
fx_file_attributes_read 

アイコン  

説明 
ファイル属性の読み取りイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：属性のビットマップ： 

読み取りのみ （0x01） 
非表示 （0x02） 
システム （0x04） 
ボリューム （0x08） 
ディレクトリ （0x10） 
アーカイブ （0x20） 

情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイル属性の設定  
fx_file_attributes_set 

アイコン  

説明 
ファイル属性の設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：属性のビットマップ： 

読み取りのみ 0x01） 
非表示 （0x02） 
システム （0x04） 
アーカイブ （0x20）  

情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイルベストエフォートの割り当て  
fx_file_best_effort_allocate 

アイコン  

説明 
ファイルベストエフォートの割り当てイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：要求サイズ。 
情報フィールド 3：実際に割り当てられたサイズ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイルのクローズ  
fx_file_close 

アイコン  

説明 
ファイルのクローズイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイルサイズ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

既定ディレクトリの設定  
fx_directory_default_set 

アイコン  

説明 
既定ディレクトリの設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：新しい既定のパス名。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリの削除  
fx_directory_delete 

アイコン  

説明 
ディレクトリの削除イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリの最初のエントリの検索  
fx_directory_first_entry_find 

アイコン  

説明 
ディレクトリの最初のエントリの検索イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリの最初のフルエントリの検索  
fx_directory_first_full_entry_find 

アイコン  

説明 
ディレクトリの最初のフルエントリの検索イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリ情報の取得  
fx_directory_information_get 

アイコン  

説明 
ディレクトリ情報の取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリのローカルパスのクリア  
fx_directory_local_path_clear 

アイコン  

説明 
ディレクトリのローカルパスのクリアイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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 ユーザーガイド 

ディレクトリのローカルパスの取得  
fx_directory_local_path_get event 

アイコン  

説明 
ディレクトリのローカルパスの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：パス名を示すポインタです。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリのローカルパスの復元  
fx_directory_local_path_restore event 

アイコン  

説明 
ディレクトリのローカルパスの復元イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ローカルパス構造を指すポインタ。

情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリのローカルパスの設定  
fx_directory_local_path_set 

アイコン  

説明 
ディレクトリのローカルパスの設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ローカルパス構造を指すポインタ。

情報フィールド 3：新しいパス名を指すポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリのロングネームの取得  
fx_directory_long_name_get 

アイコン  

説明 
ディレクトリのロングネームの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイルのショートネームを指すポ

インタ。 
情報フィールド 3：ファイルのロングネームを指すポイ

ンタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリ名の検証  
fx_directory_name_test 

アイコン  

説明 
ディレクトリ名の検証イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリの次のエントリの検索  
fx_directory_next_entry_find 

アイコン  

説明 
ディレクトリの次のエントリの検索イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

ディレクトリの次のフルエントリの検索  
fx_directory_next_full_entry_find event 

アイコン  

説明 
ディレクトリの次のフルエントリの検索イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリ名の変更  
fx_directory_rename event 

アイコン  

説明 
ディレクトリ名の変更イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：以前のディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：新しいディレクトリ名を指すポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ディレクトリのショートネームの取得  
fx_directory_short_name_get 

アイコン  

説明 
ディレクトリのショートネームの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイルのロングネームを指す 

ポインタ。 
情報フィールド 3：ファイルのショートネームを指す 

ポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイルの割り当て  
fx_file_allocate 

アイコン  

説明 
ファイルの割り当てイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：要求サイズ。 
情報フィールド 3：現在のサイズ。 
情報フィールド 4：新しいサイズ。 

 ファイルの作成  
fx_file_create 

アイコン  

説明 
ファイルの作成イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイル日時の設定  
fx_file_date_time_set 

アイコン  

説明 
ファイル日時の設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：年。 
情報フィールド 4：月。 
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 ユーザーガイド 

ファイルの削除  
fx_file_delete 

アイコン  

説明 
ファイルの削除イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイルのオープン  
fx_file_open 

アイコン  

説明 
ファイルのオープンイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ファイルの制御ブロックを指す 

ポインタ。 
情報フィールド 3：ファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 4：オープンタイプ： 

読み取り目的のオープン （0x00）  
書き込み目的のオープン （0x01）  
読み取り目的の高速オープン （0x02） 

 ファイルの読み取り  
fx_file_read 

アイコン  

説明 
ファイルの読み取りイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バッファポインタ。 
情報フィールド 3：要求サイズ。 
情報フィールド 4：実際に読み取られたサイズ。 

 ファイルの相対シーク  
fx_file_relative_seek 

アイコン  

説明 
ファイルの相対シークイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バイトオフセット。 
情報フィールド 3：シークの開始位置： 

最初から （0x00） 
最後から （0x01） 
前へ （0x02） 
後ろへ （0x03） 

情報フィールド 4：以前のオフセット。 

 ファイル名の変更  
fx_file_rename 

アイコン  

説明 
ファイル名の変更イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：以前のファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：新しいファイル名を指すポインタ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ファイルのシーク  
fx_file_seek 

アイコン  

説明 
ファイルのシークイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バイトオフセット。 
情報フィールド 3：以前のオフセット。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

ファイルサイズの切り詰め  
fx_file_truncate 

アイコン  

説明 
ファイルサイズの切り詰めイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：要求サイズ。 
情報フィールド 3：以前のサイズ。 
情報フィールド 4：新しいサイズ。 

 ファイルサイズの切り詰め解除  
fx_file_truncate_release 

アイコン  

説明 
ファイルサイズの切り詰め解除イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：要求サイズ。 
情報フィールド 3：以前のサイズ。 
情報フィールド 4：新しいサイズ。 

 ファイルの書き込み  
fx_file_write 

アイコン  

説明 
ファイルの書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ファイルを指すポインタ。 
情報フィールド 2：バッファのポインタ。 
情報フィールド 3：要求サイズ。 
情報フィールド 4：実際に書き込まれたサイズ。 

 メディアのアボート  
fx_media_abort 

アイコン  

説明 
メディアのアボートイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアキャッシュの無効化  
fx_media_cache_invalidate 

アイコン  

説明 
メディアキャッシュの無効化イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアのチェック  
fx_media_check 

アイコン  

説明 
メディアのチェックイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：スクラッチメモリのポインタ。 
情報フィールド 3：スクラッチメモリのサイズ。 
情報フィールド 4：ビットマップエラー： 

FAT チェーンエラー （0x01） 
ディレクトリエラー （0x02） 
ロストクラスタエラー （0x04） 
ファイルサイズエラー （0x08） 
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 ユーザーガイド 

メディアのクローズ  
fx_media_close 

アイコン  

説明 
メディアのクローズイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアのフラッシュ  
fx_media_flush 

アイコン  

説明 
メディアのフラッシュイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアのフォーマット  
fx_media_format 

アイコン  

説明 
メディアのフォーマットイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ルートエントリの数。 
情報フィールド 3：セクタ。 
情報フィールド 4：クラスタあたりのセクタ数。 

 メディアのオープン  
fx_media_open 

アイコン  

説明 
メディアのオープンイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：メディアドライバのエントリを指すポ

インタ。 
情報フィールド 3：メモリポインタ。 
情報フィールド 4：メモリサイズ。 

 メディアの読み取り  
fx_media_read 

アイコン  

説明 
メディアの読み取りイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：論理セクタ。 
情報フィールド 3：バッファのポインタ。 
情報フィールド 4：読み取りバイト数。 

 使用可能なメディア容量の表示  
fx_media_space_available 

アイコン  

説明 
使用可能なメディア容量の表示イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用可能なメディア容量のバイト数

を示すポインタ。 
情報フィールド 3：空きクラスタの数。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

メディアボリュームの取得  
fx_media_volume_get 

アイコン  

説明 
メディアボリュームの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ボリューム名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：ボリュームソース。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアボリュームの設定  
fx_media_volume_set 

アイコン  

説明 
メディアボリュームの設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ボリューム名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 メディアの書き込み  
fx_media_write 

アイコン  

説明 
メディアの書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：論理セクタ。 
情報フィールド 3：バッファポインタ。 
情報フィールド 4：書き込みバイト数。 

 システム日付の取得  
fx_system_date_get 

アイコン  

説明 
システム日付の取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：年。 
情報フィールド 2：月。 
情報フィールド 3：日。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 システム日付の設定  
fx_system_date_set 

アイコン  

説明 
システム日付の設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：年。 
情報フィールド 2：月。 
情報フィールド 3：日。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 システムの初期化  
fx_system_initialize 

アイコン  

説明 
システムの初期化イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

システム時刻の取得  
fx_system_time_get 

アイコン  

説明 
システム時刻の取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：時。 
情報フィールド 2：分。 
情報フィールド 3：秒。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 システム時刻の設定  
fx_system_time_set 

アイコン  

説明 
システム時刻の設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：時。 
情報フィールド 2：分。 
情報フィールド 3：秒。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Unicodeディレクトリの作成  
fx_unicode_directory_create 

アイコン  

説明 
Unicode ディレクトリの作成イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：Unicode 名のサイズ。 
情報フィールド 4：ショートネームを指すポインタ。 

 Unicodeディレクトリ名の変更  
fx_unicode_directory_rename 

アイコン  

説明 
Unicode ディレクトリ名の変更イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：Unicode 名のサイズ。 
情報フィールド 4：ショートネームを指すポインタ。 

 Unicodeファイルの作成  
fx_unicode_file_create 

アイコン  

説明 
Unicode ファイルの作成イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：Unicode 名のサイズ。 
情報フィールド 4：ショートネームを指すポインタ。 

 Unicodeファイル名の変更  
fx_unicode_file_rename 

アイコン  

説明 
Unicode ファイル名の変更イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：Unicode 名のサイズ。 
情報フィールド 4：ショートネームを指すポインタ。 
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Express Logic 

Unicodeの長さの取得  
fx_unicode_lenght_get 

アイコン  

説明 
Unicode の長さの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 2：長さ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Unicode名の取得  
fx_unicode_name_get 

アイコン  

説明 
Unicode 名の取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ソースショートネーム。 
情報フィールド 3：対象のUnicode名を指すポインタ。 
情報フィールド 4：対象の Unicode 名の長さ。 

Unicode のショートネームの取得 
 

fx_unicode_short_name_get 

アイコン  

説明 
Unicode のショートネームの取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：メディアを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ソースの Unicode 名を指すポインタ。 
情報フィールド 3：Unicode 名の長さ。 
情報フィールド 4：ショートネームを指すポインタ。 
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 ユーザーガイド 
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Express Logic 

NetX トレースイベント 

 

本章では NetX イベントについて説明します。 

 イベントおよびアイコン一覧 136 

 イベントの説明 143 
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Express Logic 

イベントおよびアイコン一覧 
次に、TraceX によって表示される NetX イベントを示しま

す。 

アイコン 意味 

 内部 ARP 要求の受信 

 内部 ARP 要求の送信 

 内部 ARP 応答の受信 

 内部 ARP 応答の送信 

 内部 ICMP の受信 

 内部 ICMP の送信 

 
内部 NetX IGMP の受信 

 
内部 IP の受信 

 内部 IP の送信 

 内部 TCP データの受信 

 内部 TCP データの送信 

 内部 TCP FIN の受信 

 内部 TCP FIN の送信 

 内部 TCP RST の受信 

 内部 TCP RST の送信 

 内部 TCP SYN の受信 

 内部 TCP SYN の送信 

 内部 UDP の受信 

 
内部 UDP の送信 
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Express Logic 

 
内部 RARP の受信 

 内部 RARP の送信 

 内部 TCP のリトライ 

 内部 TCP の状態変化 

 内部入出力ドライバのパケット送信 

 内部入出力ドライバの初期化 

 内部入出力ドライバリンクのイネーブル 

 内部入出力ドライバリンクのディセーブル 

 内部入出力ドライバパケットのブロードキャスト 

 内部入出力ドライバの ARP 送信 

 内部入出力ドライバの ARP 応答送信 

 内部入出力ドライバの RARP 送信 

 内部入出力ドライバのマルチキャスト参加 

 内部入出力ドライバのマルチキャスト脱退 

 内部入出力ドライバのステータス取得 

 内部入出力ドライバのスピード取得 

 内部入出力ドライバの Duplex タイプ取得 

 内部入出力ドライバのエラー件数取得 

 内部入出力ドライバの RX 件数取得 

 内部入出力ドライバの TX 件数取得 

 内部入出力ドライバの割り当てエラー取得 

 
内部入出力ドライバの初期化の取り消し 

参
考
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 ユーザーガイド 

 
内部入出力ドライバの据え置き処理 

 
ARP 動的エントリの無効化（nx_arp_dynamic_entries_invalidate） 

 ARP 動的エントリの設定（nx_arp_dynamic_entry_set） 

 ARP のイネーブル（nx_arp_enable） 

 Gratuitous ARP の送信（nx_arp_gratuitous_send） 

 ARP ハードウェアアドレスの検索（nx_arp_hardware_address_find） 

 ARP 情報の取得（nx_arp_info_get） 

 ARP IP アドレスの検索（nx_arp_ip_address_find） 

 ARP 静的エントリの削除（nx_arp_static_entries_delete） 

 ARP 静的エントリの作成（nx_arp_static_entry_create） 

 ARP 静的エントリの削除（nx_arp_static_entry_delete） 

 Duo キャッシュエントリの削除（nxd_nd_cache_entry_delete） 

 Duo キャッシュエントリの設定（nxd_nd_cache_entry_set） 

 Duo キャッシュエントリの無効化（nxd_nd_cache_invalidate） 

 
Duo キャッシュ IP アドレスの検索（nxd_nd_cache_ip_address_find） 

 
Duo ICMP のイネーブル（nxd_icmp_enable） 

 Duo ICMP IPv6 の Ping（nxd_icmp_ping） 

 Duo IP の最大ペイロードサイズの検索（nx_max_payload_size_find） 

 Duo IP Raw パケット送信（nxd_ip_raw_packet_send） 

 Duo Ipv6 既定ルータの追加（nxd_ipv6_default_router_add） 

 Duo IPv6 既定ルータの削除（nxd_ipv6_default_router_delete） 

 
Duo IPv6 のイネーブル（nxd_ipv6_enable） 
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 Duo IPv6 グローバルアドレスの取得（nxd_ipv6_global_address_get） 

 Duo IPv6 グローバルアドレスの設定（nxd_ipv6_global_address_set） 

 Duo IPv6 DAD プロセスの開始（nxd_ipv6_initiate_dad_process） 

 Duo IPv6 インターフェイスアドレスの取得（nxd_ipv6_interface_address_get） 

 Duo IPv6 インターフェイスアドレスの設定（nxd_ipv6_interface_address_set） 

 Duo Ipv6 リンクローカルアドレスの取得（nxd_ipv6_linklocal_address_get） 

 Duo IPv6 リンクローカルアドレスの設定（nxd_ipv6_linklocal_address_set） 

 Duo IPv6 Raw パケットの送信（nxd_ipv6_raw_packet_send） 

 Duo TCP ソケットのピア情報取得（nxd_tcp_socket_peer_info_get） 

 Duo TCP ソケットのインターフェイス設定（nxd_tcp_socket_set_interface） 

 Duo UDP ソケット送信（nxd_udp_socket_send） 

 Duo UDP ソケットのインターフェイス設定（nxd_udp_socket_set_interface） 

 Duo UDP ソースの抽出（nxd_udp_source_extract） 

 ICMP のイネーブル（nx_icmp_enable） 

 ICMP 情報の取得（nx_arp_info_get） 

 ICMP の Ping（nx_icmp_ping） 

 IGMP のイネーブル（nx_igmp_enable） 

 IGMP 情報の取得（nx_igmp_info_get） 

 IGMP ループバックのディセーブル（nx_igmp_loopback_disable） 

 IGMP ループバックのイネーブル（nx_igmp_loopback_enable） 

 IGMP のマルチキャスト参加（nx_igmp_multicast_join） 

 
IGMP のマルチキャスト脱退（nx_igmp_multicast_leave） 
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 ユーザーガイド 

 
IP アドレスの変更通知（nx_ip_address_change_notify） 

 IP アドレスの取得（nx_ip_address_get） 

 IP アドレスの設定（nx_ip_address_set） 

 IP の作成（nx_ip_create） 

 IP の削除（nx_ip_delete） 

 IP ドライバの直接コマンド（nx_ip_driver_direct_command） 

 IP 転送のディセーブル（nx_ip_forwarding_disable） 

 IP 転送のイネーブル（nx_ip_forwarding_enable） 

 IP フラグメントのディセーブル（nx_ip_fragment_disable） 

 IP フラグメントのイネーブル（nx_ip_fragment_enable） 

 IP ゲートウェイアドレスの設定（nx_ip_gateway_address_set） 

 IP 情報の取得（nx_ip_info_get） 

 IP インターフェイスのアタッチ（nx_ip_interface_attach） 

 IP インターフェイス情報の取得（nx_ip_interface_info_get） 

 IP Raw パケットのディセーブル（nx_ip_raw_packet_disable） 

 IP Raw パケットのイネーブル（nx_ip_raw_packet_enable） 

 IP Raw パケットの受信（nx_ip_raw_packet_receive） 

 IP Raw パケットの送信（nx_ip_raw_packet_send） 

 IP のステータスチェック（nx_ip_status_check） 

 IP の静的ルート追加（nx_ip_static_route_add） 

 
IP の静的ルート削除（nx_ip_static_route_delete） 
 

 
IPSEC のイネーブル（nx_ipsec_enable） 
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Express Logic 

 
パケットの割り当て（nx_packet_allocate） 

 パケットのコピー（nx_packet_copy） 

 パケットへのデータ追加（nx_packet_data_append） 

 パケットデータ抽出オフセット（nx_packet_data_extract_offset） 

 パケットデータの取得（nx_packet_data_retrieve） 

 パケット長の取得（nx_packet_length_get） 

 パケットプールの作成（nx_packet_pool_create） 

 パケットプールの削除（nx_packet_pool_delete） 

 パケットプール情報の取得（nx_packet_pool_info_get） 

 パケットの解放（nx_packet_release） 

 送信パケットの解放（nx_packet_transmit_release） 

 RARP のディセーブル（nx_rarp_disable） 

 RARP のイネーブル（nx_rarp_enable） 

 RARP 情報の取得（nx_rarp_info_get） 

 システムの初期化（nx_system_initialize） 

 TCP クライアントソケットのバインド（nx_tcp_client_socket_bind） 

 TCP クライアントソケットの接続（nx_tcp_client_socket_connect） 

 TCP クライアントソケットのポート取得（nx_tcp_client_socket_port_get） 

 TCP クライアントソケットのバインド解除（nx_tcp_client_socket_unbind） 

 TCP のイネーブル（nx_tcp_enable） 

 空き TCP ポートの検索（nx_tcp_free_port_find） 

 TCP 情報の取得（nx_tcp_info_get） 
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 ユーザーガイド 

 
TCP サーバーソケットの許可（nx_tcp_server_socket_accept） 

 
TCP サーバーソケットのリッスン（nx_tcp_server_socket_listen） 

 TCP サーバーソケットの再リッスン（nx_tcp_server_socket_relisten） 

 TCP サーバーソケットの却下（nx_tcp_server_socket_unaccept） 

 TCP サーバーソケットのリッスン取り消し（nx_tcp_server_socket_unlisten） 

 TCP ソケットの使用可能バイト数（nx_tcp_socket_bytes_available） 

 TCP ソケットの作成（nx_tcp_socket_create） 

 TCP ソケットの削除（nx_tcp_socket_delete） 

 TCP ソケットの切断（nx_tcp_socket_disconnect） 

 TCP ソケット情報の取得（nx_tcp_socket_info_get） 

 TCP ソケットの MSS 取得（nx_tcp_socket_mss_get） 

 TCP ソケットピアの MSS 取得（nx_tcp_socket_mss_peer_get） 

 TCP ソケットの MSS 設定（nx_tcp_socket_mss_set） 

 TCP ソケットピアの情報取得（nx_tcp_socket_peer_info_get） 

 TCP ソケットの受信（nx_tcp_socket_receive） 

 TCP ソケットの受信通知（nx_tcp_socket_receive_notify） 

 TCP ソケットの送信（nx_tcp_socket_send） 

 TCP ソケットの状態待機（nx_tcp_socket_state_wait） 

 TCP ソケットの送信設定（nx_tcp_socket_transmit_configure） 

 
TCP ソケットのウィンドウサイズ更新通知の設定

（nx_tcp_socket_window_update_notify_set） 

 UDP のイネーブル（nx_udp_enable） 

 空き UDP ポートの検索（nx_udp_free_port_find） 

 
UDP 情報の取得（nx_tcp_info_get） 
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Express Logic 

