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現在のチップ間通信では、I2C（集積回路間）およびSPI（シリアル・ペリフェラル・インタ
フェース）などの低速シリアル・バス・インタフェースは、チップ間通信に広く用いられ
ています。多くのデザインでは、このようなシリアルバスの内容を解析する必要があり
ます。しかし、これらのプロトコルはビットをシリアル伝送するため、従来のオシロス
コープでは限界があります。捕捉した1および0をプロトコルに手動で変換するのは面倒
な作業である上、リアルタイムで行うことは不可能です。また、人為的なミスが生じる
可能性があります。さらに、プロトコルレベルのトリガ条件の指定には、従来のオシロ
スコープトリガでは不十分です。

I2C/SPIトリガ／デコードアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張するこ
とができます。このアプリケーションを使用すれば、Infiniiumオシロスコープを使って、
I2CまたはSPIプロトコルを含むデザインを簡単にデバッグ／テストできます。

 – 30秒足らずでI2CまたはSPIプロトコルデコード表示するように、オシロスコープを
セットアップ可能。

 – 豊富なプロトコルレベルのトリガ機能にアクセス可能。
 – プロトコルレベルのパケットを表示して、人為的なミスを解消。
 – 時間相関表示を使用して、シリアルプロトコルの問題をタイミング／シグナルイン
テグリティーの根本原因まで遡ってすばやくトラブルシューティング可能。

Infiniiumシリーズ オシロスコープを使って、I2CやSPIプロトコルを 
含むデザインを簡単にデバッグ／テスト可能

ワンボタンで操作可能

測定器のフロントパネルにある“Serial 

Decode”ボタンまたは“Setup”メニュ
ーで、デコードをオン／オフできます。
波形表示またはプロトコルビュワーのリ
ストウィンドウにデコード結果が表示さ
れます。（4～ 5ページを参照）。

30秒足らずでセットアップ可能

30秒足らずでプロトコルデコードを表示
するように、オシロスコープを設定でき
ます。サンプリングレート、メモリ容量、
しきい値、トリガレベルを自動設定する
には、“Auto Setup”を使用します。

アナログチャネルとデジタルチャネルの
両方に対応

任意のチャネルを組み合わせて、シリア
ルバスを捕捉できます。MSOモデルのデ
ジタルチャネルを使用する場合、アナロ
グチャネルは他の時間相関信号の表示用
に使用できます。

このアプリケーションは、以下のライセンスをご用意しています。

 – オシロスコープ用の固定ライセンス
 – フローティングライセンス

 – サーバーライセンス
 – トランスポータブルライセンス
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豊富なプロトコルレベルのトリガ機能にアクセスできます。このアプリケーションでは、
I2CおよびSPI固有のプロトコルレベルのトリガ条件を設定できます。シリアルトリガを
選択した場合、オシロスコープ内部の特別なリアルタイム・トリガ・ハードウェアがオ
ンになります。

ハードウェアトリガにより、オシロスコープがトリガイベントを見逃すことはありませ
ん。このハードウェアは、オシロスコープチャネルやデジタルチャネルが捕捉した信号
を受け取り、プロトコルフレームを復元します。次に、これらのプロトコルフレームを
指定したプロトコルレベルのトリガ条件と比較して、条件が満たされた場合にトリガを
かけます。

I2C and SPIプロトコルトリガとサーチ機能

ペイロードエディター

ペイロードエディターを使用して、デー
タをワード単位で指定できます。これに
より、トリガ機能の柔軟性が向上します。

収集後のサーチ

トリガメニューと同じメニューを使って、
収集したプロトコルリストをサーチでき
ます。

イベントのクイック検出

指定したイベントの次の発生箇所にすば
やく移動できます。指定したイベントの
次の箇所や前の箇所にジャンプできます。

I2Cトリガセットアップ

I2Cトリガにアドレス、リード／ライト、アドレス確認、データ値の組み合わせを指定で
きます。

SPIトリガセットアップ

オシロスコープのトリガメニューにより、
プロトコルトリガ機能にすばやくアクセ
スできます。200ビットまでの16進数、2

進数または10進数でSPIトリガを指定でき
ます。
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SPIプロトコルのデコード

波形間の正確な時間相関とリストによるSPIプロトコルのデコード

キーサイトのSPIプロトコルビュワーには、波形および選択したパケット間の相関が表示
されます。選択したパケット（リストの強調表示されている青色の行）は、波形表示の青
色の線と時間相関されています。波形の中を青色のトラッキングマーカーを時間軸に沿
って動かすと、青色のバーがパケットウィンドウ内で自動的にトラッキングします。ま
たは、パケットビュワー内をスクロールして、特定のパケットを強調表示すれば、時間
相関トラッキングマーカーも波形の対応するポイントに移動します。

2、3、4線SPIをサポート

このアプリケーションは、2、3、4線SPI

をサポートしています。MSOモデルのデ
ジタルチャネルを使用すれば、アナログ
チャネルを他のシステム動作の表示に使
用できます。

画面に表示されたSPIプロトコル

オシロスコープの波形領域を活用して、
デコード情報を表示できます。SPIでは、
小目盛りはクロック遷移を示し、大目盛
りはシリアルパケットの各ワードの始ま
りと終わりを示しています。

