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IEEE1394開発・生産支援測定器のラインアップ

Line-up of Measuring Instruments for IEEE1394 Development and Production

IEEE1394は高速ながらユーザフレンドリな通信規格で，PCと情報家電との接続性にも優れ，次世代の家庭内/

自動車内マルチメディアネットワークの本命と見られている。しかしながら複雑なプロトコルなので，短期開

発が必要な開発者にとってIEEE1394専用のアナライザは必要不可欠である。98年秋のSB2000に引き続き

400 Mbps対応の1394シリアルバスアナライザSB4000/4100を開発した。これまでの1394-1995規格の200 Mbps

対応に比べ400 Mbpsまでの対応となっただけでなく，新規格のP1394aにも対応した。それらの機能，特性の違

いを述べる。

また，世界でデファクトスタンダードとなっている1394データアナライザの開発元である米国3Aインターナ

ショナル社に昨年資本参加し，販売と共同開発提携を結んだ。その3A社の製品ラインナップも述べる。

さらに開発用だけではなく生産ラインでの出荷検査用テスタについても概要を述べる。

11

*1　テスト＆メジャメント事業部 開発１部

秋　山　　浩　二*1

AKIYAMA  Koji

High performance digital interface IEEE1394 is known as the standard of the multimedia network

for future home and car network by it's easy functionality for end users and familiarity to both Con-

sumer Electronics and PC field. But otherwise the develop engineers have to apply the complex proto-

col to their equipment and test carefully for accomplishment the good interoperability. They need ana-

lyzers which has high performance and flexible operation for easy debugging of their software and

hardware. We have developed 1394 Serial Bus Analyzer SB4000 and SB4100 in succession to SB2000.

Addition to the data rate of 200 Mbps of 1394-1995 standard, they have an ability up to 400 Mbps and

functionality of new standard of P1394a.

Yokogawa has made an investment in and established an alliance of sales and development with 3A

International, Inc.(USA), the top producer of 1394 analyzers, since last year.

In this paper, the line-up of measuring instruments for 1394 development and production of both

companies are described.

1. は  じ  め  に

IEEE1394通信インタフェースはPCの周辺機器との接

続を高速かつ容易にするために開発が進められてきた

が，ディジタル家電機器の接続インタフェースとしても

採用されるようになって大きく発展した。

現行の1394-1995規格が定められた95年頃からPC上での

動画像編集を目的にディジタルビデオカメラに標準搭載

され，すでに異なる５，６社から総計100万台以上出荷さ

れている。

一方PC側は当初画像キャプチャ用のアダプタボードと

して販売されていたが，98年後半からノートPCやデスク

トップPCにも標準搭載されるようになった。

99年に入ると家電では衛星放送受信機やMDデッキ，

ディジタルVHSデッキなどにも搭載され，PC周辺機器で

もプリンタ，HDD，MOドライブなど多くの製品が現

れ，さらにCATV用のケーブルモデムや光通信モデムな

どにも搭載されている。今後，電子楽器やスキャナなど

画像や音楽，データを扱うマルチメディア機器に搭載が

図１　SB4000とDL7100
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予定されており，一気に1394ホームネットワークが現実