 
UDP ソケットのバインド（nx_udp_socket_bind） 

 
UDP ソケットの使用可能バイト数（nx_udp_socket_bytes_available） 

 
UDP ソケットチェックサムのディセーブル（nx_udp_socket_checksum_disable） 

 
UDP ソケットチェックサムのイネーブル（nx_udp_socket_checksum_enable） 

 
UDP ソケットの作成（nx_udp_socket_create） 

 
UDP ソケットの削除（nx_udp_socket_delete） 

 
UDP ソケット情報の取得（nx_udp_socket_info_get） 

 
UDP ソケットのインターフェイス設定（nx_udp_socket_interface_set） 

 
UDP ソケットポートの取得（nx_udp_socket_port_get） 

 
UDP ソケットの受信（nx_udp_socket_receive） 

 
UDP ソケットの受信通知（nx_udp_socket_receive_notify） 

 
UDP ソケットの送信（nx_udp_socket_send） 

 
UDP ソケットのバインド解除（nx_udp_socket_unbind） 

 
UDP ソースの抽出（nx_udp_source_extract） 

 

イベントの説明 
以降のページでは、NetX のトレースイベントについて説

明します。 
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 ユーザーガイド 

内部 ARP 要求の受信  
内部 ARP 要求の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ARP 要求受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部 ARP 要求の送信  
内部 ARP 要求の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ARP 要求送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス  
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部 ARP 応答の受信  
内部 ARP 応答の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ARP 応答受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケット情報を指すポインタ  
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部 ARP 応答の送信  
内部 ARP 要求の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ARP 応答送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部 ICMP の受信  
内部 ICMP の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ICMP 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：ICMP ヘッダのワード 0 

 内部 ICMP の送信  
内部 ICMP の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 ICMP 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス  
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：ICMP ヘッダのワード 0 
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Express Logic 

内部 IGMP の受信  
内部 IGMP の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 IGMP 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP ポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：IGMP ヘッダのワード 0 

 内部 IP の受信  
内部 IP の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 IP 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 4：パケット長 

 内部 IP の送信  
内部 IP の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 IP 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：パケット長 

 内部 TCP データの受信  
内部 TCP データの受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP データ受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：シーケンス番号の受信 

 内部 TCP データの送信  
内部 TCP データの送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP データ送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：送信シーケンス番号 

 内部 TCP FIN の受信  
内部 TCP FIN の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP FIN 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：受信シーケンス番号 
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 ユーザーガイド 

内部 TCP FIN の送信  
内部 TCP FIN の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP FIN 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：送信シーケンス番号 

 内部 TCP RST の受信  
内部 TCP RST の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP リセット受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ。 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ。 
情報フィールド 4：受信シーケンス番号。 

 内部 TCP RST の送信  
内部 TCP RST の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP リセット送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：送信シーケンス番号 

 内部 TCP SYN の受信  
内部 TCP データの受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP SYN 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：受信シーケンス番号 

 内部 TCP SYN の送信  
内部 TCP SYN の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP SYN 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：送信シーケンス番号 

 内部 UDP の受信  
内部 UDP の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 UDP 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：UDP ヘッダのワード 0 
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内部 UDP の送信  
内部 UDP の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 UDP 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：UDP ヘッダのワード 0 

 内部 RARP の受信  
内部 RARP の受信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 RARP 受信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：RARP ヘッダのワード 1 

 内部 RARP の送信  
内部 RARP の送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部 RARP 送信イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信先 IP アドレス 
情報フィールド 3：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：RARP ヘッダのワード 1 

 内部 TCP のリトライ  
内部 TCP のリトライ 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP リトライイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 4：リトライ件数 

 内部 TCP の状態変化  
内部 TCP の状態変化 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP ソケット状態変化イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：以前の状態 
情報フィールド 4：新しい状態 

 内部入出力ドライバのパケット送信  
内部入出力ドライバのパケット送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバのパケット送信イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
 情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

内部入出力ドライバの初期化  
内部入出力ドライバの初期化 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバの初期化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバリンクのイネーブル  
内部入出力ドライバリンクのイネーブル 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバリンクのイネーブルイ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバリンクのディセーブル  
内部入出力ドライバリンクのディセーブル 

アイコン  

説明 
NEtX の内部入出力ドライバリンクのディセーブル

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバパケットのブロードキャスト  
内部入出力ドライバパケットのブロードキャスト 

アイコン  

説明 
NetXの内部入出力ドライバパケットのブロードキャ

ストイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの ARP 送信  
内部入出力ドライバの ARP 送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバの ARP 送信イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの ARP 応答送信  
内部入出力ドライバの ARP 応答送信 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバの ARP 応答送信イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
 情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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Express Logic 

内部入出力ドライバの RARP 送信  
内部入出力ドライバの RARP 送信 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバの RARP 送信イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのマルチキャスト参加  
内部入出力ドライバのマルチキャスト参加 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバのマルチキャスト参加

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのマルチキャスト脱退  
内部入出力ドライバのマルチキャスト脱退 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバのマルチキャスト脱退

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのステータス取得  
内部入出力ドライバのステータス取得 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバのステータス取得イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバのスピード取得  
内部入出力ドライバのスピード取得 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバのスピード取得ベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの Duplex タイプ取得  
内部入出力ドライバの Duplex タイプ取得 

アイコン  

説明 
NetX の内部入出力ドライバの Duplex タイプ取得

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

内部入出力ドライバのエラー件数の取得  
内部入出力ドライバのエラー件数の取得 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバのエラー件数の取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの RX 件数の取得  
内部入出力ドライバの RX 件数の取得 

アイコン  

説明 
NetX内部入出力ドライバのRX件数の取得イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの TX 件数の取得  
内部入出力ドライバの TX 件数の取得 

アイコン  

説明 
NetX内部入出力ドライバのTX件数の取得イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの割り当てエラー件数の取得  
内部入出力ドライバの割り当てエラー件数の取得 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバの割り当てエラー件数

の取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの初期化の取り消し  
内部入出力ドライバの初期化の取り消し 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバを初期化前の状態に戻

すイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 内部入出力ドライバの据え置き処理  
内部入出力ドライバの据え置き処理 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバの据え置き処理イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケット長 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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Express Logic 

ARP 動的エントリの無効化  
nx_arp_dynamic_entries_invalidate 

アイコン  

説明 
nx_arp_dynamic_entries_invalidate に従って、すべ

ての ARP 動的エントリを無効化します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：無効化されたエントリ 
情報フィールド 3：使用されません 。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ARP 動的エントリの設定  
nx_arp_dynamic_entry_set 

アイコン  

説明 
nx_arp_dynamic_entry_setに従って、ARP動的エン

トリを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSW） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSW） 

 ARP のイネーブル  
nx_arp_enable 

アイコン  

説明 
nx_arp_enableに従ってARPをイネーブルにします。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ARP のキャッシュメモリを指すポイ

ンタ  
情報フィールド 3：ARP のキャッシュメモリのサイズ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Gratuitous ARP の送信  
nx_arp_gratuitous_send 

アイコン  

説明 
nx_arp_gratuitous_send に従って Gratuitous ARP
を送信します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ARP ハードウェアアドレスの検索  
nx_arp_hardware_address_find 

アイコン  

説明 
nx_arp_hardware_address_find に従って物理ア

ドレスを検索します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ  
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSW） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSW） 

 ARP 情報の取得  
nx_arp_info_get 

アイコン  

説明 
nx_arp_info_get に従って情報を取得します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信された ARP 要求 
情報フィールド 3：ARP 応答数 
情報フィールド 4：受信 ARP 数 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

ARP IP アドレスの検索  
nx_arp_ip_address_find 

アイコン  

説明 
nx_arp_ip_address_find に従って指定された物理

アドレスに対応する IP アドレスを検索します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSW） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSW） 

 ARP 静的エントリの削除  
nx_arp_static_entries_delete 

アイコン  

説明 
nx_arp_static_entries_delete に従ってすべての

ARP 静的エントリを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：削除されたエントリ 
情報フィールド 3：使用されません 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ARP 静的エントリの作成  
nx_arp_static_entry_create 

アイコン  

説明 
nx_arp_static_entry_create に従って、ARP 静的

エントリを作成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSW） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSW） 

 ARP 静的エントリの削除  
nx_arp_static_entry_delete 

アイコン  

説明 
nx_arp_static_entry_delete に従って、ARP 静的

エントリを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSW） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSW） 

 Duo キャッシュエントリの削除  
nxd_nd_cache_entry_delete 

アイコン  

説明 
nxd_nd_cache_entry_delete に従って隣接する

キャッシュテーブルのエントリを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：削除する IPv6 リンクローカルアドレ

スの 4 番目（最下位）のワード 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo キャッシュエントリの設定  
nxd_nd_cache_entry_set 

アイコン  

説明 
nxd_nd_cache_entry_set に従ってキャッシュエント

リを作成し、隣接するキャッシュテーブルに追加しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：削除する IPv6アドレスの 4番目（最

下位）のワード 
情報フィールド 2：物理アドレス（MSB） 
情報フィールド 3：物理アドレス（LSB） 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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Express Logic 

Duo キャッシュの無効化  
nxd_nd_cache_invalidate 

アイコン  

説明 
nxd_nd_cache_invalidate に従って隣接するキャッ

シュテーブル全体を無効化します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo キャッシュ IP アドレスの検索  
nxd_nd_cache_ip_address_find 

アイコン  

説明 
nxd_nd_cache_ip_address_find に従って、

指定された物理アドレスと一致する IPアドレス

を検索します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IPv6 アドレスのの 4 番目（最下位）

のワード 
情報フィールド 3：物理アドレス（MSB） 
情報フィールド 4：物理アドレス（LSB） 

 Duo ICMP のイネーブル  
nxd_icmp_enable 

アイコン  

説明 
nxd_icmp_enable に従って、指定の IP インスタンス

について ICMPv4および ICMPv4サービスを有効にし

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo ICMP の Ping  
nxd_icmp_ping 

アイコン  

説明 
nxd_icmp_ping に従って、IPv6 のホストに対し ping
（エコー要求）を行います。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IPv6 アドレス 
情報フィールド 3：エコーデータを指すポインタ 
情報フィールド 4：エコーデータのサイズ 

 Duo IP の最大ペイロードサイズの検索  
nx_ip_max_payload_size 

アイコン  

説明 
指定したパケットがフラグメンテーションなしで運ぶこ

とのできる最大のペイロードサイズを計算します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ソケットポインタ 
情報フィールド 2：ピアの IP アドレス 
情報フィールド 3：ピアポート 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo IP Raw パケット送信  
nxd_ip_raw_packet_send 

アイコン  

説明 
nxd_ip_raw_packet_send に従って、指定した

ネットワークインターフェイスから指定された宛先

IP アドレスに Raw IP パケットを送信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：宛先アドレスを指すポインタ 
情報フィールド 4：パケットのプロトコル 

参
考
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 ユーザーガイド 

 Duo IPv6 の既定ルータの削除  
nxd_ipv6_default_router_delete 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_default_router_delete に従って、

IP インスタンスの IPv6 ルーティングテーブル

から既定のルータを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：既定の IPv6 ルータアドレスの 4 番

目（最下位）のワード 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo IPv6 のイネーブル  
nxd_ipv6_enable 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_enable に従って、指定の IP インスタン

ス上で IPv6 サービスをイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo IPv6 グローバルアドレスの取得  
nxd_ipv6_global_address_get 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_global_address_get に従って、IP イン

スタンスのインターフェイステーブルのインデックス

1 にある IP インスタンスのグローバル（プライマリ）

IP アドレスを取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：グローバルアドレスの 4 番目（最下

位）のワード 
情報フィールド 3：IPv6 アドレスのプレフィックス長。 
情報フィールド 4：IP インターフェイステーブルのイン

デックス（1）。 

 Duo IPv6 グローバルアドレスの設定  
nxd_ipv6_global_address_set 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_global_address_set に従って、IP イン

スタンスのインターフェイステーブルのインデックス

1 にある IP インスタンスにグローバル（プライマリ）

IP アドレスを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：グローバルアドレスの 4 番目（最下

位）のワード 
情報フィールド 3：IPv6 アドレスのプレフィックス長 
情報フィールド 4：IP インターフェイステーブルのイン

デックス（1） 

 Duo IPv6 DAD プロセスの開始  
nxd_ipv6_initiate_dad_process 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_initiate_dad_processに従って、IPイン

スタンスがリンクローカルアドレスまたは IP イン

ターフェイスアドレスに割り当てられた場合に、

DAD（重複アドレス検出）プロセスを開始します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo IPv6 インターフェイスアドレスの取得  
nxd_ipv6_interface_address_get 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_interface_address_get に従って、IP イ

ンスタンスのインターフェイスアドレステーブルで指

定したインデックスの IP アドレスとプレフィックスを

取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：返される IPv6 アドレスの 4 番目（最

下位）のワード 
情報フィールド 3：プレフィックス長 
情報フィールド 4：IP インスタンスのインターフェイス

テーブルのインターフェイスインデッ

クス 

参
考
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Express Logic 

 Duo IPv6 インターフェイスアドレスの設定  
nxd_ipv6_interface_address_set 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_interface_address_set に従って、IP イ

ンスタンスのインターフェイスアドレステーブルで

指定したインデックスに IP アドレスとプレフィックス

を指定します。nxd_ipv6_interface_address_set
では、インデックス 0（リンクローカルアドレス）への

指定は許可されていません。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：返される IPv6 アドレスの 4 番目（最

下位）のワード 
情報フィールド 3：プレフィックス長 
情報フィールド 4：IPインスタンスのインターフェイステー

ブルのインターフェイスインデックス 

 Duo IPv6 リンクローカルアドレスの取得  
nxd_ipv6_linklocal_address_get 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_linklocal_address_get に従って、指

定した IP インスタンスのリンクローカルアドレス

を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IPv6 リンクローカルアドレスの 4 番

目（最下位）のワード 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo IPv6 リンクローカルアドレスの設定  
nxd_ipv6_linklocal_address_set 

アイコン  

説明 
nxd_ipv6_linklocal_address_set に従って、IP インス

タンスのリンクローカルアドレスを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IPv6 リンクローカルアドレスの 4 番

目（最下位）のワード 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo TCP ソケットのピア情報取得  
nxd_tcp_socket_peer_info_get 

アイコン  

説明 
指定したソケットで受信した TCP パケットから送

信元データを抽出します。このとき、送信元の IP
アドレスとポート番号が返されます。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：ソケットポインタ 
情報フィールド 2：ピアの IP アドレス 
情報フィールド 3：ピアポート 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo TCP ソケットのインターフェイスの設定  
nxd_tcp _socket_set_interface event 

アイコン  

説明 
nxd_tcp _socket_set_interface event に従って、

クライアントが指定した IP アドレスの TCP サー

バーに接続した後に、送信用のソケットインター

フェイスを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：TCP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：インターフェイス ID 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Duo UDP ソケットのインターフェイスの設定  
nxd_udp_socket_set_interface event 

アイコン  

説明 
nxd_udp_socket_set_interface event に従っ

て、指定した UDP ソケットの送信用インターフェ

イスを、入力用のインターフェイス IDに対応する

インターフェイスに設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：UDP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：インターフェイス ID 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 Duo UDP ソースの抽出  
nxd_udp_source_extract 

アイコン  

説明 
受信パケット（IPv4または IPv6）の送信元ポートの

IP アドレスを抽出します。IPv6 の場合は、

nxd_udp_source_extract に従って、IP アドレスの

4 番目（最下位）のワードが返されます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：IP のバージョン 
情報フィールド 3：送信元 IP アドレス（IPv4 または

IPv6） 
情報フィールド 4：送信元ポート 

 Duo UDP ソースの送信  
nxd_udp_source_send event 

アイコン  

説明 
nxd_udp_source_send event に従って、ソケットの

チェックサム処理をイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットサイズ 
情報フィールド 4：IP アドレス 

 ICMP のイネーブル  
nx_icmp_enable 

アイコン  

説明 
nx_icmp_enable に従って ICMP を有効化します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ICMP 情報の取得  
nx_icmp_info_get 

アイコン  

説明 
nx_icmp_info_get に従って情報を取得します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信した Ping 
情報フィールド 3：Ping の応答数 
情報フィールド 4：受信した Ping 

 ICMP の Ping  
nx_icmp_ping 

アイコン  

説明 
nx_icmp_ping に従って対象の IP アドレスに ping を

行います。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：データを指すポインタ 
情報フィールド 4：データサイズ 

 IGMP のイネーブル  
nx_igmp_enable 

アイコン  

説明 
nx_igmp_enable に従って IGMP をイネーブルにしま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 IGMP 情報の取得  
nx_igmp_info_get 

アイコン  

説明 
nx_igmp_info_get に従って情報を取得します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信されたレポートの数 
情報フィールド 3：受信したクエリの数 
情報フィールド 4：参加したグループ 

 IGMP ループバックのディセーブル  
nx_igmp_loopback_disable 

アイコン  

説明 
nx_igmp_loopback_disable に従って IGMP ルー

プバックをディセーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IGMP ループバックのイネーブル  
nx_igmp_loopback_enable 

アイコン  

説明 
nx_igmp_loopback_enable に従って IGMP ルー

プバックをイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IGMP のマルチキャスト参加  
nx_igmp_multicast_join 

アイコン  

説明 
nx_igmp_multicast_join に従ってマルチキャスト

グループに参加します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：グループ IP アドレス 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IGMP マルチキャスト脱退  
nx_igmp_multicast_leave 

アイコン  

説明 
nx_igmp_multicast_leave に従ってマルチキャス

トグループから離脱します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ  
情報フィールド 2：グループ IP アドレス 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP アドレスの変更通知  
nx_ip_address_change_notify 

アイコン  

説明 
nx_ip_address_change_notifyに従って IPアドレ

スの変更通知を登録します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：コールバック関数のポインタ 
情報フィールド 3：追加情報を指すポインタ  
情報フィールド 4：使用されません。 
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 IP アドレスの取得  
nx_ip_address_get 

アイコン  

説明 
nx_ip_address_get に従って IP アドレスを取得し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：ネットワークマスク 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP アドレスの設定  
nx_ip_address_set 

アイコン  

説明 
nx_ip_address_set に従って IP アドレスを設定し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：ネットワークマスク 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP の作成  
nx_ip_create 

アイコン  

説明 
nx_ip_create に従って IP インスタンスを作成しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：IP アドレス 
情報フィールド 3：ネットワークマスク 
情報フィールド 4：既定のパケットプールを指すポイン

タ 

 IP の削除  
nx_ip_delete 

アイコン  

説明 
nx_ip_delete に従って IP インスタンスを削除します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP ドライバの直接コマンド  
nx_ip_driver_direct_command 

アイコン  

説明 
nx_ip_driver_direct_command に基づいた入出力ド

ライバの直接コマンドです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ドライバのコマンド 
情報フィールド 3：戻り値 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP フォワーディングのディセーブル  
nx_ip_fowarding_disable 

アイコン  

説明 
nx_ip_fowarding_disableに従って IPフォワーディン

グをディセーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 IP フォワーディングのイネーブル  
nx_ip_address_get 

アイコン  

説明 
nx_ip_forwarding_enable に従って IP フォワー

ディングをイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP フラグメントのディセーブル  
nx_ip_fragment_disable 

アイコン  

説明 
nx_ip_fragment_disable に従って IP フラグメント

をディセーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP フラグメンテーションのイネーブル  
nx_ip_fragment_enable 

アイコン  

説明 
nx_ip_fragment_enable に従って IP フラグメ

ンテーションをイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ゲートウェイ IP アドレスの設定  
nx_ip_gateway_address_set 

アイコン  

説明 
nx_ip_gateway_address_set に従ってゲート

ウェイ IP アドレスを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ゲートウェイ IP アドレス 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP 情報の取得  
nx_ip_info_get 

アイコン  

説明 
nx_ip_info_get に従って IP 情報を取得します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信した IP のバイト数 
情報フィールド 3：受信した IP のバイト数 
情報フィールド 4：ドロップした IP パケットの数 

 IP インターフェイスのアタッチ  
nx_ip_interface_attach 

アイコン  

説明 
nx_ip_interface_attach に従って、セカンダリネッ

トワークインターフェイスを IP インスタンスにア

タッチします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：インターフェイスの IP アドレス 
情報フィールド 3：IP インターフェイステーブルのイン

デックス（4） 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 IP インターフェイス情報の取得  
nx_ip_interface_info_get 

アイコン  

説明 
nx_ip_interface_info_get に従って指定したネット

ワークインターフェイスから取得したデータを指し

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ  
情報フィールド 2：インターフェイスの IP アドレス 
情報フィールド 3：インターフェイスの MAC アドレス

（MSB） 
情報フィールド 4：インターフェイスの MAC アドレス

（LSB） 

 IP Raw パケットのディセーブル  
nx_ip_raw_packet_disable 

アイコン  

説明 
nx_ip_raw_packet_disable に従って生の IP パ

ケット通信をディセーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP Raw パケットのイネーブル  
nx_ip_address_get 

アイコン  

説明 
nx_ip_raw_packet_enable に従って生の IP パ

ケット通信をイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP Raw パケットの受信  
nx_ip_raw_packet_receive 

