
Keysight Technologies 
U3051B BusXpert Microシリーズ 
SAS/SATAプロトコル・アナライザ
限界のないトレース解析

Data Sheet

 – ギガビット・イーサネットまたはPCI Expressを使用して記録した
SASおよびSATAトラフィックをすぐに表示し、高速アップロード
 – ネイティブPHYの採用によりリンクアップ時の高速再ロック、シグナ
ル・インテグリティに優れたフロント・エンド、信号特性の調整が可
能なRx/Tx、2nsタイムスタンプ分解能を実現
 – 携帯性に優れた、小型軽量デザイン
 – 最大18GBのトレース・バッファを使用して1ポートまたは2ポート
（オプション）で利用可能 
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High Performance Hardware Platform

最新のSASおよびSATAの開発および統合試験においてトリガ条件を駆使しない限り、問題の根本
原因を見つけることは困難です。ストレージ容量の増加、データ・レートの高速化、プロトコルの
複雑化に伴い、トラブルシューティングは困難さを増すばかりです。この問題に対処するには、高
速かつ大容量のアナライザが必要です。これまで、大量のトラフィックを捕捉しようとすると、ト
レース・バッファが足りない、データ表示に時間がかかる、検索速度が遅い、保存速度が遅いなど
のさまざまな問題がありました。SerialTekでは、BusXpertシリーズのSAS/SATAアナライザによ
り旧来のこのような限界を克服しています。BusXpertには、業界初のPCI Express x4ホスト・イ
ンタフェース（550 MB/s）、最大18GBのバッファ、ハードウェア・アクセラレーテッド・ギガビッ
ト・イーサネット、トレース・データのプレインデックス処理、複数の解析プロセッサ、捕捉デー
タの即時表示など、高度なテクノロジーが使用されています。BusXpertには、使いやすいトリガ、
プリ／ポスト・フィルタリング、テキスト検索、シーケンス検索や、捕捉トラフィックのさまざま
な表示機能も備わっています。また、バッファ・サイズ、ポート数、プロトコルなど予算に合わせ
て無駄のない構成を選択できます。BusXpertを使用すると、これまでのアナライザの限界に縛ら
れることなく、開発やデバッグに専念できます。SerialTekは「限界のないトレース解析」という
約束を果たします。

トラフィック表示
BusXpertには、プロトコル・レイヤごとに最適化された表示、時間相関に最適化された表示、
SAS/SATA規格とのダイレクト相関表示、ユーザ・データのみの表示など、さまざまなトラフィッ
ク表示があります。表示内容は、すべてCSVやXMLでエクスポート可能です。さらに、一部は
HTMLにエクスポートできます。ブックマークを使用すると、トレース内の特定のイベントに簡単
にラベルを付けて解析することが可能です。

スプレッドシート表示：フレーム、プリミティブ、OOBなどのイベントの広範囲のデコードを提供し、それらを
並べ替えて発生した順番に表示します。表示される列は、フィールドとイベントの広範なリストから選択されます。

トランザクション表示：各コマンドを発行順に表示します。コマンドを展開すると、コマンドに関連付けられた
フレームを表示します。たたむと、コマンドの要約のみが表示されます。
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アドバンスド検索画面：フレーム内のデータ、または複数のフレームやイベントに
渡るイベント・シーケンスの検索が可能です。基本的にトリガ・シーケンサと同じ
画面です。

フレームの詳細表示：各フレームをSASまたはSATA規格で使用されるフォーマットで
表示します。

プロトコル表示：トレース内の各D-Wordの正確なタイミング関係を表示します。
被試験デバイス間のハンドシェークのトラッキングに有効です。

クイック検索：ユーザが入力を開始すると、検索
用語の残りの部分を補うテキスト検索です。

データの検索
InstaSearchテクノロジーで機能拡張されたクイック検索機能とアドバ
ンスド検索機能を使用して、特定のフレーム、プリミティブ、アドレス、
その他のイベントを簡単に検索できます。 
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プリフィルタリング
特定のプリミティブ、フレーム、データ、ア
ドレスを簡単にフィルタリングできます。捕
捉時にフィルタリングするパターンを指定す
ることで、バッファ・スペースを最大限に利
用でき、より意味のあるデータが得られます。 

トリガ
BusXpertのトリガ設定画面では、SAS2およ
びSATA仕様に適合するフレーム・レイアウ
トを使ってイベントを素早く簡単に定義する
ことができます。BusXpert Microには以下
の高度なトリガ機能があります。

 – 最大8シーケンサ
 – 1シーケンサあたり最大16ステート
 – 最大32のカウンタとタイマ
 – マルチレベル分岐
 – ユーザ定義イベント
 – 外部トリガ入出力

BusXpert MicroLiteは単一イベントのみをト
リガできます。開いたトレースからフレーム
とプリミティブをコピー＆ペーストする機能
もあり、イベントの定義にかかる時間を短縮
することができます。作成したイベントは、
User Eventsフォルダに保存して後から使用
することも可能です。 

