
IEEE1394シリアルバスアナライザ SB2000

13 横河技報　Vol.43 No.2 (1999)

*1 テスト&メジャメント事業部  開発１部

IEEE1394シリアルバスアナライザ SB2000
IEEE1394 Serial Bus Analyzer SB2000

IEEE1394シリアルバスアナライザ SB2000を開発した。ハードウェアトリガとリアルタイムフィルタによる

プロトコル解析機能，また，アイソクロナス（Isochronous）およびアシンクロナス（Asynchronous）パケットの

シーケンシャルな発生機能を持つ。さらに，シリアルバスの信号波形を観測するためのプロービング回路を内

蔵し，ディジタルオシロスコープ（DLシリーズ）との組み合わせではパケット表示と波形表示の連動させたコン

フィグレーションやアービトレーションの解析も可能である。SB2000は，IEEE1394の物理層からアプリケー

ション層までの解析を１つのプラットフォームで行うことができる。
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We have developed the IEEE1394 Serial Bus Analyzer SB2000. SB2000 can analyze the 1394 protocol

efficiently by the hardware triggering and real-time filtering, and generate isochronous packets and

asynchronous packets sequentially. And SB2000 has the probing circuits internally to measure the

serial bus signals, TPA and TPB, so the configuration and the arbitration can be analyzed by the digital

oscilloscope (DL series) linking with the event list. SB2000 can analyze IEEE1394 from the physical

layer to the application layer.

図１　IEEE1394シリアルバスアナライザ SB2000 外観

1. は  じ  め  に

IEEE1394はシリアルバスとして，オフィス，スタジオ

また一般家庭において画像や音楽，データといったマル

チメディアを容易に扱える優れた通信規格である。

100 Mbps以上の高速バスでありながら，ホットプラグイ

ン（電源を入れたままのプラグ抜き差し可），プラグアン

ドプレイ（自動設定・通信開始）など，ユーザに優しい多

くの特長をもつ。

しかしながらその反面，チップや装置に対して複雑な

プロトコル処理の負担を課している。多種多様な機器

間，多くの異なるベンダ機器間での接続が想定され，相

互接続時のトラブル防止も重要である。規格に対する適

合性を十分にチェックし，互いの通信に干渉しないよう

設計，また相互接続性を確認する必要がある。

一般にIEEE1394シリアルバス製品は，

（1）ハードウェア

（2）通信プロトコルを処理するファームウェア

（3）データを転送したり制御コマンドを処理するアプリ

ケーションソフトウェア

の３部分で構成される。これらのいずれの性能も過不足

無く最適化され，また，当然バグがあってはならない。

各部分の検証のためには，シリアルバスの波形の解析

やパケットデータの解析を十分に行う必要がある。どの

ようなノードがどのように接続されているか，ギャップ

（パケット間隔を決定する変数）の設定やバスリセット（バ

スの初期化），アービトレーション（バス獲得のための

ノード間の調停）は正しい手順で行われているか，また，

どのノードからどのノードへどのパケットがどのような

手順で流れているか，規格違反のパケットやCRC（Cyclic

Redundancy Check）エラー，再送は発生していないか，

正しく処理されているか，リソースの競合はないか，等

の多種多様な状況を的確につかむ必要がある。
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対応プロトコル ： IEEE1394-1995
1394伝送速度 ：100 M / 200 Mbps
1394ポート数 ：４ポート（２ポート / ノード）
マネージメント機能 ：サイクルマスタ，アイソクロナスリソース

マネージャおよび機能レベル設定
アナライザ機能
　トポロジ解析 ：トポロジ接続，MaxSpeed，ノード機能表示
　イベント解析 ：パケット解析，エラー解析，統計 / 時間解析
　　キャプチャメモリ ：２MB（オプション16 MB）
　　タイムスタンプ分解能： 40.7 ns / 125 μs切り替え
　　トリガ機能 ：３ステートシーケンストリガ
　　　パケットトリガ条件：パケットパターン（連続する４quadlet）
　　　その他トリガ条件：Bus Reset, CRC Error, Arbitration Reset