アイコン  

説明 
nx_ip_raw_packet_receive に従って生の IP パ

ケットを受信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：待機オプション 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP Raw パケットの送信  
nx_ip_raw_packet_send 

アイコン  

説明 
nx_ip_raw_packet_send に従って Raw IP パケッ

トを送信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：送信先 IP アドレス 
情報フィールド 4：サービスの種類 

 IP の静的ルート追加  
nx_ip_static_route_add 

アイコン  

説明 
nx_ip_static_route_add に従って、IP インス

タンスのルーティングテーブルに静的ルートを

追加します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ネットワークアドレス 
情報フィールド 3：ネットワークマスク 
情報フィールド 4：ネクストホップ 
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 IP 静的ルートの削除  
nx_ip_static_route_delete 

アイコン  

説明 
nx_ip_static_route_deleteに従って、IPインスタ

ンスのルーティングテーブルから静的ルートを削

除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ネットワークアドレス 
情報フィールド 3：ネットワークマスク 
情報フィールド 4：使用されません。 

 IP のステータスチェック  
nx_ip_status_check 

アイコン  

説明 
nx_ip_status_checkに従って IP のステータスを

チェックします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：要求されたステータス 
情報フィールド 3：実際のステータス 
情報フィールド 4：待機オプション 

 IPSEC のイネーブル  
nx_ipsec_enable 

アイコン  

説明 
nx_ipsec_enable に従って、指定された IP インス

タンス上で IPSec サービスをイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 パケットの割り当て  
nx_packet_allocate 

アイコン  

説明 
nx_packet_allocate に従ってパケットを割り当てま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケットプールを指すポインタ 
情報フィールド 2：割り当てられたパケットを指すポイ

ンタ 
情報フィールド 3：パケットの種類 
情報フィールド 4：利用可能なパケット 

 パケットのコピー  
nx_packet_copy 

アイコン  

説明 
nx_packet_copy に従ってパケットをコピーします。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 2：新しいパケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：パケットプールを指すポインタ 
情報フィールド 4：待機オプション 

 パケットへのデータ追加  
nx_packet_data_append 

アイコン  

説明 
nx_packet_data_append に従ってパケットにデー

タを追加します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：データを指すポインタ 
情報フィールド 3：データサイズ 
情報フィールド 4：パケットプールを指すポインタ 
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 パケットデータ抽出オフセット  
nx_udp_source_extract_offset 

アイコン  

説明 
nx_udp_source_extract_offset に従って、パケット

から指定のバッファに抽出されたパケットデータを指

します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：指定されたバッファのサイズ 
情報フィールド 3：コピーしたバイト数 
情報フィールド 4：使用されません。 

 パケットデータの取得  
nx_packet_data_retrieve 

アイコン  

説明 
nx_packet_data_retrieve に従ってパケットからデー

タを取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：バッファの開始点を指すポインタ 
情報フィールド 3：コピーしたバイト数 
情報フィールド 4：使用されません。 

 パケット長の取得  
nx_packet_length_get 

アイコン  

説明 
nx_packet_length_getに従ってパケット長を取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：パケット長 
情報フィールド 3：使用されません。 
 情報フィールド 4：使用されません。 

 パケットプールの作成  
nx_packet_pool_create 

アイコン  

説明 
nx_packet_pool_create に従ってパケットプール

を作成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケットプールを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットのペイロードサイズ 
情報フィールド 3：プールのメモリ領域を指すポインタ 
情報フィールド 4：プールのメモリ領域のサイズ 

 パケットプールの削除  
nx_packet_pool_delete 

アイコン  

説明 
nx_packet_pool_delete に従ってパケットプール

を削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケットプールを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 パケットプール情報の取得  
nx_packet_pool_info_get 

アイコン  

説明 
nx_packet_pool_info_get に従ってパケットプール情

報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケットプールを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットの合計数 
情報フィールド 3：利用可能なパケット 
情報フィールド 4：空の要求 
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 パケットの解放  
nx_packet_release 

アイコン  

説明 
nx_packet_release に従ってパケットを解放します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットのステータス 
情報フィールド 3：利用可能なパケット 
情報フィールド 4：使用されません。 

 送信パケットの解放  
nx_packet_transmit_release 

アイコン  

説明 
nx_packet_transmit_release に従って送信パケット

を解放します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：パケットのステータス 
情報フィールド 3：利用可能なパケット 
情報フィールド 4：使用されません。 

 RARP のディセーブル  
nx_rarp_disable 

アイコン  

説明 
nx_rarp_disable に従って RARP をディセーブルにし

ます。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 RARP のイネーブル  
nx_rarp_enable 

アイコン  

説明 
nx_rarp_enable に従って RARP をイネーブルにしま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 RARP 情報の取得  
nx_rarp_info_get 

アイコン  

説明 
nx_rarp_info_getに従ってRARP情報を取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信した要求数 
情報フィールド 3：受信した要求数 
情報フィールド 4：無効な要求 

 システムの初期化  
nx_system_initialize 

アイコン  

説明 
nx_system_initializeに従ってNetXを初期化します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
料
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 ユーザーガイド 

 TCP クライアントソケットのバインド  
nx_tcp_client_socket_bind 

アイコン  

説明 
nx_tcp_client_socket_bind に従ってクライアント

ソケットをバインドします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：要求されたポート 
情報フィールド 4：待機オプション 

 TCP クライアントソケットの接続  
nx_tcp_client_socket_connect 

アイコン  

説明 
nx_tcp_client_socket_connect に従ってクライア

ントソケットの接続を行います。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：サーバーの IP アドレス 
情報フィールド 4：要求されたサーバーポート 

 TCP クライアントソケットのポート取得  
nx_tcp_client_socket_port_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_client_socket_port_get に従ってクラ

イアントソケットのポート番号を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ポート番号  
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP クライアントソケットのバインド解除  
nx_tcp_client_socket_unbind 

アイコン  

説明 
nx_tcp_client_socket_unbind に従ってソケットと

ポートの関連付けを解除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP のイネーブル  
nx_tcp_enable 

アイコン  

説明 
nx_tcp_enableに従って TCPをイネーブルにします。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 空き TCP ポートの検索  
nx_tcp_free_port_find 

アイコン  

説明 
nx_tcp_free_port_find に従って空いている TCP
ポートを検索します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：検索するポートの開始番号 
情報フィールド 3：空きポートの番号 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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 TCP ソケットの使用可能バイト数  
nx_tcp_socket_bytes_available 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_bytes_available に従って、指定した

TCP の受信ソケットで使用可能なバイト数を示しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：TCP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ソケットで受信したバイト数 
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP ソケットの作成  
nx_tcp_socket_create 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_create に従って TCP ソケットを作

成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：サービスの種類 
情報フィールド 4：受信ウィンドウサイズ 

 TCP ソケットの削除  
nx_tcp_socket_delete 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_delete に従ってソケットを削除しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ソケットの状態 
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP ソケットの切断  
nx_tcp_socket_disconnect 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_disconnectに従ってソケットを切

断します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：待機オプション 
情報フィールド 4：ソケットの状態 

 TCP ソケット情報の取得  
nx_tcp_socket_info_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_info_get に従ってソケットに関

する情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：このソケットから送信したバイト数こ

のソケットで受信したバイト数 

 TCP ソケットの MSS 取得  
nx_tcp_socket_mss_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_mss_get に従ってソケットの

MSS を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：最大セグメントサイズ（MSS） 
情報フィールド 4：ソケットの状態 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

 TCP ソケットピアの MSS 取得  
nx_tcp_socket_mss_peer_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_mss_peer_get に従ってソケット

のピアの MSS 値を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ピアの MSS 情報 
情報フィールド 4：ソケットの状態 

 TCP ソケットの MSS 設定  
nx_tcp_socket_mss_set 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_mss_set に従ってソケットの MSS
を設定します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：MSS 
情報フィールド 4：ソケットの状態 

 TCP ソケットピアの情報取得  
nx_tcp_socket_peer_info_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_peer_info_get に従って、TCP ソ

ケットから取得したピア（接続ホストなど）の IP アド

レスとポートに関する情報を示します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：TCP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：ピアの IP アドレス 
情報フィールド 3：ピアのポート番号 
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP ソケットの受信  
nx_tcp_socket_receive 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_receive に従ってソケットからデータ

を受信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：受信パケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：受信したパケット長 
情報フィールド 4：受信シーケンス番号 

 TCP ソケットの受信通知  
nx_tcp_socket_receive_notify 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_receive_notify に従ってソケット

の通知コールバックを登録します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：通知コールバックを受信するポイン

タ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 TCP ソケットの送信  
nx_tcp_socket_send 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_send に従ってソケットのデータを

送信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 3：パケット長 
情報フィールド 4：送信シーケンス番号 

参
考
資
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 TCP ソケットの状態待機  
nx_tcp_socket_state_wait 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_state_waitに従ってソケットが特定の

状態になるまで待機することを指します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：希望するソケットの状態 
情報フィールド 4：以前のソケットの状態 

 TCP ソケットの送信設定  
nx_tcp_socket_transmit_configure 

アイコン  

説明 
nx_tcp_socket_transmit_configure に従っ

て、ソケットの送信オプションを設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：送信キューの長さ 
情報フィールド 4：タイムアウト値 

 TCP ソケットのウィンドウサイズ更新通知の設定  
nx_tcp_window_update_notify_set event 

アイコン  

説明 
nx_tcp_window_update_notify_setに従って、リモー

トホストの受信ウィンドウサイズの増加通知を TCP ソ

ケットが受信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：TCP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP のイネーブル  
nx_udp_enable 

アイコン  

説明 
nx_udp_enable に従って UDP をイネーブルにしま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 空き UDP ポートの検索  
nx_udp_free_port_find 

アイコン  

説明 
nx_udp_free_port_find に従って空いている UDP
ポートを検索します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：検索を開始するポート 
情報フィールド 3：空きポート 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP 情報の取得  
nx_udp_info_get 

アイコン  

説明 
nx_udp_info_get に従って情報を取得します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：送信した UDP データのバイト数 
情報フィールド 3：受信した UDP データのバイト数 
情報フィールド 4：無効なパケットの数 

参
考
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 ユーザーガイド 

 UDP ソケットのバインド  
nx_udp_socket_bind 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_bind に従って UDP ソケットを

ポートにバインドします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ポート番号 
情報フィールド 4：待機オプション 

 UDP ソケットの使用可能バイト数  
nx_udp_socket_bytes_available 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_bytes_available に従って UDP ソ

ケットで受信した最新のバイト数を示します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ソケットで受信したバイト数 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP ソケットチェックサムのディセーブル  
nx_udp_socket_checksum_disable 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_checksum_disable に従っ

て、UDP ソケット上のデータのチェックサムを

ディセーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP ソケットチェックサムのイネーブル  
nx_udp_socket_checksum_enable 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_checksum_enable に従って、チェッ

クサム処理をイネーブルにします。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP ソケットの作成  
nx_udp_socket_create 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_create に従って UDP ソケットを

作成します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：サービスの種類 
情報フィールド 4：キューの最大受信数 

 UDP ソケットの削除  
nx_udp_socket_delete event 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_delete event に従って UDP ソ

ケットを削除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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 UDP ソケット情報の取得  
nx_udp_socket_info_get event 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_info_get に従って UDP ソケット

に関する情報を取得します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ソケットを介して送信したバイト数 
情報フィールド 4：ソケットを介して受信したバイト数 

 UDP ソケットのインターフェイス設定  
nx_udp_socket_interface_set event 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_interface_set に従って、特定のイン

ターフェイスを指定した UDP ソケットの送信用イン

ターフェイスに設定します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：UDP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットのインターフェイスに対応す

るインデックス 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP ソケットのポート取得  
nx_udp_socket_port_get 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_port_get に従って、指定した UDP
ソケットがバインドされている UDP ポートを取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：UDP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ポート番号： 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UDP ソケットの受信  
nx_udp_socket_receive 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_receive に従って、指定した UDP ソ

ケットでデータを受信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：UDP ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：受信パケットを指すポインタ 
情報フィールド 4：受信パケットサイズ 

 UDP ソケットの受信通知  
nx_udp_socket_receive_notify 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_receive_notify に従って、受信通

知コールバックを登録します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：通知関数を受信するポインタ 
情報フィールド 4：使用されません。 

 UCP ソケットの送信  
nx_udp_socket_send 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_send に従って、UDP ソケットを介し

てデータを送信します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 2：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 3：パケット長 
情報フィールド 4：送信先の IP アドレス 

参
考
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 ユーザーガイド 

UCP ソケットのバインド解除  
nx_udp_socket_unbind 

アイコン  

説明 
nx_udp_socket_unbind に従って UDP ポートとソ

ケットのバインドを解除します。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ 
情報フィールド 3：ポート番号 
情報フィールド 4：使用されません。 

UDP ソースの抽出  
nx_udp_source_extract 

アイコン  

説明 
nx_udp_source_extract に従って、受信した UDP
パケットから IP アドレスとポート番号を取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：パケット情報を指すポインタ 
情報フィールド 2：送信元の IP アドレス 
情報フィールド 3：送信元のポート番号 
情報フィールド 4：使用されません。 
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USBX トレースイベント 

 

本章では TraceX で表示される USBX イベントについて

説明します。 

 イベントおよびアイコン一覧 172 

 イベントの説明 182 
 

  

参
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 ユーザーガイド 

イベントおよびアイコン一覧 
次に、TraceX によって表示される USBX イベントを示し

ます。 

アイコン 意味 

 デバイスクラス CDC のアクティブ化（ux_device_class_cdc_activate） 

 デバイスクラス CDC の非アクティブ化（ux_device_class_cdc_deactivate） 

 デバイスクラス CDC の読み取り（ux_device_class_cdc_read） 

 デバイスクラス CDC の書き込み（ux_device_class_cdc_write） 

 デバイスクラス Dpump のアクティブ化（ux_device_class_dpump_activate） 

 デバイスクラス Dpump の非アクティブ化（ux_device_class_dpump_deactivate） 

 デバイスクラス Dpump の読み取り（ux_device_class_dpump_read） 

 
デバイスクラス Dpump の書き込み（ux_device_class_dpump_write） 

 
デバイスクラス HID のアクティブ化（ux_device_class_hid_activate） 

 デバイスクラス HID の非アクティブ化（ux_device_class_hid_deactivate） 

 
デバイスクラス HID のディスクリプタ送信（ux_device_class_hid_descriptor_send） 

 
デバイスクラス HID のイベント取得（ux_device_class_hid_event_get） 

 
デバイスクラス HID のイベント設定（ux_device_class_hid_event_set） 

 
デバイスクラス HID のレポート取得（ux_device_class_hid_report_get） 

 
デバイスクラス HID のレポート設定（ux_device_class_hid_report_set） 

 
デバイスクラス Pima のアクティブ化（ux_device_class_pima_activate） 

 
デバイスクラス Pima の非アクティブ化（ux_device_class_pima_deactivate） 

 
デバイスクラス Pima のデバイス情報送信

（ux_device_class_pima_device_info_send） 

 
デバイスクラス Pima のイベント取得（ux_device_class_pima_event_get） 

参
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デバイスクラス Pima のイベント設定（ux_device_class_pima_event_set） 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト追加（ux_device_class_pima_object_add） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ取得

（ux_device_class_pima_object_data_get） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ送信

（ux_device_class_pima_object_data_send） 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト削除（ux_device_class_pima_object_delete） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクトハンドル送信

（ux_device_class_pima_object_handles_send） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクト情報取得

（ux_device_class_pima_object_info_get） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクト情報送信

（ux_device_class_pima_object_info_send） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクト数送信

（ux_device_class_pima_objects_number_send） 

 
デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ一部取得

（ux_device_class_pima_partial_object_data_get） 

 デバイスクラス Pima の応答送信（ux_device_class_pima_response_send） 

 
デバイスクラス Pima のストレージ ID 送信

（ux_device_class_pima_storage_id_send） 

 
デバイスクラス Pima のストレージ情報送信

（ux_device_class_pima_storage_info_send） 

 デバイスクラス RNDIS のアクティブ化（ux_device_class_rndis_activate） 

 デバイスクラス RNDIS の非アクティブ化（ux_device_class_rndis_deactivate） 

 
デバイスクラス RNDIS のキープアライブ送信

（ux_device_class_rndis_msg_keep_alive） 

 
デバイスクラス RNDIS のメッセージクエリ（ux_device_class_rndis_msg_query） 

 
デバイスクラス RNDIS のメッセージリセット（ux_device_class_rndis_msg_reset） 

 
デバイスクラス RNDIS のメッセージ設定（ux_device_class_rndis_msg_set） 

 
デバイスクラス RNDIS のパケット受信（ux_device_class_rndis_packet_receive） 

 
デバイスクラス RNDIS のパケット送信（ux_device_class_rndis_packet_transmit） 

 
デバイスクラス Storage のアクティブ化（ux_device_class_storage_activate） 
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 ユーザーガイド 

 
デバイスクラス Storage の非アクティブ化（ux_device_class_storage_deactivate） 

 
デバイスクラス Storage のフォーマット（ux_device_class_storage_format） 

 
デバイスクラス Storage の問い合わせ（ux_device_class_storage_inquiry） 

 
デバイスクラス Storage のモード選択（ux_device_class_storage_mode_select） 

 
デバイスクラスStorageのモードセンス（ux_device_class_storage_mode_sense） 

 
デバイスクラス Storage のメディア取り外し禁止/許可

（ux_device_class_storage_prevent_allow_media_removal） 

 
デバイスクラス Storage の読み取り（ux_device_class_storage_read） 

 
デバイスクラス Storage の容量読み取り

（ux_device_class_storage_read_capacity） 

 
デバイスクラス Storage のフォーマット容量読み取り

（ux_device_class_storage_read_format_capacity） 

 デバイスクラス Storage の TOC 読み取り（ux_device_class_storage_read_toc） 

 
デバイスクラス Storage のセンスデータ要求

（ux_device_class_storage_request_sense） 

 デバイスクラス Storage の開始/停止（ux_device_class_storage_start_stop） 

 
デバイスクラス Storage の準備状態チェック

（ux_device_class_storage_test_ready） 

 デバイスクラス Storage の検証（ux_device_class_storage_verify） 

 デバイスクラス Storage の書き込み（ux_device_class_storage_write） 

 デバイススタックの代替設定取得（ux_device_stack_alternate_setting_get） 

 デバイススタックの代替設定の設定（ux_device_stack_alternate_setting_set） 

 デバイススタックのクラス登録（ux_device_stack_class_register） 

 デバイススタックの機能クリア（ux_device_stack_clear_feature） 

 デバイススタックの構成取得（ux_device_stack_configuration_get） 

 デバイススタックの構成設定（ux_device_stack_configuration_set） 

 
デバイススタックの接続（ux_device_stack_connect） 
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Express Logic 

 
デバイススタックのディスクリプタ送信（ux_device_stack_descriptor_send） 

 
デバイススタックの切断（ux_device_stack_disconnect） 

 デバイススタックのエンドポイントのストール（ux_device_stack_endpoint_stall） 

 
デバイススタックのステータス取得（ux_device_stack_get_status） 

 
デバイススタックのホストウェイクアップ（ux_device_stack_host_wakeup） 

 
デバイススタックの初期化（ux_device_stack_initialize） 

 デバイススタックのインターフェイス削除（ux_device_stack_interface_delete） 

 デバイススタックのインターフェイス取得（ux_device_stack_interface_get） 

 デバイススタックのインターフェイス設定（ux_device_stack_interface_set） 

 デバイススタックの機能設定（ux_device_stack_set_feature） 

 デバイススタックの転送アボート（ux_device_stack_transfer_abort） 

 
デバイススタックのすべてを転送要求のアボート

（ux_device_stack_transfer_all_request_abort） 

 デバイススタックの転送要求（ux_device_stack_transfer_request） 

 ホストクラス ASIX のアクティブ化（ux_host_class_asix_activate） 

 ホストクラス ASIX の非アクティブ化（ux_host_class_asix_deactivate） 

 ホストクラス ASIX の割り込み通知（ux_host_class_asix_interrupt_notification） 

 ホストクラス ASIX の読み取り（ux_host_class_asix_read） 

 ホストクラス ASIX の書き込み（ux_host_class_asix_write） 

 ホストクラス Audio のアクティブ化（ux_host_class_audio_activate） 

 
ホストクラス Audio のコントロール値取得

（ux_host_class_audio_control_value_get） 

 
ホストクラス Audio のコントロール値設定

（ux_host_class_audio_control_value_set） 

 
ホストクラス Audio の非アクティブ化（ux_host_class_audio_deactivate） 
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 ユーザーガイド 

 
ホストクラス Audio の読み取り（ux_host_class_audio_read） 

 
ホストクラス Audio のストリーミングサンプリング取得

（ux_host_class_audio_streaming_sampling_get） 

 
ホストクラス Audio のストリーミングサンプリング設定

（ux_host_class_audio_streaming_sampling_set） 

 ホストクラス Audio の書き込み（ux_host_class_audio_write） 

 ホストクラス CDC ACM のアクティブ化（ux_host_class_cdc_acm_activate） 

 ホストクラス CDC ACM の非アクティブ化（ux_host_class_cdc_acm_deactivate） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL パイプ送信の入力アボート