ライン・ステータス
ステータス・メニューでは、現在発生してい
るイベントや捕捉状況のステータスを視覚的
に表示します。Spd/OOB/Link/Frame/10b 
Err/Cmd/Err Stsの各LEDはBusXpert本体の
フロント上のLEDの動作と一致します。
Frame、Cmd、Link、OOBなどのステータス・
ランプは、所定の時間にバスに発生している
イベントを判断する際に有効です。10b Err、
Err Stsなどのエラー・ランプは、信号エラー
やコマンド・エラーの発生をユーザに知らせ
ます。
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リアルタイム統計
アナライザがバス・トラフィックを記録中に個別のRead/WriteとIOP性能統計を同時に測定しま
す。すべてのリンクに渡って性能を比較し、性能の違いを表示できます。ライブ・カウンタを使用
して、フレーム・エラー・レートのカウント、平均IOPなどの、ユーザ定義可能なイベントのトラッ
キングを続けます。

捕捉後の統計
トレースの捕捉後、BusXpertが各種統計測定を提供します。コマンド性能（遅延、スループットな
ど）、リンクの使用率（フレームのターンアラウンド・レートなど）、SMP、接続管理などの、さま
ざまな統計を表示できます。各レポート内のデータをクリックすると、トレース内のイベントに移
動できます。すべてのレポートは、外部データマイニングやレポート用にHTML、XML、XLSフォー
マットでエクスポートすることが可能です。
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サンプル構成とパーツ番号
BusXpert Microシリーズは、さまざまな構成で利用できます。以下に、サンプル構成とパーツ
番号を示します。

パーツ番号 概要

U3051B BusXpert Microアナライザの基本ユニット

U3051B-MIC BusXpert Microアナライザのライセンス

U3051B-2PT BusXpert Microアナライザの2ポート・ライセンス

U3051B-006 BusXpert Microアナライザの6.0Gbpsリンク速度ライセンス

U3051B-SAS BusXpert MicroアナライザのSAS/SATAプロトコル・ライセンス

U3051B-18GB BusXpert Microアナライザの18GBメモリ・オプション

For a formal quote with pricing, please contact sales@serialtek.com

システム要件
BusXpertアナライザの性能を最大限に引き出すには、以下のシステムを推奨します。

 – 最小構成：1.5GHz CeleronまたはAMD同等プロセッサ、1GBのメモリ、ギガビット・イー
サネット、USB、1024×768をサポート可能なグラフィックス

 – 推奨構成：2.8GHz以上のプロセッサ、3GB以上の1.3GHz FSBメモリ、PCIe x4または
ExpressCardスロット、1920×1200以上をサポート可能なグラフィックス

BusXpertソフトウェアは、Windows XPおよびWindows Vista 32/64ビット・プラットフォー
ムで使用可能です。BusXpertをインストールするには60MB必要です。トレースの格納用に追
加の空き容量が必要です。 

その他の機能
 – XMLベース・デコード
 – カスタム・デコードの簡単な定義
 – プリミティブ圧縮レコーディング
 – ステータスLED

 – SPD
 – OOB
 – リンク
 – フレーム
 – 10bエラー
 – コマンド
 – エラー・ステータス

 – Javaベース・アプリケーション
 – ポスト・フィルタリング／非表示
 – CSV、HTML、XMLへのトレースのエ
クスポート

 – ライブSASアドレス・テーブル
 – API 

SerialTekについて
SerialTekの経験豊富なチームは、最高のアナライザ・プラットフォームを開発することにより、
解析時の待ち時間の原因となるボトルネックを取り除くという共通の目標に、お客様と一体となっ
て取り組んでいます。その最初の成果がBusXpertです。SerialTekは、継続した新機能の提供によ
る顧客満足度の向上をお約束します。

見積り、製品デモ、ソフトウェア、技術サポートなど、SerialTekの製品に関する詳細または質問
については、以下をご覧ください。  

www.keysight.com/find/BusXpert
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myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.axiestandard.org

AXIe（AdvancedTCA® Extensions for Instrumentation and Test）は、
AdvancedTCA®を汎用テストおよび半導体テスト向けに拡張したオープン規格です。
Keysightは、AXIeコンソーシアムの設立メンバです。

www.lxistandard.org

LXIは、Webへのアクセスを可能にするイーサネット・ベースのテスト・システム用
インタフェースです。Keysightは、LXIコンソーシアムの設立メンバです。

www.pxisa.org

PXI（PCI eXtensions for Instrumentation）モジュラ測定システムは、PCベースの堅
牢な高性能測定／自動化システムを実現します。

www.keysight.com/quality

Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2008 
Quality Management System

契約販売店

www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

www.keysight.co.jp/find/busxpert
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