フルスクリーンSPIリスト

フルスクリーンリストを使用して、ディ
スプレイ全体にプロトコル情報を表示で
きます。プロトコル・ビュワー・ウィン
ドウには、リスト内の各シリアルパケッ
トのインデックス番号、タイムスタンプ、
データが表示されます。デコードされた
シリアルパケットをスクロールして、目
的のイベントや伝送エラーを見つけるこ
とができます。また、また、リストウィ
ンドウ内のデータを.csvまたは.txtファイ
ルに保存して、オフラインで解析したり、
レポートを作成したりできます。

セグメントメモリを使用した長時間の 
データ捕捉

シリアルプロトコルを数秒間～数日間に
わたって捕捉できます。オシロスコープ
は、データ収集でトリガ条件を検出する
たびに、メモリに書き込みます。

セグメントメモリでは、タイムタグを使
用して、セグメントの収集間隔をトラッ
キングできます。
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時間相関マーカーを使用して、物理層とI2Cプロトコル層をすばやく移動できます。また
デコード機能により、プロトコルデータが波形領域に表示できます。さらに、業界初の
オシロスコープベースのマルチタブ・プロトコル・ビュワーを使用して、リストフォー
マットでプロトコルイベントを表示できます。I2Cでは、小目盛りは、クロック遷移を示
し、大目盛りは、アドレス、確認応答、データなど、シリアルパケットのセクションを
示しています。

プロトコル情報を画面全体に表示できま
す。プロトコルビューアには、各シリア
ルパケットのインデックス番号、タイム
スタンプ、データが表示されます。リス
トの内容は、.csvまたは.txtファイルに保
存して、オフラインで解析したり、文書
化することができます。サーチ機能を使
用すれば、捕捉データをすばやく操作で
きます。

詳細タブでは読みやすいテキストフィー
ルドにパケットが分割され、マウスを重
ねると、ポップアップに追加の詳細情報
が表示されます。

ペイロードタブには、バイトごとに16進/

ASCII表示で伝送されるデータが表示され
ます。

ヘッダタブには、データブック・フォーマ
ットのパケットが表示されます。タブ上に
マウスを重ねると、ポップアップに追加
の詳細情報が表示されます。

I2Cプロトコルデコード
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I2Cの仕様と特性
I2Cソース（クロックおよびデータ） アナログチャネル：1、2、3、4 

MSOモデルでは、デジタルチャネルD0～ D15も使用可能。 
任意の波形メモリ

最大クロック／データレート 任意の波形メモリで最大3.4 Mbps（自動）
自動設定 I2Cデコードおよびプロトコルトリガ機能に対してオシロスコープを自動的に調整
トリガ機能 7ビットアドレスの開始および再開 

8ビットアドレスの開始および再開 

10ビットアドレスの開始および再開 

11ビットアドレスの開始および再開 

以下から選択する3つのフィールドに値を指定 

           リードまたはライト 

           アドレス（16進数または2進数の値） 
           アドレス確認 

           データ（最大20バイト（16進数、2進数、ASCII、または10進数で指定）） 
                         演算子には、8ビットワード境界に：＝を使用可。

SPIの仕様と特性
サポートされるSPIプロトコル 2線SPI信号： 

    データソース、クロックソース 

3線SPI信号： 

    データソース、クロックソース、チップ選択ソース 

4線SPI信号：データソース（MOSI）、クロックソース、チップ選択ソース、 
    データソース（MISO）

SPIソース（すべての信号） アナログチャネル：1、2、3、4 

MSOモデルでは、デジタルチャネルD0～ D15も使用可能。
最大クロック／データレート 最大50 Mbps（自動）
自動設定 SPIデコードおよびプロトコルトリガ機能に対してオシロスコープを自動的に調整
デコードのワードサイズ 4～ 32ビットでユーザー選択可能
デコードビット順序 LSBまたはMSB

トリガ機能 最大200ビットのデータ長 

    ワード数* ワードサイズ＜200ビット    

           ワード数は最大50まで選択可能 

           ワードサイズは、4～ 32ビットで選択可能 

データ演算子には、＝、ORが使用可。
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オーダー情報

このアプリケーションは、すべての9000シリーズ、Sシリーズのオシロスコープモデルで使用できます。

アプリケーションソフトウェア   9000シリーズ Sシリーズ
I²C/SPIトリガ／デコード 固定 工場インストール オプション007 N5391B-1FP

ユーザーインストール N5391B-1NL

N5391B-1FP *

N5391B-1FP

 

フローティング トランスポータブル N5391B-1TP *

サーバーライセンス N5435A-006

I²C/SPI、RS-232C/UART・トリガ／ 

デコードのバンドル
固定 工場インストール オプション018 N8800B-1FP

ユーザーインストール N8800B-1NL

N8800B-1FP *

N8800B-1FP

 

フローティング トランスポータブル N8800B-1TP *

サーバーライセンス   

* Infiniium 5.0以降のソフトウェアが必要です

関連カタログ

タイトル カタログタイプ カタログ番号
『Infiniium Sシリーズ オシロスコープ』 Data sheet 5991-3904JAJP

『Infiniium 9000シリーズ オシロスコープ』 Data sheet 5990-3746JAJP

『Infiniium 9000Hシリーズ』 Data sheet 5991-1520JAJP
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