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_abort_in_pipe） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL パイプ送信の出力アボート

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_abort_out_pipe） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL のデバイスステータス取得

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_get_device_status） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL のラインコーディング取得

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_get_line_coding） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL の通知コールバック

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_notification_callback） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL のブレーク送信

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_send_break） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL のラインコーディング設定

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_set_line_coding） 

 
ホストクラス CDC ACM IOCTL のラインステート設定

（ux_host_class_cdc_acm_ioctl_set_line_state） 

 ホストクラス CDC ACM の読み取り（ux_host_class_cdc_acm_read） 

 ホストクラス CDC ACM の受信開始（ux_host_class_cdc_acm_reception_start） 

 ホストクラス CDC ACM の受信停止（ux_host_class_cdc_acm_reception_stop） 

 ホストクラス CDC ACM の書き込み（ux_host_class_cdc_acm_write） 

 ホストクラス Dpump のアクティブ化（ux_host_class_dpump_activate） 

 ホストクラス Dpump の非アクティブ化（ux_host_class_dpump_deactivate） 
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Express Logic 

 
ホストクラス Dpump の読み取り（ux_host_class_dpump_read） 

 
ホストクラス Dpump の書き込み（ux_host_class_dpump_write） 

 ホストクラス HID のアクティブ化（ux_host_class_hid_activate） 

 ホストクラス HID のクライアント登録（ux_host_class_hid_client_register） 

 ホストクラス HID の非アクティブ化（ux_host_class_hid_deactivate） 

 ホストクラス HID のアイドル取得（ux_host_class_hid_idle_get） 

 ホストクラス HID のアイドル状態設定（ux_host_class_hid_idle_set） 

 
ホストクラス HID キーボードのアクティブ化

（ux_host_class_hid_keyboard_activate） 

 
ホストクラス HID キーボードの非アクティブ化

（ux_host_class_hid_keyboard_deactivate） 

 ホストクラス HID マウスのアクティブ化（ux_host_class_hid_mouse_activate） 

 ホストクラス HID マウスの非アクティブ化（ux_host_class_hid_mouse_deactivate） 

 
ホストクラス HID リモートコントロールのアクティブ化

（ux_host_class_hid_remote_control_activate） 

 
ホストクラス HID リモートコントロールの非アクティブ化

（ux_host_class_hid_remote_control_deactivate） 

 ホストクラス HID のレポート取得（ux_host_class_hid_report_get） 

 ホストクラス HID のレポート設定（ux_host_class_hid_report_set） 

 ホストクラス HUB のアクティブ化（ux_host_class_hub_activate） 

 ホストクラス HUB の変更検出（ux_host_class_hub_change_detect） 

 ホストクラス HUB の非アクティブ化（ux_host_class_hub_deactivate） 

 
ホストクラス HUB のポート変更接続処理

（ux_host_class_hub_port_change_connection_process） 

 
ホストクラス HUB のポート変更イネーブル処理

（ux_host_class_hub_port_change_enable_process） 

 
ホストクラス HUB のポート変更過電流処理

（ux_host_class_hub_port_change_over_current_process） 

 
ホストクラス HUB のポート変更リセット処理

（ux_host_class_hub_port_change_reset_process） 
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 ユーザーガイド 

 
ホストクラス HUB のポート変更中断処理

（ux_host_class_hub_port_change_suspend_process） 

 ホストクラス Pima のアクティブ化（ux_host_class_pima_activate） 

 ホストクラス Pima の非アクティブ化（ux_host_class_pima_deactivate） 

 ホストクラスPimaのデバイス情報の取得（ux_host_class_pima_device_info_get） 

 ホストクラス Pima のデバイスのリセット（ux_host_class_pima_device_reset） 

 ホストクラス Pima の通知（ux_host_class_pima_notification） 

 
ホストクラス Pima のオブジェクト数の取得

（ux_host_class_pima_num_objects_get） 

 ホストクラス Pima のオブジェクトクローズ（ux_host_class_pima_object_close） 

 ホストクラス Pima のオブジェクトコピー（ux_host_class_pima_object_copy） 

 ホストクラス Pima のオブジェクト削除（ux_host_class_pima_object_delete） 

 ホストクラス Pima のオブジェクト取得（ux_host_class_pima_object_get） 

 ホストクラスPimaのオブジェクト情報取得（ux_host_class_pima_object_info_get） 

 
ホストクラス Pima のオブジェクト情報送信

（ux_host_class_pima_object_info_send） 

 ホストクラス Pima のオブジェクト移動（ux_host_class_pima_object_move） 

 ホストクラス Pima のオブジェクト送信（ux_host_class_pima_object_send） 

 
ホストクラス Pima のオブジェクト転送アボート

（ux_host_class_object_transfer_abort） 

 ホストクラス Pima の読み取り（ux_host_class_pima_read） 

 ホストクラス Pima の要求取り消し（ux_host_class_pima_request_cancel） 

 ホストクラス Pima のセッションクローズ（ux_host_class_pima_session_close） 

 ホストクラス Pima のセッションオープン（ux_host_class_pima_session_open） 

 ホストクラス Pima のストレージ ID 取得（ux_host_class_pima_storage_ids_get） 

 
ホストクラスPimaのストレージ情報取得（ux_host_class_pima_storage_info_get） 
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Express Logic 

 
ホストクラス Pima の Thumb 取得（ux_host_class_pima_thumb_get） 

 ホストクラス Pima の書き込み（ux_host_class_pima_write） 

 
ホストクラス Printer のアクティブ化（ux_host_class_pima_activate） 

 
ホストクラス Printer の非アクティブ化（ux_host_class_printer_deactivate） 

 ホストクラス Printer 名の取得（ux_host_class_printer_name_get） 

 ホストクラス Printer の読み取り（ux_host_class_printer_read） 

 ホストクラス Printer のソフトリセット（ux_host_class_printer_soft_reset） 

 ホストクラス Printer のステータス取得（ux_host_class_printer_status_get） 

 ホストクラス Printer の書き込み（ux_host_class_printer_write） 

 ホストクラス Prolific のアクティブ化（ux_host_class_prolific_activate） 

 ホストクラス Prolific の非アクティブ化（ux_host_class_prolific_deactivate） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の入力アボート

(ux_host_class_prolific_ioctl_abort_in_pipe) 

 
ホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の出力アボート

（ux_host_class_prolific_ioctl_abort_out_pipe） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl のデバイスステータス取得

（ux_host_class_prolific_ioctl_get_device_status） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl のラインコーディング取得

（ux_host_class_prolific_ioctl_get_line_coding） 
 ホストクラス Prolific Ioctl のパージ（ux_host_class_prolific_activate） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl のデバイスステータス変更レポート

（ux_host_class_prolific_ioctl_report_device_status_change） 

 ホストクラス Prolific Ioctl のブレーク送信

（ux_host_class_prolific_ioctl_send_break） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl のラインコーディング設定

（ux_host_class_prolific_ioctl_set_line_coding） 

 
ホストクラス Prolific Ioctl のラインステート設定

（ux_host_class_prolific_ioctl_set_line_state） 

 ホストクラス Prolific の読み取り（ux_host_class_prolific_read） 

 
ホストクラス Prolific の受信開始（ux_host_class_prolific_reception_start） 
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 ユーザーガイド 

 
ホストクラス Prolific の受信停止（ux_host_class_prolific_reception_stop） 

 ホストクラス Prolific の書き込み（ux_host_class_prolific_write） 

 ホストクラス Storage のアクティブ化（ux_host_class_storage_activate） 

 ホストクラス Storage の非アクティブ化（ux_host_class_storage_deactivate） 

 
ホストクラス Storage のメディア容量取得

（ux_host_class_storage_media_capacity_get） 

 
ホストクラス Storage のメディアフォーマット容量取得

（ux_host_class_storage_media_format_capacity_get） 

 ホストクラス Storage のメディアマウント（ux_host_class_storage_media_mount） 

 ホストクラス Storage のメディアオープン（ux_host_class_storage_media_open） 

 ホストクラス Storage のメディア読み取り（ux_host_class_storage_media_read） 

 ホストクラス Storage のメディア書き込み（ux_host_class_storage_media_write） 

 
ホストクラス Storage のセンスデータ要求

（ux_host_class_storage_request_sense） 

 ホストクラス Storage の開始/停止（ux_host_class_storage_start_stop） 

 ホストクラス Storage のユニット準備チェック（ux_host_class_storage_activate） 

 ホストスタッククラスのインスタンス作成（ux_host_stack_class_instance_create） 

 ホストスタッククラスのインスタンス削除（ux_host_stack_class_instance_destroy） 

 ホストスタック構成の削除（ux_host_stack_configuration_delete） 

 
ホストスタック構成のエニュメレーション

（ux_host_stack_configuration_enumerate） 

 
ホストスタック構成のインスタンス作成

（ux_host_stack_configuration_instance_create） 

 
ホストスタック構成のインスタンス削除

（ux_host_stack_configuration_instance_delete） 

 ホストスタック構成の設定（ux_host_stack_configuration_set） 

 ホストスタックのデバイスアドレス設定（ux_host_stack_device_set） 

 ホストスタックのデバイス構成の取得（ux_host_stack_device_configuration_get） 
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Express Logic 

 
ホストスタックのデバイス構成の選択

（ux_host_stack_device_configuration_select） 

 
ホストスタックのデバイスディスクリプタの読み取り

（ux_host_stack_device_descriptor_read） 

 ホストスタックのデバイス取得（ux_host_stack_device_get） 

 ホストスタックのデバイス削除（ux_host_stack_device_get） 

 ホストスタックのデバイスリソース解放（ux_host_stack_device_resource_free） 

 
ホストスタックのエンドポイントインスタンス作成

（ux_host_stack_endpoint_instance_create） 

 
ホストスタックのエンドポイントインスタンス削除

（ux_host_stack_endpoint_instance_delete） 

 ホストスタックのエンドポイントリセット（ux_host_stack_endpoint_reset） 

 
ホストスタックのエンドポイント転送アボート

（ux_host_stack_endpoint_transfer_abort） 

 
ホストスタックのホストコントローラ登録（ux_host_stack_hcd_register） 

 
ホストスタックの初期化（ux_host_stack_initialize） 

 
ホストスタックのインターフェイスエンドポイント取得

（ux_host_stack_interface_endpoint_get） 

 
ホストスタックのインターフェイスインスタンス作成

（ux_host_stack_interface_instance_create） 

 
ホストスタックのインターフェイスインスタンス削除

（ux_host_stack_interface_instance_delete） 

 ホストスタックのインターフェイス設定（ux_host_stack_interface_set） 

 
ホストスタックのインターフェイス設定の選択

（ux_host_stack_interface_setting_select） 

 ホストスタック構成の新規作成（ux_host_stack_new_configuration_create） 

 ホストスタックの新規デバイス作成（ux_host_stack_new_device_create） 

 ホストスタックの新規エンドポイント作成（ux_host_stack_new_endpoint_create） 

 ホストスタックのルートハブ変更処理（ux_host_stack_rh_change_process） 

 ホストスタックのルートハブデバイス抽出（ux_host_stack_rh_device_extraction） 

 ホストスタックのルートハブデバイス挿入（ux_host_stack_rh_device_insertion） 
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 ユーザーガイド 

 
ホストスタックの転送要求（ux_host_stack_transfer_request） 

 
ホストスタックの転送要求アボート（ux_host_stack_transfer_request_abort） 

 USBX エラー（ux_error） 

 
イベントの説明 

以降のページでは、USBXのトレースイベントについて説

明します。 
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Express Logic 

 デバイスクラス CDC のアクティブ化  
ux_device_class_cdc_activate 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスCDCのアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス CDC の非アクティブ化  
ux_device_class_cdc_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス CDC の非アクティブ化イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス CDC の読み取り  
ux_device_class_cdc_read 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス CDC の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス CDC の書き込み  
ux_device_class_cdc_write 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス CDC の書き込みイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Dpump のアクティブ化  
ux_device_class_dpump_activate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Dpump のアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Dpump の非アクティブ化  
ux_device_class_dpump_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスDpumpの非アクティブ化イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 デバイスクラス Dpump の読み取り  
ux_device_class_dpump_read 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Dpump の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：バッファ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Dpump の書き込み  
ux_device_class_dpump_write 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Dpump の書き込みイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID のアクティブ化  
ux_device_class_hid_activate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID の非アクティブ化  
ux_device_class_hid_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID の非アクティブ化イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID のディスクリプタ送信  
ux_device_class_hid_descriptor_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のディスクリプタ送信イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ディスクリプタの種類。 
情報フィールド 3：要求インデックス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID のイベント取得  
ux_device_class_hid_event_get 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のイベント取得イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 デバイスクラス HID のイベント設定  
ux_device_class_hid_event_set 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のイベント設定イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID のレポート取得  
ux_device_class_hid_report_get 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のレポート取得イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ディスクリプタの種類。 
情報フィールド 3：要求インデックス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス HID のレポート設定  
ux_device_class_hid_report_set 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス HID のレポート設定イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ディスクリプタの種類。 
情報フィールド 3：要求インデックス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のアクティブ化  
ux_device_class_pima_activate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima の非アクティブ化  
ux_device_class_pima_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima の非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のデバイス情報送信  
ux_device_class_pima_device_info_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のデバイス情報送信イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 デバイスクラス Pima のイベント取得  
ux_device_class_pima_event_get 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のイベント取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：Pima のイベント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のイベント設定  
ux_device_class_pima_event_set 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のイベント設定イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：Pima のイベント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト追加  
ux_device_class_pima_object_add 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のオブジェクト追加イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ取得  
ux_device_class_pima_object_data_get 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスPimaのオブジェクトデータ取得

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ送信  
ux_device_class_pima_object_data_send 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラス Pimaのオブジェクトデータ送信

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト削除  
ux_device_class_pima_object_delete 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラス Pimaのオブジェクト削除イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 デバイスクラス Pima のオブジェクトハンドル送信  
ux_device_class_pima_object_handles_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のオブジェクトハンドル送

信イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ストレージ ID。 
情報フィールド 3：オブジェクトフォーマットコード。 
情報フィールド 4：オブジェクトの関連付け。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト情報取得  
ux_device_class_pima_object_info_get 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスPimaのオブジェクト情報取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト情報送信  
ux_device_class_pima_object_info_send 

アイコン  

説明 
USBXのデバイスクラスPimaのオブジェクト情送信イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のオブジェクト数送信  
ux_device_class_pima_objects_number_send 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスPimaのオブジェクト数送信イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ストレージ ID。 
情報フィールド 3：オブジェクトのフォーマットコード。 
情報フィールド 4：オブジェクトアソシエート 

 デバイスクラス Pima のオブジェクトデータ 
 一部取得  

ux_device_class_pima_partial_object_data_get 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラス Pimaのオブジェクトデータ一部

取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：要求オフセット。 
情報フィールド 4：要求された長さ。 

 デバイスクラス Pima の応答送信  
ux_device_class_pima_response_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima の応答送信イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：応答コード。 
情報フィールド 3：番号パラメータ。 
情報フィールド 4：Pima のパラメータ 1。 
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 ユーザーガイド 

 デバイスクラス Pima のストレージ ID 送信  
ux_device_class_pima_storage_id_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Pima のストレージ ID 送信イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Pima のストレージ情報送信  
ux_device_class_pima_storage_info_send 

アイコン  

説明 
USBX のデバイスクラス Pima のストレージ情報送信

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のアクティブ化  
ux_device_class_rndis_activate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS の非アクティブ化  
ux_device_class_rndis_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラス RNDISの非アクティブ化イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のキープアライブ送信  
ux_device_class_rndis_msg_keep_alive 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のキープアライブ送信

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のメッセージクエリ  
ux_device_class_rndis_msg_query 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のメッセージクエリイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：RNDIS OID。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 デバイスクラス RNDIS のメッセージリセット  
ux_device_class_rndis_msg_reset 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のメッセージリセットイ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のメッセージ設定  
ux_device_class_rndis_msg_set 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスRNDISのメッセージ設定イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：RNDIS OID。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のパケット受信  
ux_device_class_rndis_packet_receive 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のパケット受信イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス RNDIS のパケット送信  
ux_device_class_rndis_packet_transmit 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス RNDIS のパケット送信イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のアクティブ化  
ux_device_class_storage_activate 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスStorageのアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の非アクティブ化  
ux_device_class_storage_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の非アクティブ化イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 デバイスクラス Storage のフォーマット  
ux_device_class_storage_format 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage のフォーマットイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の問い合わせ  
ux_device_class_storage_inquiry 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の問い合わせイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のモード選択  
ux_device_class_storage_mode_select 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage のモード選択イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のモードセンス  
ux_device_class_storage_mode_sense 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスStorageのモードセンスイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のメディア 
 取り外し禁止/許可  

ux_device_class_storage_prevent_allow_media_removal 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage のメディア取り外し禁

止/許可イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の読み取り  
ux_device_class_storage_read 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：セクタ。 
情報フィールド 4：セクタへの番号の割り振り。 
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Express Logic 

 デバイスクラス Storage の容量読み取り  
ux_device_class_storage_read_capacity 

アイコン  

説明 
USBXのデバイスクラスStorageの容量読み取りイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のフォーマット容量読み取り  
ux_device_class_storage_read_format_capacity 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage のフォーマット容量読

み取りイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の TOC 読み取り  
ux_device_class_storage_read_toc 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の TOC 読み取りイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage のセンスデータ要求  
ux_device_class_storage_request_sense 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage のセンスデータ要求イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：センスキー。 
情報フィールド 4：コード。 

 デバイスクラス Storage の開始/停止  
ux_device_class_storage_start_stop 

アイコン  

説明 
USBXデバイスクラスStorageの開始/停止イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の準備状態チェック  
ux_device_class_storage_test_ready 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の準備状態の確認イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 デバイスクラス Storage の検証  
ux_device_class_storage_verify 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の検証イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイスクラス Storage の書き込み  
ux_device_class_storage_write 

アイコン  

説明 
USBX デバイスクラス Storage の書き込みイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：LUN（論理ユニット番号）。 
情報フィールド 3：セクタ。 
情報フィールド 4：セクタへの番号の割り振り。 

 デバイススタックの代替設定取得  
ux_device_stack_events_base 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの代替設定取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイスの値。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの代替設定の設定  
ux_device_stack_alternate_setting_get 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの代替設定の設定イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイスの値。 
情報フィールド 2：代替設定値。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのクラス登録  
ux_device_stack_class_register 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックのクラス登録イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラス名。 
情報フィールド 2：インターフェイスの番号。 
情報フィールド 3：パラメータ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタッククラスの機能クリア  
ux_device_stack_clear_feature 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタッククラスの機能クリアイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：要求タイプ。 
情報フィールド 2：要求値。 
情報フィールド 3：要求インデックス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

 デバイススタックの構成取得  
ux_device_stack_configuration_get t 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの構成取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：構成値。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの構成設定  
ux_device_stack_configuration_set 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの構成設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：構成値。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの接続  
ux_device_stack_connect 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックディスクリプタの送信イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのディスクリプタ送信  
ux_device_stack_descriptor_send 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックのディスクリプタ送信イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ディスクリプタの種類。 
情報フィールド 2：要求インデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの切断  
ux_device_stack_disconnect 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックの切断イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのエンドポイントのストール  
ux_device_stack_endpoint_stall 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックのエンドポイントのストール

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：エンドポイント。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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 ユーザーガイド 

 デバイススタックのステータス取得  
ux_device_stack_get_status 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックステータス取得イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのホストウェイクアップ  
ux_device_stack_host_wakeup 

アイコン  

説明 
USBXデバイススタックのホストウェイクアップイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの初期化  
ux_device_stack_initialize 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの初期化イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのインターフェイス削除  
ux_device_stack_interface_delete 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックのインターフェイス削除イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのインターフェイス取得  
ux_device_stack_interface_get 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックのインターフェイス取得イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイスの値。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのインターフェイス設定  
ux_device_stack_interface_set 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックのインターフェイス設定イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：要求値。 
情報フィールド 2：要求インデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

 デバイススタックの機能設定  
ux_device_stack_set_feature 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの機能設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：要求値。 
情報フィールド 2：要求インデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの転送アボート  
ux_device_stack_transfer_abort 

アイコン  

説明 
USBX のデバイススタックの転送アボートイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：転送要求。 
情報フィールド 2：終了コード。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックのすべてを転送要求のアボート  
ux_device_stack_transfer_all_request_abort 