味を帯びてきている。

規格の動きも，数年間懸案であった改良版のP1394a規

格がほぼ確定した。1394-1995規格で問題であったバスリ

セット処理や調停の短縮化などのプロトコルの高速化を

はじめ，種々の改良と追加がされた。他にもP1394bや各

種上位プロトコルが1394TA（Trade Association）で検討

されている。

2. 1394アナライザの必要性と要求される機能

このような機能を満たすためにIEEE1394は非常に複雑

なプロトコルを用いている。しかし，実際の1394バス上

でどのように動作しているかは，外部からは見えない。

観測しようとすれば，通信に影響を与えないような特殊

なプローブを用いロングメモリのオシロスコープやロ

ジックアナライザなどで可能ではある。しかし，その

データから，ヘッダとペイロードを切り分け，パケット

の種類を判断し，どこからどのノードへ向かうパケット

か，チャンネル番号は，などを読みとるのは並大抵のこ

とではない。また，各種マネージャ機能がダイナミック

に変化するのを見ることは出来ないし，長時間にわたる

測定，解析は出来ない。

したがって，専用アナライザが無い場合，開発者は，開

発中の装置のハードウェアやソフトウェアを工夫して数多

くの測定データから間接的に動作を類推し，長時間かけて

少しずつ動作の検証を行っていく必要がある。

このように，IEEE1394バス上のデータを確実

に取り込み，接続状態やマネージャ機能のダイナ

ミックな変化を見易く表示し，様々な解析機能と

パケット発生機能のある1394専用のアナライザ

は，IEEE1394インタフェースを用いた装置を開

発する上で必須の測定器である。

これから1394アナライザには，主に以下のような機能

が要求される。これらを念頭に置き，さらに開発する装

置の種類や使用者の習熟度を考え選択する必要がある。

（1）リアルタイムでトポロジーを表示する機能

1394のノードはバスリセットの度にノード番号や各

種マネージャの役割が変わる可能性がある。した

がって，パケットの解析を行う際にその時点でのト

ポロジーが正確に把握できていなければならない。

（2）正確なパケットキャプチャ

高速な繰り返しパケットでも正確にキャプチャし，

パケットの内容を表示するとともに，正確なクロッ

クで到着時間を検出しなければならない。

（3）使い易さ

複雑なデータパケットから所望のパケットを選択する

トリガ機能，リアルタイムフィルタ機能，キャプチャ

した膨大なデータから即座に必要なパケットを選択す

るサーチ機能，データフィルタ機能。パケット到着時

間ゆらぎやパケット間隔時間などから特性を解析する

時間計測，統計処理機能などが必要である。

（4）高速のデータ表示

膨大なデータをキャプチャしても表示に時間が掛

かっては何にもならない。

（5）本体の持ち運び易さ

　 個別の装置開発から，現場での試験，解析へ利用が

進むことを考えれば可搬性が重要である。
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3. アナライザのラインアップ