Gap, 外部トリガ
　　フィルタ機能 ：パケットマッチングおよびパケットサイズ
　　　フィルタ条件 ：パケットパターン（連続する４quadlet），

パケットサイズ
ジェネレータ機能
　CSRアクセス ：CSRレジスタRead / Write / Lock
　トラフィック発生 ：アシンクロナスパケット，アイソクロナス

パケット，PHYパケット，エラーパケット
　トラフィックメモリ ：２MB（オプション16 MB）
　レスポンス試験機能
　伝搬遅延測定機能
波形測定機能
　出力信号 ：TPAおよびTPBの差動および同相信号　
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そのためIEEE1394シリアルバス上のデータを確実に取

り込み，見やすく表示し，さらに様々な解析機能がある

データアナライザが必須である。

2. IEEE1394シリアルバスアナライザ　

本稿ではこのような機能を満足させたSB2000を開発し

たので，その特長と使用法について概説する。

IEEE1394のプロトコルアナライザとしては，当社が提

携している3A International社（米国）が1997年春，世界で

初めて1394データアナライザを発売した。現在，そのシ

リーズはデファクトスタンダート的なアナライザとして

活躍している。SB2000はその基本機能の上に，波形測定

機能の追加，キャプチャ／ジェネレートの機能アップを

図っている。図１に外観，表１に主な仕様を示す。

全体はオールインワンタイプでこの１台でさまざまな

解析ができ，持ち運ぶことも容易である。図２で示すよ

うに図１の左側面にIEEE1394インタフェースポートが４

ポートある。ユーザの装置やシステムを接続することで

すぐに測定を開始できる。また，外部にディジタルオシ

ロスコープを接続すれば，簡単に狙ったパケットの波形

観測もできる。図３にその観測例を示す。

図４にブロック図を示す。バスアナライザは，２ノー

ド構成でそれぞれ２ポートをもつ。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。

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，波形出力のためのバッファ回路を持つ。

ジェネレータノードは高トラフィックなアイソクロナス

パケット送信も可能とするためのメモリを持つ。

表１　SB2000の主な仕様

図２　SB2000 接続パネル
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図３ IEEE1394バスとTPAとTPBの差動および同相信号
（バスリセット後のSelf IDパケットの様子）

図４　SB2000ブロック図
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2.1 トポロジ解析

図５にトポロジビューアの表示画面を示す。トポロジ

ビューアは接続されている全装置（ノード）をブロックで

示し，ノードID，ユニークID，スピード，バスマネー

ジャやアイソクロナスリソースマネージャ等のバス上で

の機能と，書き換え可能な装置名，アイコンと共に表示

する。ブロックをつなぐラインはIEEE1394バスを表し，

転送可能な最高速度を表示する。このトポロジー画面に

より，リアルタイムで各装置がどのように接続され，ど

のような特性のものかが一目で解析できる。

さらにブロック部分を左クリックするとそのノードの

パワークラス，リンクレイヤのオン／オフ，マネージャ

能力などの詳細情報を見ることができる。また右クリッ

クすると，そのノードに対しアシンクロナスパケットを

送出しCSRのデバッグ（Read, Write, Lock）ができる。

図５　トポロジウィンドウとノード詳細ウィンドウ

図６ イベントウィンドウとフィルタウィンドウ
（例：ISOパケットとCSパケットを落とす）

図８　統計解析ウィンドウ

図７　トリガウィンドウ

2.2 パケット解析

図６下図にイベントビューアの表示画面を示す。画面

下部はキャプチャされたイベントとパケットを表示する

イベントリスト，画面上部はキャプチャした時点でのト

ポロジである。このトポロジはイベントリスト上のカー

ソル位置と連動して変化するので，バスリセットの度に

変化するトポロジを確認しながらの解析に有効である。

イベントリストはキャプチャした１パケットを1行づつ

に表示する。バスリセットやアービトレーションリセッ

トギャップのイベント表示もできる。付加されるタイム

スタンプの時間分解能は40.7 ns／125μs（最大測定時間長

128 s／約６日）と，高精度時間測定または長時間測定の

目的により切り替え可能である。イベントリスト上でパ

ケットをダブルクリックするとその全ペイロードデータ

を含む詳細情報が表示される。

図７にトリガ条件設定ウィンドウを示す。パケット先

頭から任意オフセットの４quadletに対し自由にその条件

設定を行う。条件設定は２系統あり，AND，OR，NOT

またはTHRUで設定する。パケットのソースノードIDや

宛先ノードIDはもちろん，その他のヘッダ内容やペイ

ロードデータでのトリガーも可能である。さらに，アー

ミングトリガ機能を用いれば，３ステートまでの条件組
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み合わせでトリガ成立条件の設定もできる。また，バス