アイコン  

説明 
USBXデバイススタックのすべてを転送要求のアボー

トイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：エンドポイント。 
情報フィールド 2：終了コード。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 デバイススタックの転送要求  
ux_device_stack_transfer_request 

アイコン  

説明 
USBX デバイススタックの転送要求イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：転送要求。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス ASIX のアクティブ化  
ux_host_class_asix_activate 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス ASIX のアクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス ASIX の非アクティブ化  
ux_host_class_asix_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス ASIX の非アクティブ化イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス ASIX の割り込み通知  
ux_host_class_asix_interrupt_notification 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス ASIX の割り込み通知イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス ASIX の読み取り  
ux_host_class_asix_read 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス ASIX の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス ASIX の書き込み  
ux_host_class_asix_write 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスASIXの書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio のアクティブ化  
ux_host_class_audio_activate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスAudioのアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラスオーディオコントロール値の取得  
ux_host_class_audio_control_value_get 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラスオーディオコントロール値の

取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio のコントロール値設定  
ux_host_class_audio_control_value_set 

アイコン  

説明 
NetX 内部入出力ドライバの据え置き処理イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オーディオコントロール。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 ホストクラス Audio の非アクティブ化  
ux_host_class_audio_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスAudioの非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio の読み取り  
ux_host_class_audio_read 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Audio の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio のストリーミングサンプリング 
 取得  

ux_host_class_audio_streaming_sampling_get 

アイコン  

説明 
USBXのホストクラスAudioのストリーミングサンプ

リング取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio のストリーミングサンプリング 
 設定  

ux_host_class_audio_streaming_sampling_set 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Audio のストリーミングサン

プリング設定イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オーディオサンプリング。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Audio の書き込み  
ux_host_class_audio_write 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Audio の書き込みイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM のアクティブ化  
ux_host_class_cdc_acm_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM のアクティブ化イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

ホストクラス CDC ACM の非アクティブ化  
ux_host_class_cdc_acm_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM の非アクティブ化イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL パイプ送信の 
 入力アボート  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_abort_in_pipe 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のパイプ送

信入力アボートイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL パイプ送信の 
 出力アボート  

ux_host_class_cdc_acm_ioct_abort_out_pipe 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のパイプ送

信出力アボートイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL のデバイス 
 ステータス取得  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_get_device_status 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のデバイス

ステータス取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：デバイスのステータス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL のライン 
 コーディング取得  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_get_line_coding 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のライン

コーディング取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

ホストクラス CDC ACM IOCTL の 
通知コールバック  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_notification_callback 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL の通知コー

ルバックイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL のブレーク送信  
ux_host_class_cdc_acm_ioctl_send_break 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のブレーク

送信イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL のライン 
 コーディング設定  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_set_line_coding 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のライン

コーディング設定イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM IOCTL のラインステート 
 設定  

ux_host_class_cdc_acm_ioctl_set_line_state 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス CDC ACM IOCTL のラインス

テート設定イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM の読み取り  
ux_host_class_cdc_acm_read 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス CDC ACM の読み取りイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM の受信開始  
ux_host_class_cdc_acm_reception_start 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス CDC ACMの受信開始イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス CDC ACM の受信停止  
ux_host_class_cdc_acm_reception_stop 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスCDC ACMの受信停止イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス CDC ACM の書き込み  
ux_host_class_cdc_acm_write 

アイコン  

説明 
USBXのホストクラスCDC ACMの書き込みイベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Dpump のアクティブ化  
ux_host_class_dpump_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Dpump のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Dpump の非アクティブ化  
ux_host_class_dpump_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXのホストクラス Dpump の非アクティブ化イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Dpump の読み取り  
ux_host_class_dpump_read 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Dpump の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Dpump の書き込み  
ux_host_class_dpump_write 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Dpump の書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID のアクティブ化  
ux_host_class_hid_activate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスHIDのアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 ホストクラス HID のクライアント登録  
ux_host_class_hid_client_register 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID のクライアント登録イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：HID のクライアント名。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID の非アクティブ化  
ux_host_class_hid_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスHIDの非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID のアイドル取得  
ux_host_class_hid_idle_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID のアイドル取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID のアイドル設定  
ux_host_class_hid_idle_set 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID のアイドル設定イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID キーボードのアクティブ化  
ux_host_class_hid_keyboard_activate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス HID キーボードのアクティブ化

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID キーボードの非アクティブ化  
ux_host_class_hid_keyboard_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID キーボードの非アクティ

ブ化イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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 ユーザーガイド 

ホストクラス HID マウスのアクティブ化  
ux_host_class_hid_mouse_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID マウスのアクティブ化イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID マウスの非アクティブ化  
ux_host_class_hid_mouse_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID マウスの非アクティブ化

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID リモートコントロールの 
 アクティブ化  

ux_host_class_hid_remote_control_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID リモートコントロールのア

クティブ化イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。情 
報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID リモートコントロールの 
 非アクティブ化  

ux_host_class_hid_remote_control_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスHIDリモートコントロールの非

アクティブ化イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：HID クライアントインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID のレポート取得  
ux_host_class_hid_report_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID のレポート取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：クライアントレポート。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HID のレポート設定  
ux_host_class_hid_report_set 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HID のレポート設定イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：クライアントレポート。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
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Express Logic 

 ホストクラス HUB のアクティブ化  
ux_host_class_hub_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HUB のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HUB の変更検出  
ux_host_class_hub_change_detect 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスHUBの変更検出イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HUB の非アクティブ化  
ux_host_class_hub_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HUB の非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

ホストクラス HUB のポート変更接続処理  
ux_host_class_hub_port_change_connection_process 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HUB のポート変更接続処理イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ポート。 
情報フィールド 3：ポートのステータス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

ホストクラス HUB のポート変更イネーブル処理  
ux_host_class_hub_port_change_enable_process 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HUB のポート変更イネーブル

処理イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ポート。 
情報フィールド 3：ポートのステータス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス HUB のポート変更過電流処理  
ux_host_class_hub_port_change_over_current_process 

アイコン  

説明 
nx_packet_allocate に従ってパケットを割り当てま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ポート。 
情報フィールド 3：ポートのステータス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス HUB のポート変更リセット処理  
ux_host_class_hub_port_change_reset_process 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス HUB のポート変更リセット処理

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ハブ。 
情報フィールド 2：ポート。 
情報フィールド 3：ポートのステータス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

ホストクラス HUB のポート変更の中断処理  
ux_host_class_hub_port_change_suspend_process 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス HUBのポート変更の中断処理

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ポート。 
情報フィールド 3：ポートのステータス。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のアクティブ化  
ux_host_class_pima_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima の非アクティブ化  
ux_host_class_pima_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス Pimaの非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のデバイス情報の取得  
ux_host_class_pima_device_info_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のデバイス情報の取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：Pima デバイス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のデバイスリセット  
ux_host_class_pima_device_reset 

アイコン  

説明 
USBXのホストクラスPimaのデバイスリセットイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
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Express Logic 

 ホストクラス Pima の通知  
ux_host_class_pima_notification 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima の通知イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：イベントコード。 
情報フィールド 3：トランザクション ID。 
情報フィールド 4：Parameter1。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト数取得  
ux_host_class_pima_num_objects_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のオブジェクト数取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクトクローズ  
ux_host_class_pima_object_close 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Pima のオブジェクトクローズ

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクト。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクトコピー  
ux_host_class_pima_object_copy 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Pima のオブジェクトコピーイ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト削除  
ux_host_class_pima_object_delete 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のオブジェクト削除イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト取得  
ux_host_class_pima_object_get 

アイコン  

説明 
nx_rarp_info_getに従ってRARP情報を取得しま

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：オブジェクト。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス Pima のオブジェクト情報取得  
ux_host_class_pima_object_info_get 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスPimaのオブジェクト情報取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：オブジェクト。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト情報送信  
ux_host_class_pima_object_info_send 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のオブジェクト情報送信

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクト。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト移動  
ux_host_class_pima_object_move 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のオブジェクト移動イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：オブジェクト。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト送信  
ux_host_class_pima_object_send 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスPimaのオブジェクト送信イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクト。 
情報フィールド 3：オブジェクトのバッファ。 
情報フィールド 4：オブジェクト長。 

 ホストクラス Pima のオブジェクト転送アボート  
ux_host_class_pima_object_transfer_abort 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスPimaのオブジェクト転送アボー

トイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：オブジェクト。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima の読み取り  
ux_host_class_pima_read 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Pima の読み取りイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：データ長。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
料



 
 USBX トレースイベント 207 

Express Logic 

 ホストクラス Pima の要求取り消し  
ux_host_class_pima_request_cancel 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスPimaの要求取り消しイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のセッションクローズ  
ux_host_class_pima_session_close 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス Pimaのセッションクローズイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：Pima のセッション。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のセッションオープン  
ux_host_class_pima_session_open 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のセッションオープンイベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：Pima のセッション。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のストレージ ID 取得  
ux_host_class_pima_storage_ids_get 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス Pimaのストレージ ID取得イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ストレージ ID の配列。 
情報フィールド 3：ストレージ ID 長。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima のストレージ情報取得  
ux_host_class_pima_storage_info_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima のストレージ情報取得イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：ストレージ ID。 
情報フィールド 3：ストレージ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Pima の Thumb 取得  
ux_host_class_pima_thumb_get 

アイコン  

説明 
nx_tcp_server_socket_unaccept に従って TCP
サーバー接続の受け入れを拒否します。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：オブジェクトハンドル。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

ホストクラス Pima の書き込み  
ux_host_class_pima_write 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Pima の書き込みイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：データ長。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Printer のアクティブ化  
ux_host_class_printer_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：IP インスタンスを指すポインタ。 
情報フィールド 2：ソケットを指すポインタ。 
情報フィールド 3：サービスの種類。 
情報フィールド 4：ウィンドウサイズの受信。 

 ホストクラス Printer の非アクティブ化  
ux_host_class_printer_deactivate 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスPrinterの非アクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Printer の名前の取得  
ux_host_class_printer_name_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer の名前の取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Printer の読み取り  
ux_host_class_printer_read 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer の読み取りイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Printer のソフトリセット  
ux_host_class_printer_soft_reset 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer のソフトリセットイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 ホストクラス Printer のステータス取得  
ux_host_class_printer_status_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer のステータス取得イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：プリンターのステータス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Printer の書き込み  
ux_host_class_printer_write 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Printer の書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific のアクティブ化  
ux_host_class_prolific_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific の非アクティブ化  
ux_host_class_prolific_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Prolific の非アクティブ化イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の 
 入力アボート  

ux_host_class_prolific_ioctl_abort_in_pipe 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の入力

アボートイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の 
 出力アボート  

ux_host_class_prolific_ioctl_abort_out_pipe 

アイコン  

説明 
USBX のホストクラス Prolific Ioctl パイプ送信の出力

アボートイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス Prolific Ioctl のデバイスステータス 
 取得  

ux_host_class_prolific_ioctl_get_device_status 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスProlific Ioctlのデバイスステータス

取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：デバイスのステータス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 Prolific Ioctl のラインコーディング取得  
ux_host_class_prolific_ioctl_get_line_coding 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific Ioctl のラインコーディング

取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl のパージ  
ux_host_class_prolific_ioctl_purge 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific Ioctl のパージイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl のデバイスステータス 
 変更のレポート  

ux_host_class_prolific_ioctl_report_device_status 
_change 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific Ioctl のデバイスス

テータス変更のレポートイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl のブレーク送信  
ux_host_class_prolific_ioctl_send_break 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスProlific Ioctlのブレーク送信イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific Ioctl のラインコーディング 
 設定  

ux_host_class_prolific_ioctl_set_line_coding 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific Ioctl のラインコーディング

設定イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

ホストクラス Prolific Ioctl のラインステート設定  
ux_host_class_prolific_ioctl_set_line_state 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific Ioctl のラインステート設定

イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：パラメータ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific の読み取り  
ux_host_class_prolific_read 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific の読み取りイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific の受信開始  
ux_host_class_prolific_reception_start 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific の受信開始イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific の受信停止  
ux_host_class_prolific_reception_stop 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific の受信停止イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Prolific の書き込み  
ux_host_class_prolific_write 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Prolific の書き込みイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：データポインタ。 
情報フィールド 3：要求された長さ。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のアクティブ化  
ux_host_class_storage_activate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のアクティブ化イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 ホストクラス Storage の非アクティブ化  
ux_host_class_storage_deactivate 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage の非アクティブ化イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のメディア容量取得  
ux_host_class_storage_media_capacity_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のメディア容量取得イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のメディアフォーマット容量 
 取得  

ux_host_class_storage_media_format_capacity_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のメディアフォーマット容

量取得イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のメディアマウント  
ux_host_class_storage_media_mount 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のメディアマウントイベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：セクタ。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のメディアオープン  
ux_host_class_storage_media_open 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage の 
メディアオープンイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：メディア。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のメディア読み取り  
ux_host_class_storage_media_read 

アイコン  

説明 
USBXホストクラス Storageのメディア読み取りイベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：セクタの開始点。 
情報フィールド 3：セクタ数。 
情報フィールド 4：データポインタ。 
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Express Logic 

 ホストクラス Storage のメディア書き込み  
ux_host_class_storage_media_write 

アイコン  

説明 
USBXホストクラスStorageのメディア書き込みイベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：セクタの開始点。 
情報フィールド 3：セクタ数。 
情報フィールド 4：データポインタ。 

 ホストクラス Storage のセンスデータ要求  
ux_host_class_storage_request_sense 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のセンスデータ要求イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage の開始/停止  
ux_host_class_storage_start_stop 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage の開始/停止イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：開始/停止信号。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストクラス Storage のユニット準備チェック  
ux_host_class_storage_unit_ready_test 

アイコン  

説明 
USBX ホストクラス Storage のユニット準備チェックイ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタッククラスのインスタンス作成  
ux_host_stack_class_instance_create 

アイコン  

説明 
USBXホストスタッククラスのインスタンス作成イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラス。 
情報フィールド 2：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタッククラスのインスタンス削除  
ux_host_stack_class_instance_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタッククラスのインスタンス削除イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：クラス。 
情報フィールド 2：クラスのインスタンス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

 ホストスタック構成の削除  
ux_host_stack_configuration_delete 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタック構成の削除イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：構成。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタック構成のエニュメレーション  
ux_host_stack_configuration_enumerate 

アイコン  

説明 
USBXホストスタック構成のエニュメレーションイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタック構成のインスタンス作成  
ux_host_stack_configuration_instance_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタック構成のインスタンス作成イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：構成。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタック構成のインスタンス削除  
ux_host_stack_configuration_instance_delete 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタック構成のインスタンス削除イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：構成。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタック構成の設定  
ux_host_stack_configuration_set 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタック構成の設定イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：構成。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのデバイスアドレス設定  
ux_host_stack_device_address_set 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイスアドレス設定イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：デバイスのアドレス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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Express Logic 

 ホストスタックのデバイス構成の取得  
ux_host_stack_device_configuration_get 

アイコン  

説明 
USBXホストスタックのデバイス構成の取得イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：構成。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのデバイス構成の選択  
ux_host_stack_device_configuration_select 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイス構成の選択イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：構成。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのデバイスディスクリプタの読み取り  
ux_host_stack_device_descriptor_read 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイスディスクリプタの読み

取りイベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのデバイス取得  
ux_host_stack_device_get 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイス取得イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：デバイスインデックス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのデバイス削除  
ux_host_stack_device_remove 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイス削除イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：HCD。 
情報フィールド 2：親。 
情報フィールド 3：ポートインデックス。 
情報フィールド 4：デバイス。 

 ホストスタックのデバイスリソース解放  
ux_host_stack_device_resource_free 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのデバイスリソース解放イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 

ホストスタックのエンドポイントインスタンス作成  
ux_host_stack_endpoint_instance_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのエンドポイントインスタンス作

成イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのエンドポイントインスタンス削除  
ux_host_stack_endpoint_instance_delete 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのエンドポイントインスタンス削

除イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのエンドポイントリセット  
ux_host_stack_endpoint_reset 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのエンドポイントリセットイベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのエンドポイント転送アボート  
ux_host_stack_endpoint_transfer_abort 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのエンドポイント転送アボートイ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：エンドポイント。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのホストコントローラ登録  
ux_host_stack_hcd_register 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのホストコントローラ登録イベ

ントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：HCD 名。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックの初期化  
ux_host_stack_initialize 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックの初期化イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：使用されません。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

参
考
資
料



 
 USBX トレースイベント 217 

Express Logic 

 ホストスタックのインターフェイスエンドポイント 
 習得  

内部 TCP リトライイベント 

アイコン  

説明 
NetX の内部 TCP リトライイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：エンドポイントのインデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのインターフェイスインスタンス 
 作成  

ux_host_stack_interface_instance_create 

アイコン  

説明 
USBXホストスタックのインターフェイスインスタンス作

成イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのインターフェイスインスタンス 
 削除  

ux_host_stack_interface_instance_delete 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのインターフェイスインスタンス

削除イベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのインターフェイス設定  
ux_host_stack_interface_set 

アイコン  

説明 
USBXホストスタックのインターフェイス設定イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのインターフェイス設定の選択  
ux_host_stack_interface_setting_select 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのインターフェイス設定の選択イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタック構成の新規作成  
ux_host_stack_new_configuration_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタック構成の新規作成イベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：構成。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ホストスタックの新規デバイス作成  
ux_host_stack_new_device_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックの新規デバイス作成イベント

です。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：HCD。 
情報フィールド 2：デバイスの所有者。 
情報フィールド 3：ポートインデックス。 
情報フィールド 4：デバイス。 

 ホストスタックの新規エンドポイント作成  
ux_host_stack_new_endpoint_create 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックの新規エンドポイント作成イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：インターフェイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのルートハブ変更処理  
ux_host_stack_rh_change_process 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのルートハブ変更処理イベン

トです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：ポートインデックス。 
情報フィールド 2：使用されません。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのルートハブデバイス抽出  
ux_host_stack_rh_device_extraction 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのルートハブデバイス抽出イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：HCD。 
情報フィールド 2：ポートインデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックのルートハブデバイス挿入  
ux_host_stack_rh_device_insertion 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックのルートハブデバイス挿入イ

ベントです。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：HCD。 
情報フィールド 2：ポートインデックス。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 ホストスタックの転送要求  
ux_host_stack_transfer_request 

アイコン  

説明 
USBX ホストスタックの転送要求イベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：転送要求。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ホストスタックの転送要求アボート  
内部入出力ドライバのステータスの取得 

アイコン  
 

説明 
USBX ホストスタックの転送要求アボートイベントで

す。 
 

情報フィールド 
情報フィールド 1：デバイス。 
情報フィールド 2：エンドポイント。 
情報フィールド 3：転送要求。 
情報フィールド 4：使用されません。 

 

 USB エラー  
ux _error 

アイコン  
 

説明 
USBX のエラーイベントです。 

 
情報フィールド 

情報フィールド 1：USBX エラー。 
情報フィールド 2：エラー名。 
情報フィールド 3：使用されません。 
情報フィールド 4：使用されません。 
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 ユーザーガイド 
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カスタマーユーザーイベント 

 

この章では、ユーザー定義イベント、またユーザー定義

イベント用のカスタムアイコンと情報フィールドの作成方

法について説明します。本章は次のセクションで構成さ

れています。 

 ユーザー定義イベントの挿入 222 

 ユーザー定義イベントの既定の表示 222 

 ユーザー定義イベントのカスタムアイコンの 
定義づけ 224 
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ユーザー定義イベントの挿入 
ThreadX では、開発者がユーザー定義イベントを登録し

て TraceX で視覚的に表示することが可能なため、開発

により役立つ情報を得ることができます。 

ユーザー定義イベントの番号の範囲は TX_TRACE_ 
USER_EVENT_START（4096）から TX_TRACE_ 
USER_EVENT_END（65535）までです。トレースバッ

ファにイベントを配置するには、第 5 章に記載されている

tx_trace_user_event_insert を使用します。次の関数

呼び出し例では、2 つのユーザー定義イベント（イベント

4096と 4098）をターゲットの現在のトレースバッファに挿

入します。 

tx_trace_user_event_insert(4096, 1, 2, 3, 4); 
tx_trace_user_event_insert(4098,0x100,0x200,0x300,0x400); 

 

 

ユーザー定義イベントの既定の表示  
既定では、TraceX はすべてのユーザーイベントを既定

のユーザー定義のイベントアイコンで表示します（第 6 章

参照）。図 10.1 は、イベント 202 と 203 の既定のユー

ザー定義イベントアイコンを示していますが、これらは前

述の tx_trace_user_event_insert の例でイベントバッ

ファに配置されたものです。 参
考
資
料
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図 10.1 