3.1 開発用1394バスアナライザSB2000/4000/4100

図１にSB4000の外観を示す。全体はオールインワンタ

イプで外部にPCは不要で，簡単に持ち運びでき，この１

台だけでさまざまな解析ができる。外部にオシロスコー

プを接続すれば，狙ったパケットの波形観測も簡単にで

きる。

表１に各アナライザの機能の違いを示す。

図２に各アナライザのブロック図を示す。SB2000と

4100は２ノード構成でそれぞれ２ポートをもち，主にパ

ケットをキャプチャ解析するアナライザノードと，パ

ケット発生／トポロジー解析するジェネレータノードか

らなる。通常，２ノードを外部で1394ケーブル接続して

使用する。一方SB4000はアナライザ１ノードのみで低価

格化を図っている。以下は主にSB4100を例として機能を

説明する。

アナライザノードは，ハードウェアによるトリガ／フィ

ルタ回路およびオンボードキャプチャメモリを搭載し，

100％キャプチャ，高精度なタイムスタンプを実現してい

る。また，オシロスコープへの波形出力用バッファ回路を

もち，ディジタルオシロスコープ上で1394バスのTPAと

TPBの差動および同相信号の解析を可能とする。ジェネ

レータノードは送信用パケットメモリをもちアイソクロナ

スパケットの高トラフィック発生が可能である。

アナライザの使用法

①接続された機器の状態を見る。

・1394ケーブルを入力ポートに差し込む。

・トポロジビューアを見る。（図３）

・各装置の詳細情報を見る。

・各装置のCSR（Control and Status Registers）を見る。

・各装置のCSRに書き込んで動作を見る。

②バス上のパケットを見る。

・トリガを設定する。フィルタを設定する。

・キャプチャ量を設定しスタートさせる。

・イベントビューアを見る。（図４）

③キャプチャしたパケットを解析する。

・パケットの詳細データを見る。

・到着時間を解析する。

・必要なパケットをサーチする。

・不要なパケットを表示フィルタで除去。

　・統計解析機能で，各パケット到着時間を見る。

④キャプチャしたパケットを保存する。

⑤オシロスコープで波形を観測する。

・キャプチャ時に同時にオシロスコープ記録開始

・トリガ点で自動停止

・イベントリスト上のパケット波形をオシロで観測　

⑥パケットを発生させる。

・各種パケットを作成

・パケットを組み合わせてシーケンス作成

・スタートで送信開始

これらの詳細機能は参考文献 （８）に示す。

3.2 データアナライザIDA400/410/450/455

3A International社（米国）は1997年春，世界で初めて

1394データアナライザIDA200を発売し，1394アナライザ

のデファクトスタンダードとなっている。アジア地域に

おける販売，サービスを当社が担当している。IDA400/

410/450/455はその改良版ですべて400 Mbps対応であ

図４　イベントウィンドウ

図３　トポロジーマップとノード詳細ウィンドウ 図５　データアナライザIDA455
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り，450/455はP1394a対応機種である。図５に1394データ

アナライザIDA455の外観を示す。SBシリーズと同様，

全体はオールインワンタイプで簡単にどこへも持ち運び

ができる。IEEE1394ケーブルで接続することですぐに測

定を開始することが可能である。外部に別のPCを接続し

たり，ロジックアナライザなど他の測定器を繋ぐことは

一切必要としない。SBシリーズと異なりソフトウェアオ

リエンテッドでデータ解析を主にしたデータアナライザ

なので，柔軟に上位プロトコルにも対応でき，新しい規

格の変更にもバージョンアップですぐに対応できる。ま

た世界中でデファクトスタンダードとなっているため，

他社との接続テストでデータを交換しての意見交換にも

威力を発揮する。SBシリーズは主にチップやハードウェ

ア開発者向け，IDAシリーズはソフトウェア開発者向け

と言える。

3.3 マルチファイ（Multi-PHY）

IDAシリーズでPHYチップをPCカード状のモジュール

に搭載し，ユーザが自由に各社のPHYチップを交換でき

るようにした物である。（図６）開発時に各社のチップと

の相互接続性を評価することが簡単にできるので，微妙

な各社チップの特性の違いによる発売後のトラブルを未

然に防ぐことができる。

3.4 バルキリー

アタッシュケース形のポータブルPCにアナライザを搭

載し可搬性を増した物で，フィールド設置機器の解析に

威力を発揮する。（図７）

3.5 生産ライン出荷検査用テスタ

これはまだ開発中であるが，1394アダプタカードとソ

フトウェアの販売で，既に完成している装置の生産ライ

ン時の実装時に置けるトラブルを検査するためのテスタ

で，ユーザのデスクトップPCに自由に組み込め，高速で

各種コマンドを送って動作を自動的に検証する。アナラ

図６　マルチファイ（Multi-PHY） イザほど解析機能は要らないが，低コストで短時間で大

量に検査したいときに最適である。

4. お  わ  り  に

現在，当社が扱っている1394関連測定機のラインアッ

プを紹介してきた。これまで3A社と当社で豊富なアナラ

イザラインアップにより，1394関連装置の開発期間短縮

や相互接続性確保に大きな貢献をしてきた。しかし，

1394規格は今後もP1394bやP1394.1などの改良が検討さ

れ，また上位プロトコルとしてDPPやHAViなども議論さ

れ，さらには高速の800 Mbps，1600 Mbpsなどの高速化

も予定されているので，それらに対しての要求に応える

新たな開発が必要であり，順次対応していく予定であ

る。

ここ数年で参入会社も急激に増えてきており，今後各社

の製品の種類が増えれば増えるほど，信頼性の高い1394ア

ナライザは重要な役目を担うことになると考える。
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図７　バルキリー