リセット，CRCエラーやアービトレーションリセット

ギャップ，外部信号でのトリガも可能である。

図６上図に，フィルタ条件設定ウィンドウを示す。

フィルタ機能により，例えば，アシンクロナス転送解析

を行う場合，サイクルスタートパケットやアイソクロナ

スパケットを取り除いたり，さらに他ノードのアシンク

ロナスパケットを除くことで，迅速に目的とするパケッ

トのやりとりを解析できる。

フィルタには上記機能の他にパケット先頭から指定し

たパケット長のみを取り込むスライス機能もある。この

機能で最大16 Mbyteのキャプチャメモリを有効に使うこ

とが可能となる。

また，フィルタにはこのようにキャプチャパケットを

操作するハードウェアフィルタの他に，単に表示パケッ

トを操作するディスプレイフィルタもある。

2.3 データの統計解析と時間解析

図８に統計解析ウィンドウを示す。イベント表示ウィ

ンドウ上でいくつかのパケットを選択し，帯域解析機能

を選択すると，その区間でキャプチャされたパケットの

占有帯域の分布や，チャンネル毎やノード毎の占有帯

域，またパケット到着時間の揺らぎの分布などがテキス

トおよびグラフィック表示される。

また，時間解析機能として，レスポンス試験や伝搬遅

延測定がある。レスポンス試験は，アシンクロナスのリ

クエストパケットの送信間隔を変化させ２パケット連続

送信し，その応答性能をチェックする。伝搬遅延測定は

ジェネレータノードからタイムスタンプを挿入したアイ

ソクロナスパケットを複数送信し，測定対象装置を通過

させアナライザノードまでの伝搬時間分布を測定する。

2.4 波形測定機能

IEEE1394バス上の波形をアナライザノードの1ポート

について測定可能とする。２つのツイストペア信号TPA

とTPBに対し，低容量・高インピーダンスのバッファ回

路を設け，それぞれの差動信号およびコモン信号を演算

出力する。これらの信号および外部トリガ出力をディジ

タルオシロスコープに接続することにより，トリガ設定

で狙ったパケットの波形測定ができる。さらにディジタ

ルオシロスコープDL2700シリーズをGP－IB制御で使用

すれば，イベントリスト上でパケットを指定すること

で，そのパケットをオシロスコープの画面中央に表示す

ることもできる。

この機能により，バスリセットとコンフィグレーショ

ン，各パケットでのアービトレーション，スピードシグ

ナル解析の他に，ギャップ時間の測定，CRCエラー等の

エラー原因の解析，さらには，バスリセット多発等の異

常なバスリセット，PHY（Physical）チップ不具合による

バス動作異常の解析など，従来のパケットデータのみの

アナライザでは不可能であった解析が可能となってい

る。さらに外部トリガ入出力を用いれば，ユーザ機器，

ロジックアナライザ等を組み合わせた解析も容易に行う

ことができる。

2.5 パケット発生機能

パケットの発生機能として，アシンクロナスパケッ

ト，アイソクロナスパケット，PHYパケットの他に，エ

ラーを含むパケット発生も可能である。これらは，パ

ケットビルダでパケットを作成，シーケンスビルダでそ

れらの送信順序を設定し送信開始する（図９）。またアイ

ソクロナスのリソースの自動取得もできる。この送信機

能ではシーケンスが組めるので，機器の一連の制御が1ボ

タンででき，同時にキャプチャを行えばその動作チェッ

クも容易に行うことができる。

3. お  わ  り  に

本稿ではIEEE1394シリアルバスアナライザSB2000の

特長と使用法について紹介した。

今後，400 Mbps対応やAVプロトコル，SBP－２，IP

over 1394等の上位プロトコルの解析機能の充実，また，

IEEE1394.b（高速，光）やIEEE1394.1（ブリッジ）等の新規

格への対応を行っていきたい。
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図９　パケットビルダとシーケンスビルダ