さらに、ユーザー定義イベントの詳細情報も確認すること

ができます。図 10.2では、イベント番号が 4096のイベン

ト202の詳細情報が表示され、その中には特定の4つの

情報フィールドが含まれています。 

 

図 10.2 
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ユーザー定義イベントのカスタムアイコンの 
定義づけアイコン 

また、TraceX では、ユーザーがユーザー定義イベント用

のカスタムアイコンとカスタム情報フィールドラベルを作

成することができます。これらを作成するには、

CustomEvents（TraceX のメインインストールディレクト

リのサブディレクトリ）に含まれる、eltrxcustom.trxc 構

成ファイルにイベントアイコンの仕様を追加します。図

10.3 にディレクトリパスの例が示されています。 

 

図 10.3 

カスタムイベント構成ファイルの eltrxcustom.trxc は、0
以上のカスタムイベント定義を含む、シンプルな ASCII
形式のテキストファイルです。ファイルのフォーマットは次

の通りです。 

//Comments 
Start 
[custom event definition(s)] 
End 

 
Start と End の間では、1 行につき 1 つのカスタムイベン

トを定義します。TraceX には、このファイルのテンプレー

トが用意されていますが、このファイルでは、カスタムイ
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ベントは定義されていません（“Start”と“End”ラベルの間

には何もありません）。カスタムイベントの定義フォーマッ

トは次の通りです。 

number,name, abbreviation,top_color, bottom_color,label1,lab el2,label2,label4 

 
number ユーザー定義イベントの番号（4096～65535）。 

name ユーザー定義イベントの論理名。 

abbreviation ユーザー定義イベントの略語（2 文字）。 

top_color アイコンの上半分の RGB 値。括弧内に 3 桁で指定。代

表的な RGB の定義は次の通りです。 

BLACK = (0,0,0) 
WHITE = (255,255,255) 
RED = (255,0,0) 
GREEN = (0,255,0) 
BLUE = (0,0,255) 
YELLOW = (255,255,0) 
CYAN = (0,255,255) 
MAGENTA = (255,0,255) 

 
RGB の仕様によって、ユーザーは幅広い選択肢から各

ユーザー定義のアイコンの色を指定することができます。

RGBの色の定義について詳しくは、次のURLをご覧くだ

さい。 

http://en.wikipedia.org/wiki/RGB#Digital_representations 
 

botton_color アイコンの下半分の RGB 値。括弧内に 3 桁で指定。 
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label1 tx_trace_user_event_insert コ ー ル で 指 定 し た

info_field_1 のラベル。 

label2 tx_trace_user_event_insert コ ー ル で 指 定 し た

info_field_2 のラベル。 

label3 tx_trace_user_event_insert コ ー ル で 指 定 し た

info_field_3 のラベル。 

label4 tx_trace_user_event_insert コ ー ル で 指 定 し た

info_field_4 のラベル。 

図 10.4 には、本章で使用されている 2 つのユーザー定

義イベントの定義例がイベントごとに示されています。ま

ず、eltrxcustom.trxc ファイルの 5 行目にイベント 4096
の定義が入力されています。この定義では、ユーザー定

義イベント 4096 の名前として First_User_Event、2 文

字の略語にFE、アイコンの上半分に赤、下半分に緑、情

報フィールドの名前に First_Info1、 First_Info2、

First_Info3、First_Info4 が指定されています。ユー

ザ ー 定 義 イ ベ ン ト の 4098 に つ い て も 、

eltrxcustom.trxcファイルの6行目に同様に定義されて

います。 
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図 10.4 

eltrxcustom.trxc ファイルは TraceX の初期化中に読

み込まれるため、カスタムアイコンの定義を有効にする

ためには、TraceX を終了して再起動する必要がありま

す 。 図 10.5 は 、 カ ス タ ム イ ベ ン ト ア イ コ ン が

eltrxcustom.trxcで定義されているイベント 202と 203が

TraceX に表示された状態を示しています。 参
考
資
料
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図 10.5 

イベントをダブルクリックまたはマウスオーバーする、あ

るいは現在のイベントのボタンを選択することによって、

カスタムイベントのその他の定義情報を表示できます。

図 10.6 は、イベント 202 をダブルクリックした状態を示し

ています。ここでは、イベント名と情報フィールドがすべて

eltrxcustom.trxcに追加された定義例と一致しているこ

とを確認できます。 
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図 10.6 
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イベントトレースバッファの構成 

 

ThreadX は、すべての ThreadX サービス、スレッド状態

変化、ユーザー定義イベントについて組み込みのイベン

トトレースサポートを提供しています。イベントトレースは、

TX_ENABLE_EVENT_TRACE を定義して ThreadX、
NetX および FileX ライブラリを構築し、tx_trace_enable
関数を呼び出してトレースを有効にするだけで使用でき

ます。本章ではそのプロセスについて説明します。 

 イベントトレースの構成 232 

 イベントトレースコントロールヘッダ 232 
コントロールヘッダ ID 233 
タイマー有効マスク 233 
トレースベースアドレス 234 
レジストリの開始ポインタおよび終了ポインタ 234 
レジストリ名サイズ 234 
バッファ開始ポインタおよびバッファ終了 
ポインタ 234 
現在のバッファポインタ 235 

 イベントトレースオブジェクトのレジストリ 235 
オブジェクト利用可フラグ 235 
オブジェクトエントリタイプ 236 
オブジェクトポインタ 237 
オブジェクトの予約フィールド オブジェクト 
パラメータ 237 
オブジェクト名 237 

 イベントトレースエントリ 238 
スレッドポインタ 238 
スレッド優先順位 239 
イベント ID 239 

 情報フィールド（1-4） 239  
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イベントトレースの構成 
ThreadX イベントトレースバッファの構成は、コントロー

ルヘッダ、オブジェクトレジストリ、トレースエントリの 3 つ

のセクションに分かれます。次に、ThreadX のイベントト

レースバッファの一般的なレイアウトを示します。 

コントロールヘッダ 
オブジェクトレジストリエントリ 0 

… 

オブジェクトレジストリエントリ “n” 
イベントトレースエントリ 0 

… 

イベントトレースエントリ “n” 

 

イベントトレースコントロールヘッダ 
コントロールヘッダはイベントトレースバッファの正確なレ

イアウトを指定します。この中には、登録可能な

ThreadX オブジェクトの数や記録可能なイベントの数が

含まれています。さらに、コントロールヘッダでは、トレー

スバッファの各要素の位置を指定します。次のデータ構

造は、コントロールヘッダを定義しています。 

  参
考
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typed ef struct TX_TRACE_CONT ROL_HEADER_STRUCT 
{ 
 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_id; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_timer_valid_ mask; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_trace_base_a ddress; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_object_regis try_start_pointer; 
    USHORT     tx_trace_cont rol_header_reserved1; 
    USHORT     tx_trace_cont rol_header_object_regis try_name_size; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_object_regis try_end_pointer; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_buffer_start _pointer; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_buffer_end_p ointer; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_buffer_curre nt_pointer; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_reserved2; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_reserved3; 
    ULONG      tx_trace_cont rol_header_reserved4; 
} TX_ TRACE_CONTROL_HEADER; 

 
 
コントロールヘッダ ID コントロールヘッダ ID は、ASCII 文字の TXTB に対応す

る 32 ビットの HEX 値（0x54585442）で構成されていま

す。この値は 32 ビットの符号なし変数として指定される

ため、イベントトレースバッファのエンディアン判定にも使

用できます。たとえば、メモリの最初の 4 バイトが 0x54、
0x58、0x54、0x42である場合には、イベントトレースバッ

ファはビッグエンディアン形式で記載されていることがわ

かります。そうでない場合は、リトルエンディアン形式で

記載されていることになります。 

タイマー有効マスク タイマー有効マスクは、実際のイベントトレースエントリで

有効なタイムスタンプのビット数を指定します。例えば、タ

イムスタンプのソースが 16 ビットである場合には、この

フィールドの値は 0xFFFF になります。タイムスタンプの

ソースが 32 ビットである場合には、0xFFFFFFFF になり

ます。この値は、tx_port.h の TX_TRACE_TIME_ 
MASK 定数によって指定されます。 
参
考
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トレースベース 
アドレス 

トレースバッファのベースアドレスは、アプリケーションの

アドレスで、tx_trace_enable コールでトレースバッファ

の開始点として指定されます。このアドレスは、分析ツー

ルでバッファ内のさまざまな要素の相対オフセットを取得

するためにのみ使用されます。例えば、トレースバッファ

における現在のイベントの相対オフセットは、現在のイベ

ントアドレスからベースアドレスを減算することによって得

られます。 

レジストリの 
開始ポインタと 
終了ポインタ 

レジストリの開始ポインタは、最初のオブジェクトレジスト

リエントリのアドレスを指し、レジストリの終了ポインタ

は、最後のレジストリエントリの直後のアドレスを指しま

す。これらの値は tx_trace_enable の処理中に設定さ

れ、トレース中に変更されることはありません。 

レジストリ名サイズ レジストリ名サイズは、レジストリエントリの各オブジェクト

名 の 最 大 サ イ ズ を バ イ ト 単 位 で 指 定 し 、

TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_NAME 記号で指

定されます。既定の値は32で、tx_trace.hで指定されて

います。オブジェクト名は、オブジェクトが作成されたとき

にアプリケーションによって指定された名前です。例え

ば、スレッドのオブジェクトレジストリ名は、アプリケーショ

ンが tx_thread_create コールで提供した名前です。 

バッファの 
開始ポインタと 
終了ポインタ 

イベントトレースバッファの開始ポインタは、最初のトレー

スエントリのアドレスを指し、レジストリの終了ポインタ

は、最後のトレースエントリの直後のアドレスを指しま

す。これらの値は tx_trace_enable の処理中に設定さ

れ、トレース中に変更されることはありません。 参
考
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現在のバッファ 
ポインタ 

イベントトレースバッファの現在のポインタは、最も古いト

レースエントリのアドレスを指します。トレースエントリは、

円形のリストで管理されるため、最新のバッファポインタ

は次に書き込まれるトレースエントリも指します。 

 

イベントトレースオブジェクトのレジストリ 
イベントトレースオブジェクトのレジストリには、アプリケー

ションで作成されたオブジェクトの数に相当する n 個のオ

ブジェクトレジストリエントリが含まれます。オブジェクトレ

ジストリは、外部の分析ツールが実際のオブジェクト名と

トレースバッファエントリのオブジェクトアドレスを紐付け

るために主に使用されます。レジストリエントリの数は

tx_trace_enable コールでアプリケーションによって指

定されます。 

各オブジェクトレジストリエントリには、以前アプリケー

ションによって作成された特定の ThreadXオブジェクトに

関する情報が含まれています。次のデータ構造は、各オ

ブジェクトレジストリエントリを定義しています。 

typed ef struct TX_TRACE_OBJE CT_REGISTRY_ENTRY_STRUC T 
{ 
 
    UCHAR      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_available; 
    UCHAR      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_type; 
    UCHAR      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_reserved1; 
    UCHAR      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_reserved2; 
    ULONG      tx_trace_thre ad_registry_entry_objec t_pointer; 
    ULONG      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_parameter_1; 
    ULONG      tx_trace_obje ct_registry_entry_objec t_parameter_2; 
    UCHAR      tx_trace_thre ad_registry_entry_objec t_name 
 [TX_TRACE_OB JECT_REGISTRY_NAME]; 
} TX_TRACE_O BJECT_REGISTRY_ENTRY; 

 
 
オブジェクト利用可 
フラグ 

オブジェクトレジストリエントリが利用可能な場合には、オ

ブジェクト利用可フラグが 1 に設定されます。そうでない

場合には、1 以外の値が設定され、オブジェクトレジスト
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リエントリを利用できません。 

エントリが利用可能であっても、そのエントリは有効な情

報を維持することができます。 

オブジェクトエントリ 
タイプ 

オブジェクトエントリタイプではこのエントリのオブジェクト

タイプを指定します。次に、有効なオブジェクトタイプの一

覧を示します。 

値 オブジェクトタイプ 
0 無効 
1 スレッド 
2 タイマー 
3 キュー 
4 セマフォ 
5 ミューテックス 
6 イベントフラググループ 
7 ブロックプール 
8 バイトプール 
9 メディア 
10 ファイル 
11 IP 
12 パケットプール 
13 TCP ソケット 
14 UDP ソケット 
15-20 予約済み 
21 USB ホストスタックのデバイス 
22 USB ホストスタックのインターフェイス 
23 USB ホストのエンドポイント 
24 USB ホストクラス 
25 USB デバイス 
26 USB デバイスのインターフェイス 
27 USB デバイスのエンドポイント 
28 USB デバイスクラス 
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オブジェクトポインタ オブジェクトポインタは、オブジェクトアドレスを指定しま

す。ThreadX API ではこのアドレスを使用してオブジェク

トにアクセスします。 

オブジェクト予約

フィールド 
スレッド以外のすべてのオブジェクトでは、この予約

フィールドは0になります。スレッドでは、スレッドがレジス

トリに登録される時の優先順位がこれら 2 つの予約

フィールドに設定されます。 

オブジェクト 
パラメータ 

オブジェクトパラメータにはオブジェクトに関する補完的

な情報が含まれています。次に、ThreadXオブジェクトに

関する補完的な情報について説明します。 

オブジェクトタイプ パラメータ 1 パラメータ 2 

スレッド スタックの開始点 スタックサイズ 
タイマー 最初のティック数 ティックの再スケジュール 
キュー キューのサイズ メッセージのサイズ 
セマフォ 最初のインスタンス - 
ミューテックス 継承フラグ - 
イベントフラググループ - - 
ブロックプール ブロックの合計数 ブロックサイズ 
バイトプール 合計バイト数 - 
メディア FAT キャッシュサイズ セクタキャッシュサイズ 
ファイル - - 
IP スタックの開始点 スタックサイズ 
パケットプール パケットサイズ パケット数 
TCP ソケット IP アドレス ウィンドウサイズ 
UDP ソケット IP アドレス キューの最大 RX 数 

オブジェクト名 オブジェクト名には、ThreadX オブジェクトの名前が含ま

れています。この名前は、オブジェクトの作成時に

ThreadXに渡された名前です。既定では、オブジェクト名

の最大文字数は 32 文字です。実際の名前が 32 文字を

超える場合は、オブジェクト名が切り詰められます。 
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イベントトレースエントリ 
イベントトレースエントリは、イベントトレースバッファの後

半部分で見つかります。エントリは円形リストで管理され、

最新のエントリポインタが最も古いエントリを指します。リ

スト上のエントリ数は tx_trace_enableコールで算出され

ます。 

各オブジェクトレジストリエントリには、特定の ThreadX ト

レースイベントに関する情報が含まれています。次の

データ構造は、各トレースイベントエントリを定義していま

す。 

typed ef struct TX_TRACE_BUFF ER_ENTRY_STRUCT 
{ 
 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_thread_po inter; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_thread_pr iority; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_event_id; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_time_stam p; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_informati on_field_1; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_informati on_field_2; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_informati on_field_3; 
    ULONG      tx_trace _buffer_entry_informati on_field_4; 
 
} TX_ TRACE_BUFFER_ENTRY; 

 

スレッドポインタ スレッドポインタには、このイベントで実行中のスレッドの

アドレスが含まれています。イベントが初期化中（実行中

のスレッドなし）に発生した場合は、このポインタの値は

0xF0F0F0F0 になります。イベントが割り込みサービス

ルーチン（ISR）中に発生した場合は、このポインタの値

は 0xFFFFFFFF になります。エントリがまだ使用されて

いない場合には、このポインタの値は 0 になります。 
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スレッド優先順位 スレッド優先順位のフィールドには、このイベントで実行

中のスレッドの優先順位と preemption-thresholdが含ま

れています。割り込みコンテキストが存在する場合（ス

レッドポインタが 0xFFFFFFFF）には、このフィールドに

は優先順位ではなく、イベント時の_tx_thread_ 
current_ptr の値が含まれます。それ以外は、この

フィールドの値は 0 になります。 

イベント ID イベント ID は、発生したイベントを指定します。 
ThreadX の有効なトレースイベント ID の範囲は、1～
1024 です。1025 以上の値はユーザー固有のイベント用

に予約されています。ThreadXイベント IDのすべての定

義については、tx_trace.h ファイルを参照してください。 

情報フィールド（1-4） 情報フィールドには、特定のイベントに関する追加情報

が含まれています。定義済みの各 ThreadX イベント ID
の情報フィールドに関する詳細説明は、tx_trace.h ファ

イルを参照してください。 
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Sample tx_port.h 

 

本章では、tx_port.h のサンプルファイルを紹介していま

す。 
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/**************************************************************************/ 
/*                                                                        */ 
/*            Copyright (c) 1996-2006 by Express Logic Inc.               */ 
/*                                                                        */ 
/*  This software is copyrighted by and is the sole property of Express */ 
/*  Logic, Inc.  All rights, title, ownership, or other interests */ 
/*  in the software remain the property of Express Logic, Inc. This */ 
/*  software may only be used in accordance with the corresponding */ 
/*  license agreement.  Any unauthorized use, duplication, transmission, */ 
/*  distribution, or disclosure of this software is expressly forbidden. */ 
/* */ 
/*  This Copyright notice may not be removed or modified without prior */ 
/*  written consent of Express Logic, Inc. */ 
/* */ 
/*  Express Logic, Inc. reserves the right to modify this software */ 
/* without notice. */ 
/* */ 
/*  Express Logic, Inc.                     info@expresslogic.com */ 
/*  11423 West Bernardo Court               http://www.expresslogic.com */ 
/*  San Diego, CA 92127 */ 
/* */ 
/**************************************************************************/ 
 
 
/**************************************************************************/ 
/**************************************************************************/ 
/** */ 
/** ThreadX Component */ 
/** */ 
/**   Port Specific */ 
/** */ 
/**************************************************************************/ 
/**************************************************************************/ 
 
 
/**************************************************************************/ 
/* */ 
/*  PORT SPECIFIC C INFORMATION                     RELEASE */ 
/* */ 
/*    tx_port.h                                    ARM7/RVDS */ 
/*                                                    5.0 */ 
/* */ 
/*  AUTHOR */ 
/* */ 
/*    William E. Lamie, Express Logic, Inc. */ 
/* */ 
/*  DESCRIPTION */ 
/* */ 
/*    This file contains data type definitions that make the ThreadX */ 
/*    real-time kernel function identically on a variety of different */ 
/*    processor architectures.  For example, the size or number of bits */ 
/*    in an "int" data type vary between microprocessor architectures and */ 
/*    even C compilers for the same microprocessor.  ThreadX does not */ 
/*    directly use native C data types.  Instead, ThreadX creates its */ 
/*    own special types that can be mapped to actual data types by this */ 
/*    file to guarantee consistency in the interface and functionality. */ 
/* */ 
/*  RELEASE HISTORY */ 
/* */ 
/*    DATE               NAME                      DESCRIPTION */ 
/* */ 
/*    12-12-2005    William E. Lamie         Initial ARM7 RealView */ 
/*                           Support Version 5.0 */ 
/* */ 
/**************************************************************************/ 
 
#ifndef TX_PORT_H 
#define TX_PORT_H 
 
 
/* Determine if the optional ThreadX user define file should be used. */ 
 
#ifdef TX_INCLUDE_USER_DEFINE_FILE 
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/* Yes, include the user defines in tx_user.h. The defines in this file may  
   alternately be defined on the command line. */ 
 
#include "tx_user.h" 
#endif 
 
 
/* Define compiler library include files. */ 
 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
 
 
/* Define ThreadX basic types for this port. */ 
 
#define VOID void 
typedef char CHAR; 
typedef unsigned char UCHAR; 
typedef int INT; 
typedef unsigned int UINT; 
typedef long LONG; 
typedef unsigned long ULONG; 
typedef short SHORT; 
typedef unsigned short USHORT; 
 
 
/* Define the priority levels for ThreadX. Legal values range  
   from 32 to 1024 and MUST be evenly divisible by 32. */ 
 
#ifndef TX_MAX_PRIORITIES 
#define TX_MAX_PRIORITIES 32 
#endif 
 
 
/* Define the minimum stack for a ThreadX thread on this processor.  If the size supplied during  
   thread creation is less than this value, the thread create call will return an error. */ 
 
#ifndef TX_MINIMUM_STACK 
#define TX_MINIMUM_STACK 200 /* Minimum stack size for this port */ 
#endif 
 
 
/* Define the system timer thread's default stack size and priority. These are only applicable  
   if TX_TIMER_PROCESS_IN_ISR is not defined. */ 
 
#ifndef TX_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 
#define TX_TIMER_THREAD_STACK_SIZE 1024 /* Default timer thread stack size */ 
#endif 
 
#ifndef TX_TIMER_THREAD_PRIORITY 
#define TX_TIMER_THREAD_PRIORITY 0 /* Default timer thread priority */ 
#endif 
 
 
/* Define various constants for the ThreadX ARM port. */ 
 
#ifdef TX_ENABLE_FIQ_SUPPORT  
#define TX_INT_DISABLE 0xC0 /* Disable IRQ & FIQ interrupts */ 
#else    
#define TX_INT_DISABLE 0x80 /* Disable IRQ interrupts */ 
#endif    
#define TX_INT_ENABLE 0x00 /* Enable IRQ interrupts */ 
 
 
/* Define the clock source for trace event entry time stamp. The following two item are port specific. 
 
   For example, if the time source is at the address 0x0a800024 and is 16-bits in size, the clock  
   source constants would be: 
 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE *((ULONG *) 0x0a800024) 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0x0000FFFFUL 
 
*/ 
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#ifndef TX_TRACE_TIME_SOURCE 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE ++_tx_trace_simulated_time 
#endif 
#ifndef TX_TRACE_TIME_MASK 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0xFFFFFFFFUL 
#endif 
 
 
/* Define the port specific options for the _tx_build_options variable. This variable indicates 
   how the ThreadX library was built. 
 
 
#ifdef TX_ENABLE_FIQ_SUPPORT 
#define TX_FIQ_ENABLED 1 
#else 
#define TX_FIQ_ENABLED 0 
#endif 
 
 
#ifdef TX_ENABLE_IRQ_NESTING 
#define TX_IRQ_NESTING_ENABLED 2 
#else 
#define TX_IRQ_NESTING_ENABLED 0 
#endif 
 
#ifdef TX_ENABLE_FIQ_NESTING 
#define TX_FIQ_NESTING_ENABLED 4 
#else 
#define TX_FIQ_NESTING_ENABLED 0 
 
 
#define TX_PORT_SPECIFIC_BUILD_OPTIONS TX_FIQ_ENABLED | TX_IRQ_NESTING_ENABLED | 
TX_FIQ_NESTING_ENABLED 
 
 
/* Define the in-line initialization constant so that modules with in-line  
   initialization capabilities can prevent their initialization from being  
   a function call. */ 
 
 
#define TX_INLINE_INITIALIZATION 
 
 
/* Determine whether or not stack checking is enabled. By default, ThreadX stack checking is  
   disabled. When the following is defined, ThreadX thread stack checking is enabled. If stack  
   checking is enabled (TX_ENABLE_STACK_CHECKING is defined), the TX_DISABLE_STACK_FILLING  
   define is negated, thereby forcing the stack fill which is necessary for the stack checking  
   logic. */ 
 
#ifdef TX_ENABLE_STACK_CHECKING 
#undef TX_DISABLE_STACK_FILLING 
#endif 
 
 
/* Define the TX_THREAD control block extensions for this port. The main reason 
   for the multiple macros is so that backward compatibility can be maintained with  
   existing ThreadX kernel awareness modules. */ 
 
 
#define TX_THREAD_EXTENSION_0 
#define TX_THREAD_EXTENSION_1 
#define TX_THREAD_EXTENSION_2 
#define TX_THREAD_EXTENSION_3 
 
 
/* Define the port extensions of the remaining ThreadX objects. */ 
 
#define TX_BLOCK_POOL_EXTENSION 
#define TX_BYTE_POOL_EXTENSION 
#define TX_EVENT_FLAGS_GROUP_EXTENSION 
#define TX_MUTEX_EXTENSION 
#define TX_QUEUE_EXTENSION 
#define TX_SEMAPHORE_EXTENSION 
#define TX_TIMER_EXTENSION 
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/* Define the user extension field of the thread control block. Nothing  
   additional is needed for this port so it is defined as white space. */ 
 
#ifndef TX_THREAD_USER_EXTENSION 
#define TX_THREAD_USER_EXTENSION 
#endif 
 
 
/* Define the macros for processing extensions in tx_thread_create, tx_thread_delete,  
   tx_thread_shell_entry, and tx_thread_terminate. */ 
 
 
#define TX_THREAD_CREATE_EXTENSION(thread_ptr) 
#define TX_THREAD_DELETE_EXTENSION(thread_ptr) 
#define TX_THREAD_COMPLETED_EXTENSION(thread_ptr) 
#define TX_THREAD_TERMINATED_EXTENSION(thread_ptr) 
 
 
/* Define the ThreadX object creation extensions for the remaining objects. */ 
 
#define TX_BLOCK_POOL_CREATE_EXTENSION(pool_ptr) 
#define TX_BYTE_POOL_CREATE_EXTENSION(pool_ptr) 
#define TX_EVENT_FLAGS_GROUP_CREATE_EXTENSION(group_ptr) 
#define TX_MUTEX_CREATE_EXTENSION(mutex_ptr) 
#define TX_QUEUE_CREATE_EXTENSION(queue_ptr) 
#define TX_SEMAPHORE_CREATE_EXTENSION(semaphore_ptr) 
#define TX_TIMER_CREATE_EXTENSION(timer_ptr) 
 
 
/* Define the ThreadX object deletion extensions for the remaining objects. */ 
 
#define TX_BLOCK_POOL_DELETE_EXTENSION(pool_ptr) 
#define TX_BYTE_POOL_DELETE_EXTENSION(pool_ptr) 
#define TX_EVENT_FLAGS_GROUP_DELETE_EXTENSION(group_ptr) 
#define TX_MUTEX_DELETE_EXTENSION(mutex_ptr) 
#define TX_QUEUE_DELETE_EXTENSION(queue_ptr) 
#define TX_SEMAPHORE_DELETE_EXTENSION(semaphore_ptr) 
#define TX_TIMER_DELETE_EXTENSION(timer_ptr) 
 
 
/* Define ThreadX interrupt lockout and restore macros for protection on  
   access of critical kernel information. The restore interrupt macro must  
   restore the interrupt posture of the running thread prior to the value  
   present prior to the disable macro.  In most cases, the save area macro  
   is used to define a local function save area for the disable and restore  
   macros. */ 
 
#ifndef  thumb 
 
#define TX_INTERRUPT_SAVE_AREA register unsigned int interrupt_save, temp; 
 
#ifdef TX_ENABLE_FIQ_SUPPORT 
#define TX_DISABLE __asm \ 
 { \ 
    MRS  interrupt_save, CPSR; \ 
    ORR temp, interrupt_save, 0xC0; \ 
    MSR  CPSR_c, temp \ 
 } 
 
#else 
#define TX_DISABLE __asm \ 
 { \ 
    MRS  interrupt_save, CPSR; \ 
    ORR temp, interrupt_save, 0x80; \  
    MSR  CPSR_c, temp \ 
 } 
 
#endif 
 
#define TX_RESTORE __asm \ 
 { \ 
    MSR CPSR_c, interrupt_save \ 
 } 
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#else 
 
 
unsigned int _tx_thread_interrupt_disable(void); 
unsigned int _tx_thread_interrupt_restore(UINT old_posture); 
 
 
#define TX_INTERRUPT_SAVE_AREA unsigned int interrupt_save; 
 
#define TX_DISABLE interrupt_save = _tx_thread_interrupt_disable(); 
#define TX_RESTORE _tx_thread_interrupt_restore(interrupt_save); 
#endif 
 
 
/* Define the interrupt lockout macros for each ThreadX object. */ 
 
#define TX_BLOCK_POOL_DISABLE TX_DISABLE 
#define TX_BYTE_POOL_DISABLE TX_DISABLE 
#define TX_EVENT_FLAGS_GROUP_DISABLE TX_DISABLE 
#define TX_MUTEX_DISABLE TX_DISABLE 
#define TX_QUEUE_DISABLE TX_DISABLE 
#define TX_SEMAPHORE_DISABLE TX_DISABLE 
 
 
/* Define the version ID of ThreadX.  This may be utilized by the application. */ 
 
#ifdef TX_THREAD_INIT 
CHAR _tx_version_id[] = 
     "Copyright (c) 1996-YYYY Express Logic Inc. * ThreadX ARM7/RVDS 
Version GVVVV.5.0 SN: ZZZZ *"; 
#else 
extern CHAR _tx_version_id[]; 
#endif 
 
 
#endif 
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tx_trace.h File 

 

本章では、tx_trace.h ファイルを紹介しています。 
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/*************************************************************************** */ 
/* */ 
/*            Copyright (c) 1996-2006 by Express Logic Inc. */ 
/* */ 
/*  This software is copyrighted by and is the sole property of Express */ 
/*  Logic, Inc.  All rights, title, ownership, or other interests */ 
/*  in the software remain the property of Express Logic, Inc. This */ 
/*  software may only be used in accordance with the corresponding */ 
/*  license agreement.  Any unauthorized use, duplication, transmission, */ 
/*  distribution, or disclosure of this software is expressly forbidden. */ 
/* */ 
/*  This Copyright notice may not be removed or modified without prior */ 
/*  written consent of Express Logic, Inc. */ 
/* */ 
/*  Express Logic, Inc. reserves the right to modify this software */ 
/* without notice. */ 
/* */ 
/*  Express Logic, Inc.                     info@expresslogic.com */ 
/*  11423 West Bernardo Court               http://www.expresslogic.com */ 
/*  San Diego, CA 92127 */ 
/* */ 
/*************************************************************************** */ 
 
 
/*************************************************************************** */ 
/*************************************************************************** */ 
/** */ 
/** ThreadX Component */ 
/** */ 
/**   Trace */ 
/** */ 
/*************************************************************************** */ 
/*************************************************************************** */ 
 
 
/*************************************************************************** */ 
/* */ 
/*  COMPONENT DEFINITION                            RELEASE */ 
/* */ 
/*   tx_trace.h                                    PORTABLE C */ 
/*                                                    5.4 */ 
/*  AUTHOR */ 
/* */ 
/*    William E. Lamie, Express Logic, Inc. */ 
/* */ 
/*  DESCRIPTION */ 
/* */ 
/*    This file defines the ThreadX trace component, including constants */ 
/*    and structure definitions as well as external references.  It is */ 
/*    assumed that tx_api.h and tx_port.h have already been included. */ 
/* */ 
/*  RELEASE HISTORY */ 
/* */ 
/*    DATE               NAME                      DESCRIPTION */ 
/* */ 
/*  12-12-2005      William E. Lamie Initial Version 5.0 */ 
/*  04-02-2007      William E. Lamie Modified comment(s), */ 
/* resulting in version 5.1 */ 
/*  12-12-2008      William E. Lamie Modified comment(s), added */ 
/*  new event definitions, */ 
/*  changed types to ensure the */ 
/*  trace has universal format, */ 
/*  optimized event macro, and */ 
/*  added filter logic and new */ 
/*  function prototypes, */ 
/* resulting in version 5.2 */ 
/*  07-04-2009      William E. Lamie Modified comment(s), removed */ 
/*  FileX & NetX event IDs since */ 
/*  they are defined elsewhere, */ 
/*  and corrected priority */ 
/*  assignment in event trace, */ 
/* resulting in version 5.3 */ 
/*  12-12-2009      William E. Lamie Modified comment(s), added */ 
/*  defines for default source, */ 
/*  and added logic to insert */ 
/*  the thread's preemption- */ 
/*  threshold along with its */ 
/*  priority, resulting in */ 
/*  version 5.4 */ 
/* */ 
/*************************************************************************** */ 
 
 
/* Include necessary system files. */ 
 
#ifndef TX_TRACE_H 
#define TX_TRACE_H 
 
 
/* Determine if tracing is enabled. If not, simply define the in-line trace  
   macros to whitespace. */ 
 
#ifndef TX_ENABLE_EVENT_TRACE 
#define TX_TRACE_INITIALIZE 
#define TX_TRACE_OBJECT_REGISTER(t,p,n,a,b) 
#define TX_TRACE_OBJECT_UNREGISTER(o) 
#define TX_TRACE_IN_LINE_INSERT(i,a,b,c,d,f) 
#else 
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/* Event tracing is enabled. */ 
 
/* Ensure that the thread component information is included. */ 
 
#include "tx_thread.h" 
 
 
/* Define trace port-specfic extension to white space if it isn't defined  
   already. */ 
 
#ifndef TX_TRACE_PORT_EXTENSION 
#define TX_TRACE_PORT_EXTENSION 
#endif 
 
 
/* Define the default clock source for trace event entry time stamp. The following two item are port specific. 
   For example, if the time source is at the address 0x0a800024 and is 16-bits in size, the clock  
   source constants would be: 
 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE *((ULONG *) 0x0a800024) 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0x0000FFFFUL 
 
*/ 
 
#ifndef TX_TRACE_TIME_SOURCE 
#define TX_TRACE_TIME_SOURCE ++_tx_trace_simulated_time 
#endif 
#ifndef TX_TRACE_TIME_MASK 
#define TX_TRACE_TIME_MASK 0xFFFFFFFFUL 
#endif 
 
 
/* Define the ID showing the event trace buffer is valid. */ 
 
#define TX_TRACE_VALID 0x54585442UL 
 
 
/* ThreadX Trace Description. The ThreadX Trace feature is designed to capture 
   events in real-time in a circular event buffer. This buffer may be analyzed by other  
   tools.  The high-level format of the Trace structure is: 
 
 [Trace Control Header ] 
 [Trace Object Registry - Entry 0  ] 
         ... 
 [Trace Object Registry - Entry "n" ] 
 [Trace Buffer - Entry 0 ] 
         ... 
 [Trace Buffer - Entry "n"          ] 
 
*/ 
 
 
/* Trace Control Header. The Trace Control Header contains information that  
   defines the format of the Trace Object Registry as well as the location and  
   current entry of the Trace Buffer itself.  The high-level format of the  
   Trace Control Header is: 
 
 Entry Size Description 
 
 [Trace ID] 4 This 4-byte field contains the ThreadX Trace 
   Identification. If the trace buffer is valid, the 
   contents are 0x54585442 (TXTB). Since it is written as 
   a 32-bit unsigned word, this value is also used to 
   determine if the event trace information is in 
   little or big endian format. 
 [Timer Valid Mask] 4 Mask of valid bits in the 32-bit time stamp. This 
   enables use of 32, 24, 16, or event 8-bit timers. 
   If the time source is 32-bits, the mask is 
   0xFFFFFFFF. If the time source is 16-bits, the 
   mask is 0x0000FFFF. 
 [Trace Base Address] 4 The base address for all trace pointer. Subtracting 
   the pointer and this address will yield the proper 
   offset into the trace buffer. 
 [Trace Object Registry Start Pointer] 4 Pointer to the start of Trace Object Registry 
 [Reserved] 2 Reserved two bytes - should be 0x0000 
 [Trace Object Object Name Size] 2 Number of bytes in object name 
 [Trace Object Registry End Pointer] 4 Pointer to the end of Trace Object Registry 
 [Trace Buffer Start Pointer] 4 Pointer to the start of the Trace Buffer Area 
 [Trace Buffer End Pointer] 4 Pointer to the end of the Trace Buffer Area 
 [Trace Buffer Current Pointer] 4 Pointer to the oldest entry in the Trace Buffer. 
   This entry will be overwritten on the next event and 
   incremented to the next event (wrapping to the top 
   if the buffer end pointer is exceeded). 
 [Reserved] 4 Reserved 4 bytes, should be 0xAAAAAAAA 
 [Reserved] 4 Reserved 4 bytes, should be 0xBBBBBBBB 
 [Reserved] 4 Reserved 4 bytes, should be 0xCCCCCCCC 
*/ 
 
 
/* Define the Trace Control Header.  */ 
 
typedef struct TX_TRACE_CONTROL_HEADER_STRUCT 
{ 
 
 
   ULONG tx_trace_control_header_id; 
   ULONG tx_trace_control_header_timer_valid_mask; 
   ULONG tx_trace_control_header_trace_base_address; 
   ULONG tx_trace_control_header_object_registry_start_pointer; 
   USHORT tx_trace_control_header_reserved1; 
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   USHORT tx_trace_control_header_object_registry_name_size; 
   ULONG tx_trace_control_header_object_registry_end_pointer; 
   ULONG tx_trace_control_header_buffer_start_pointer; 
   ULONG tx_trace_control_header_buffer_end_pointer; 
   ULONG tx_trace_control_header_buffer_current_pointer; 
   ULONG tx_trace_control_header_reserved2; 
   ULONG tx_trace_control_header_reserved3; 
   ULONG tx_trace_control_header_reserved4; 
} TX_TRACE_CONTROL_HEADER; 
 
 
/* Trace Object Registry. The Trace Object Registry is used to map the object pointer in the trace buffer to  
   the application's name for the object (defined during object creation in ThreadX). */ 
 
#ifndef TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_NAME 
#define TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_NAME 32 
#endif 
 
 
/* Define the object name types as well as the contents of any additional parameters that might be useful in  
   trace analysis. */ 
 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_NOT_VALID 0 /* Object is not valid */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_THREAD 1 /* P1 = stack start address, P2 = stack size */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_TIMER 2 /* P1 = initial ticks, P2 = reschedule ticks */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_QUEUE 3 /* P1 = queue size, P2 = message size */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_SEMAPHORE 4 /* P1 = initial instances */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_MUTEX 5 /* P1 = priority inheritance flag */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_EVENT_FLAGS 6 /* none */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_BLOCK_POOL 7 /* P1 = total blocks, P2 = block size */ 
#define TX_TRACE_OBJECT_TYPE_BYTE_POOL 8 /* P1 = total bytes */ 
 
 
typedef struct TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_ENTRY_STRUCT 
{ 
 
   UCHAR tx_trace_object_registry_entry_object_available; /* TX_TRUE -> available */ 
   UCHAR tx_trace_object_registry_entry_object_type; /* Types defined above */ 
   UCHAR tx_trace_object_registry_entry_object_reserved1; /* Should be zero - except for thread */ 
   UCHAR tx_trace_object_registry_entry_object_reserved2; /* Should be zero - except for thread */ 
   ULONG tx_trace_thread_registry_entry_object_pointer; /* ThreadX object pointer  */ 
   ULONG tx_trace_object_registry_entry_object_parameter_1; /* Parameter value defined */ 
   ULONG tx_trace_object_registry_entry_object_parameter_2; /*  according to type above*/ 
   UCHAR tx_trace_thread_registry_entry_object_name[TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_NAME]; 
} TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_ENTRY; 
 
 
/* Trace Buffer Entry. The Trace Buffer Entry contains information about a particular  
   event in the system. The high-level format of the Trace Buffer Entry is: 
 
 Entry Size Description 
 
 [Thread Pointer] 4 This 4-byte field contains the pointer to the 
   ThreadX thread running that caused the event. 
   If this field is NULL, the entry hasn't been used  
   yet. If this field is 0xFFFFFFFF, the event occurred from  
   within an ISR. If this entry is 0xF0F0F0F0, the  
   event occurred during initialization. 
 [Thread Priority or 4 This 4-byte field contains the current thread pointer for interrupt  
  Current Thread  events or the thread preemption-threshold/priority for thread events.  
  Preemption-Threshold/ 
  Priority] 
 [Event ID] 4 This 4-byte field contains the Event ID of the event. A value of 
   0xFFFFFFFF indicates the event is invalid. All events are marked  
   as invalid during initialization. 
 [Time Stamp] 4 This 4-byte field contains the time stamp of the event.  
 [Information Field 1] 4 This 4-byte field contains the first 4-bytes of information 
   specific to the event. 
 [Information Field 2] 4 This 4-byte field contains the second 4-bytes of information 
   specific to the event. 
 [Information Field 3] 4 This 4-byte field contains the third 4-bytes of information 
   specific to the event. 
 [Information Field 4] 4 This 4-byte field contains the fourth 4-bytes of information 
   specific to the event. 
*/ 
 
#define TX_TRACE_INVALID_EVENT 0xFFFFFFFFUL 
 
 
/* Define ThreadX Trace Events, along with a brief description of the additional information fields,  
   where I1 -> Information Field 1, I2 -> Information Field 2, etc. */ 
 
/* Event numbers 0 through 4095 are reserved by Express Logic. Specific event assignments are: 
 
 ThreadX events: 1-199 
 FileX events: 200-299 
 NetX events: 300-599 
 USBX events: 600-999 
 
   User-defined event numbers start at 4096 and continue through 65535, as defined by the constants  
   TX_TRACE_USER_EVENT_START and TX_TRACE_USER_EVENT_END, respectively. User events should be based  
   on these constants in case the user event number assignment is changed in future releases. */ 
 
/* Define the basic ThreadX thread scheduling events first. */ 
 
#define TX_TRACE_THREAD_RESUME 1 /* I1 = thread ptr, I2 = previous_state, I3 = stack ptr, I4 = next thread */ 
#define TX_TRACE_THREAD_SUSPEND 2 /* I1 = thread ptr, I2 = new_state, I3 = stack ptr  I4 = next thread */ 
#define TX_TRACE_ISR_ENTER 3 /* I1 = stack_ptr, I2 = ISR number, I3 = system state, I4 = preempt disable */ 
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#define TX_TRACE_ISR_EXIT 4 /* I1 = stack_ptr, I2 = ISR number, I3 = system state, I4 = preempt disable */ 
#define TX_TRACE_TIME_SLICE 5 /* I1 = next thread ptr, I2 = system state, I3 = preempt disable, I4 = stack */ 
#define TX_TRACE_RUNNING 6 /* None */ 
 
 
/* Define the rest of the ThreadX system events. */ 
 
 
#define TX_TRACE_BLOCK_ALLOCATE 10 /* I1 = pool ptr, I2 = memory ptr, I3 = wait option, I4 = remaining blocks */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_CREATE 11 /* I1 = pool ptr, I2 = pool_start, I3 = total blocks, I4 = block size */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_DELETE 12 /* I1 = pool ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_INFO_GET 13 /* I1 = pool ptr */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_PERFORMANCE_INFO_GET 14 /* I1 = pool ptr */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 15 /* None */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_POOL_PRIORITIZE 16 /* I1 = pool ptr, I2 = suspended count, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BLOCK_RELEASE 17 /* I1 = pool ptr, I2 = memory ptr, I3 = suspended, I4 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_ALLOCATE 20 /* I1 = pool ptr, I2 = memory ptr, I3 = size requested, I4 = wait option */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_CREATE 21 /* I1 = pool ptr, I2 = start ptr, I3 = pool size, I4 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_DELETE 22 /* I1 = pool ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_INFO_GET 23 /* I1 = pool ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_PERFORMANCE_INFO_GET 24 /* I1 = pool ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 25 /* None */ 
#define TX_TRACE_BYTE_POOL_PRIORITIZE 26 /* I1 = pool ptr, I2 = suspended count, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_BYTE_RELEASE 27 /* I1 = pool ptr, I2 = memory ptr, I3 = suspended, I4 = available bytes */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_CREATE 30 /* I1 = group ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_DELETE 31 /* I1 = group ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_GET 32 /* I1 = group ptr, I2 = requested flags, I3 = current flags, I4 = get option */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_INFO_GET 33 /* I1 = group ptr */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_PERFORMANCE_INFO_GET 34 /* I1 = group ptr */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 35 /* None */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_SET 36 /* I1 = group ptr, I2 = flags to set, I3 = set option, I4= suspended count */ 
#define TX_TRACE_EVENT_FLAGS_SET_NOTIFY 37 /* I1 = group ptr */ 
#define TX_TRACE_INTERRUPT_CONTROL 40 /* I1 = new interrupt posture, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_CREATE 50 /* I1 = mutex ptr, I2 = inheritance, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_DELETE 51 /* I1 = mutex ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_GET 52 /* I1 = mutex ptr, I2 = wait option, I3 = owning thread, I4 = own count */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_INFO_GET 53 /* I1 = mutex ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_PERFORMANCE_INFO_GET 54 /* I1 = mutex ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 55 /* None */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_PRIORITIZE 56 /* I1 = mutex ptr, I2 = suspended count, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_MUTEX_PUT 57 /* I1 = mutex ptr, I2 = owning thread, I3 = own count, I4 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_CREATE 60 /* I1 = queue ptr, I2 = message size, I3 = queue start, I4 = queue size */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_DELETE 61 /* I1 = queue ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_FLUSH 62 /* I1 = queue ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_FRONT_SEND 63 /* I1 = queue ptr, I2 = source ptr, I3 = wait option, I4 = enqueued */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_INFO_GET 64 /* I1 = queue ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_PERFORMANCE_INFO_GET 65 /* I1 = queue ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 66 /* None */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_PRIORITIZE 67 /* I1 = queue ptr, I2 = suspended count, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_RECEIVE 68 /* I1 = queue ptr, I2 = destination ptr, I3 = wait option, I4 = enqueued */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_SEND 69 /* I1 = queue ptr, I2 = source ptr, I3 = wait option, I4 = enqueued */ 
#define TX_TRACE_QUEUE_SEND_NOTIFY 70 /* I1 = queue ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_CEILING_PUT 80 /* I1 = semaphore ptr, I2 = current count, I3 = suspended count,I4 =ceiling */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_CREATE 81 /* I1 = semaphore ptr, I2 = initial count, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_DELETE 82 /* I1 = semaphore ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_GET 83 /* I1 = semaphore ptr, I2 = wait option, I3 = current count, I4 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_INFO_GET 84 /* I1 = semaphore ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_PERFORMANCE_INFO_GET 85 /* I1 = semaphore ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 86 /* None */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_PRIORITIZE 87 /* I1 = semaphore ptr, I2 = suspended count, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_PUT 88 /* I1 = semaphore ptr, I2 = current count, I3 = suspended count,I4=stack ptr */ 
#define TX_TRACE_SEMAPHORE_PUT_NOTIFY 89 /* I1 = semaphore ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_CREATE 100 /* I1 = thread ptr, I2 = priority, I3 = stack ptr, I4 = stack_size */ 
#define TX_TRACE_THREAD_DELETE 101 /* I1 = thread ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_ENTRY_EXIT_NOTIFY 102 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_IDENTIFY 103 /* None */ 
#define TX_TRACE_THREAD_INFO_GET 104 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state */ 
#define TX_TRACE_THREAD_PERFORMANCE_INFO_GET 105 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state */ 
#define TX_TRACE_THREAD_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 106 /* None */ 
#define TX_TRACE_THREAD_PREEMPTION_CHANGE 107 /* I1 = thread ptr, I2 = new threshold, I3 = old threshold, I4 =thread state */ 
#define TX_TRACE_THREAD_PRIORITY_CHANGE 108 /* I1 = thread ptr, I2 = new priority, I3 = old priority, I4 = thread state */ 
#define TX_TRACE_THREAD_RELINQUISH 109 /* I1 = stack ptr, I2 = next thread ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_RESET 110 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state */ 
#define TX_TRACE_THREAD_RESUME_API 111 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_SLEEP 112 /* I1 = sleep value, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_STACK_ERROR_NOTIFY 113 /* None */ 
#define TX_TRACE_THREAD_SUSPEND_API 114 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_TERMINATE 115 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_THREAD_TIME_SLICE_CHANGE 116 /* I1 = thread ptr, I2 = new timeslice, I3 = old timeslice */ 
#define TX_TRACE_THREAD_WAIT_ABORT 117 /* I1 = thread ptr, I2 = thread state, I3 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_TIME_GET 120 /* I1 = current time, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_TIME_SET 121 /* I1 = new time */ 
#define TX_TRACE_TIMER_ACTIVATE 122 /* I1 = timer ptr */ 
#define TX_TRACE_TIMER_CHANGE 123 /* I1 = timer ptr, I2 = initial ticks, I3= reschedule ticks */ 
#define TX_TRACE_TIMER_CREATE 124 /* I1 = timer ptr, I2 = initial ticks, I3= reschedule ticks, I4 = enable */ 
#define TX_TRACE_TIMER_DEACTIVATE 125 /* I1 = timer ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_TIMER_DELETE 126 /* I1 = timer ptr */ 
#define TX_TRACE_TIMER_INFO_GET 127 /* I1 = timer ptr, I2 = stack ptr */ 
#define TX_TRACE_TIMER_PERFORMANCE_INFO_GET 128 /* I1 = timer ptr */ 
#define TX_TRACE_TIMER_PERFORMANCE_SYSTEM_INFO_GET 129 /* None */ 
 
 
/* Define the an Trace Buffer Entry. */ 
 
typedef struct TX_TRACE_BUFFER_ENTRY_STRUCT 
{ 
 
 
ULONG tx_trace_buffer_entry_thread_pointer; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_thread_priority; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_event_id; 
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ULONG tx_trace_buffer_entry_time_stamp; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_information_field_1; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_information_field_2; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_information_field_3; 
ULONG tx_trace_buffer_entry_information_field_4; 
 
} TX_TRACE_BUFFER_ENTRY; 
 
 
/* Trace management component data declarations follow. */ 
 
/* Determine if the initialization function of this component is including  
   this file. If so, make the data definitions really happen.  Otherwise,  
   make them extern so other functions in the component can access them. */ 
 
#ifdef TX_TRACE_INIT 
#define TRACE_DECLARE 
#else 
#define TRACE_DECLARE extern 
#endif 
 
 
/* Define the pointer to the start of the trace buffer control structure. */  
 
TRACE_DECLARE TX_TRACE_CONTROL_HEADER *_tx_trace_control_header_ptr; 
 
/* Define the pointer to the start of the trace object registry area in the trace buffer. */ 
 
TRACE_DECLARE  TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_ENTRY *_tx_trace_registry_start_ptr; 
 
/* Define the pointer to the end of the trace object registry area in the trace buffer. */ 
 
TRACE_DECLARE  TX_TRACE_OBJECT_REGISTRY_ENTRY *_tx_trace_registry_end_ptr; 
 
/* Define the pointer to the starting entry of the actual trace event area of the trace buffer. */ 
 
TRACE_DECLARE TX_TRACE_BUFFER_ENTRY *_tx_trace_buffer_start_ptr; 
 
/* Define the pointer to the ending entry of the actual trace event area of the trace buffer. 
 
TRACE_DECLARE TX_TRACE_BUFFER_ENTRY *_tx_trace_buffer_end_ptr; */ 
 
/* Define the pointer to the current entry of the actual trace event area of the trace buffer. 
 
TRACE_DECLARE TX_TRACE_BUFFER_ENTRY *_tx_trace_buffer_current_ptr; */ 
 
/* Define the trace event enable bits, where each bit represents a type of event that can be enabled or disabled dynamically by the application. */ 
 
TRACE_DECLARE ULONG _tx_trace_event_enable_bits; 
 
 
/* Define a counter that is used in environments that don't have a timer source. This counter is incremented on each use giving each event a unique timestamp. */ 
 
TRACE_DECLARE ULONG _tx_trace_simulated_time; 
 
 
/* Define the function pointer used to call the application when the trace buffer wraps. If NULL, the application has not registered a callback function. */ 
 
TRACE_DECLARE VOID (*_tx_trace_full_notify_function)(VOID *); 
 
 
 
/* Define the event trace macros that are expanded in-line when event tracing is enabled. */ 
 
#define TX_TRACE_INITIALIZE _tx_trace_initialize(); 
#define TX_TRACE_OBJECT_REGISTER(t,p,n,a,b) _tx_trace_object_register(t, (VOID *) p, (CHAR *) n, (ULONG) a, (ULONG) b); 
#define TX_TRACE_OBJECT_UNREGISTER(o) _tx_trace_object_unregister((VOID *) o); 
#define TX_TRACE_IN_LINE_INSERT(i,a,b,c,d,e) \ 
        { \ 
        TX_TRACE_BUFFER_ENTRY *trace_event_ptr; \  
        ULONG trace_system_state; \ 
        ULONG trace_priority; \ 
        TX_THREAD *trace_thread_ptr; \  
            trace_event_ptr =  _tx_trace_buffer_current_ptr; \ 
            if ((trace_event_ptr) && (_tx_trace_event_enable_bits & ((ULONG) (e)))) \ 
            { \ 
               TX_TRACE_PORT_EXTENSION \ 
               trace_system_state = (ULONG) _tx_thread_system_state; \ trace_thread_ptr =    _tx_thread_current_ptr; \ 
               \ 
               if (trace_system_state == 0) \ 
               { \ 
                  trace_priority =  trace_thread_ptr -> tx_thread_priority; \ 
                  trace_priority = trace_priority | 0x80000000 | (trace_thread_ptr -> tx_thread_preempt_threshold << 16); \ 
               } \ 
               else if (trace_system_state < 0xF0F0F0F0UL) \ 
               { \ 
                   trace_priority = (ULONG) trace_thread_ptr; \  
                   trace_thread_ptr =  (TX_THREAD *) 0xFFFFFFFFUL; \ 
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               } \  
               else \ 
               { \ 
                   trace_thread_ptr = (TX_THREAD *) 0xF0F0F0F0UL; \  
                   trace_priority =    0; \ 
               } \ 
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_thread_pointer = (ULONG) trace_thread_ptr; \  
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_thread_priority = (ULONG) trace_priority; \  
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_event_id = (ULONG) (i); \ 
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_time_stamp = (ULONG) TX_TRACE_TIME_SOURCE; \  
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_information_field_1 = (ULONG) (a); \ 
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_information_field_2 = (ULONG) (b); \  
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_information_field_3 = (ULONG) (c); \  
               trace_event_ptr -> tx_trace_buffer_entry_information_field_4 = (ULONG) (d); \  
               trace_event_ptr++; \ 
               if (trace_event_ptr >= _tx_trace_buffer_end_ptr) \ 
               { \ 
                   trace_event_ptr =  _tx_trace_buffer_start_ptr; \ 
                   _tx_trace_buffer_current_ptr =  trace_event_ptr; \ 
                   _tx_trace_control_header_ptr -> tx_trace_control_header_buffer_current_pointer = (ULONG) trace_event_ptr; \  
                   if (_tx_trace_full_notify_function) \ 
                       (_tx_trace_full_notify_function)((VOID *) _tx_trace_control_header_ptr); \ 
               } \ 
               else \ 
               { \ 
 
                   _tx_trace_buffer_current_ptr =  trace_event_ptr; \ 
                   _tx_trace_control_header_ptr -> tx_trace_control_header_buffer_current_pointer = (ULONG) trace_event_ptr; \ 
               } \ 
           } \ 
       } 
 
#endif 
 
 
/* Define function prototypes of the trace component. */ 
 
UINT _tx_trace_enable(VOID *trace_buffer_start, ULONG trace_buffer_size, ULONG registry_entries); 
UINT _tx_trace_event_filter(ULONG event_filter_bits); 
UINT _tx_trace_event_unfilter(ULONG event_filter_bits); UINT   _tx_trace_disable(VOID); 
VOID _tx_trace_initialize(VOID); 
UINT _tx_trace_interrupt_control(UINT new_posture); VOID    _tx_trace_isr_enter_insert(ULONG isr_id); 
VOID _tx_trace_isr_exit_insert(ULONG isr_id); 
VOID _tx_trace_object_register(UCHAR object_type, VOID *object_ptr, CHAR *object_name, ULONG parameter_1, ULONG parameter_2);  
VOID _tx_trace_object_unregister(VOID *object_ptr); 
UINT _tx_trace_buffer_full_notify(VOID (*full_buffer_callback)(VOID *)); 
UINT _tx_trace_user_event_insert(ULONG event_id, ULONG info_field_1, ULONG info_field_2, ULONG info_field_3, ULONG info_field_4); 
 
#endif 
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DOS コマンドラインユーティリティ 

 

TraceX インストールには、サブディレクトリ（Utilities）の下

に 3 つの DOS コマンドラインユーティリティが含まれます。

以降のページでこの DOS コマンドラインユーティリティにつ

いて説明します。 

 ea2tracex.exe 

 hex2tracex.exe 

 mot2tracex.exe 
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提供されているユーティリティは次の通りです。 

ユーティリティ 目的 コマンドラインの説明 

ea2tracex.exe GHS ツールと関連して ThreadX で生

成されたトレースファイルを TraceX のト

レースファイル形式に変換。 
注：ThreadX は、GHS ツール用に他の

ツールとは異なるトレース形式のファイ

ルを生成するため、この変換ユーティリ

ティが必要になります。 

> ea2tracex  
original_file converted_file 
<cr> 

hex2tracex.exe ThreadX で生成され、開発ツールから

HEX 形式でダンプされたトレースファイ

ルをバイナリ形式の TraceXトレースファ

イルに変換。注：TraceX V5 以降のバー

ジョンでは、HEX ファイルを変換せずに

開くことができます。 

> hex2tracex  
hex_file converted_file <cr> 

mot2tracex.exe ThreadX で生成され、開発ツールから

Motorola S-Record 形式でダンプされた

トレースファイルをバイナリ形式の

TraceX トレースファイルに変換。注：

TraceX V5 以降のバージョンでは、

S-Record ファイルを変換せずに開くこと

ができます。 

> mot2tracex  
mot_file converted_file <cr> 
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トレースバッファのダンプ 

 

使用している特定の開発ツールのコマンドやユーティリティ

を使って、ThreadX で作成されたトレースバッファをホストコ

ンピュータのファイルにダンプできます。この付録では、

ThreadX と一緒に使用されている人気の開発ツールでト

レースバッファをホストファイルにダンプする例を紹介しま

す。 

 BenchX ツール 258 

 RealView ツール 259 

 IAR ツール 259 

 CodeWarrior ツール 260 

 MPlab ツール 261 1 GHS ツール 267 

 Renesas HEW 268 
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BenchX ツール 
BenchX ツールでは、下の図のように Memory View の

Store Memory To File ボタンを選択することによって、ト

レースバッファをホストファイルに簡単にダンプできます。 

 

 
ダンプする場合には、下の図のように、トレースバッファの

アドレス、サイズ、ダンプ先のファイル名（パスを含む）を指

定して、Save ボタンを選択します。これでバイナリ形式のト

レースファイルが作成され、TraceX で表示できるようになり

ます。 
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RealView ツール 
ARM RealView ツールでは、RealView のコマンドラインプ

ロンプトで次のコマンドを入力することによって、トレース

バッファをホストファイルに簡単にダンプできます。 

> WRITEFILE,raw trace_file.trx=0x6860..0xE560 

ダンプが完了すると、trace_file.trx には 0x6860 を開始アド

レスとして、最大で 0xE560 までのアドレス範囲に配置され

るトレースバッファが含まれます。これで、このファイルを

TraceX で表示できます。 

 

IAR ツール 
IAR ツールでは、下の図のように、メモリビューで右クリック

して Memory Save…オプションを選択することによって、ト

レースバッファをホストファイルに簡単にダンプできます。 
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上記のオプションを選択すると、Memory Save ダイアログ

が表示されます。開始アドレスと終了アドレス、トレースファ

イル名を入力し、Save ボタンを選択します。下の例では、

IARツールは trace_file.hexのインテルHEXレコードに指

定したトレースバッファを保存しています。 

 

 
これで trace_file.hex ファイルにトレースバッファが保存さ

れ、TraceX で表示できるようになります。 

 

CodeWarrior ツール 
CodeWarrior ツールでは、Command Window で save コ

マンドを入力することによって、トレースバッファをホストファ

イルに簡単にダンプできます。次の例では、トレースバッ

ファの開始点を 0x102200、終了点を 0x109F00 として

save コマンドが実行されます。 

> save –b p:0x102200..0x109F00 trace_file.trx -a 32bit 
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こ れ で ト レ ー ス バ ッ フ ァ が ホ ス ト コ ン ピ ュ ー タ の

trace_file.trx に保存されます。 

 

MPLAB ツール 
MPLAB ツールでは、あらゆる範囲のメモリをホストファイル

にエクスポート可能な Export Table ユーティリティを使って、

TraceX 対応のトレースファイルを作成できます。このユー

ティリティを使って TraceX 用のトレースファイルを作成する

には、次の手順に従います。 

 
ステップ 1 View  Memoryの順に選択してMemoryウィンドウを開き

ます。 
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ステップ 2 Memory View ウィンドウで右クリックし、オプションの一覧

を表示します。次に Display Format -> 1 Byte の順に指

定して、バイト表示を選択します。 
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ステップ 3 Memory View ウィンドウ内でもう一度クリックし、Go To を

選択すると、イベントバッファのアドレスを指定するダイアロ

グボックスが表示されます。この例では、event_buffer が

表示されています。 
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ステップ 4 ここではトレースバッファの最初のアドレスに含まれるコン

テンツ（常に BTXT の文字列）が強調表示されています。 
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 ユーザーガイド 

ステップ 5 もう一度右クリックしてオプションメニューを表示した後、

Export Table を選択します。 
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ステップ 6 次のように Export Table が表示されたら、エクスポートす

るアドレス範囲を指定します。この例のように、8K のトレー

スバッファの場合、0xA00006ACから0xA00026ACまでの

範囲を指定し、作成するホストファイルの名前を入力します

（この例では demo_threadx.trx）。 

 

 
ステップ 7 demo_threadx.trx という名前のファイルがホストに作成さ

れ、TraceX で開けるようになります。 

 

GHS ツール 
GHS ツールでは、デバッグコマンドウィンドウのコマンドライ

ンプロンプトで次のコマンドを入力することによって、トレー

スバッファをホストファイルに簡単にダンプできます。 

memdump raw c:\release\threadx\demo_threadx.trx event_buffer 32768 

ダンプが完了すると、demo_threadx.trx ファイルの

event_bufferには、32,768バイトのトレースバッファが配置

され、TraceX で表示できるようになります。 
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Renesas HEW 
Renasas HEW ツールでは、次の 3 つの手順（およびサブ

手順）に従うことによって、トレースバッファをホストファイル

に簡単にダンプできます。 

ステップ 1 メモリウィンドウを開きます。 
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ステップ 2 メモリウィンドウ内にカーソルを置き、右クリックします。 

 

 
Step 3 Save を選択し、Save Memory As ウィンドウで 次の作

業を行います。 

• ファイル形式の選択：Binary 

• ファイル名の指定：希望するファイル名を指定します。 

• 開始アドレスの指定：trace_buffer 

• 終了アドレスの指定：（trace_buffer+サイズ） 

• アクセスサイズの指定：1 
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• Save をクリックします。 
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