
ワイヤレスUSB (WUSB) と
WiMedia Ultra Widebandプロトコル解析システム

UWBTracer™ MPI

業界初のUWB（Ultra WideBand）
プロトコル・アナライザである
UWBTracer™ MPIアナライザ・シス
テムは、ワイヤレスUSB (WUSB) デ
バイス開発の効率化を目的として設計
されました。このアナライザでは、最
新のWiMedia/MBOA仕様とワイヤレ
スUSB (WUSB) 仕様に基づいて、ト
ラフィックの捕捉とデコードを行いま
す。MACとPHY間のデータ･ストリ
ームを記録することによって、MPIヘ
ッダ・フィールドをパケット・レベル
で表示できます。たとえば、Beacon
フ レ ー ム は 、 D i s t r i b u t e d
Reservation情報が完全にデコードさ
れた形式で表示されます。

UWBTracer™ MPIアナライザは、レ
クロイのプロトコル・ソリューション
ズ・グループ (PSG)によって開発さ
れました。プロトコル・ソリューショ
ンズ・グループは、2004年秋にレク
ロイが買収したComputer Access
Technology (CATC) を母体としてい
ます。CATCはUSBプロトコルと
Bluetoothプロトコルの分野で豊富な
経験と実績を有し、これらのプロトコ
ル用に最初のプロトコル・アナライザ
を発売しました。レクロイはUSBプ
ロトコルとBluetoothプロトコルに関
する知識と経験をCATCから引き継い

でおり、WiMediaベースのUWBコン
ポーネント間の通信パスをテストする
ための革新的なソリューションを提供
しています。

USBプロトコル解析で事実上の業界
標準となっており、わかりやすい表示
をするCATC TraceTMディスプレイ
を、UWBTracer™ MPIアナライザに
おいても使用しています。CATC
Trace™ディスプレイには、WiMedia
レベルまたはWUSBレベルでプロト
コルを階層的に表示する機能があり、
最下位レイヤでは、MPIパケットとバ
ス状態をシーケンシャルに表示しま
す。WUSBパケット・レイヤでは、
USBトークン・パケット、Dataパケ
ットとHandshakeパケットに論理的
に対応するWiMediaパケットを表示
します。

WiMediaフロー制御とチャンネル性
能を効率的に解析するためには、タイ
ミング情報を精密に捕捉する必要があ
ります。UWBTracer™ MPIアナライ
ザには、USBチャンネル時間など、
すべてのMMCタイミング要素を表示
する機能があります。フレーム持続時
間とPHY_Active信号持続時間との時
間差を自動的に計算します。Beacon
フレームについては、Distributed

Reservationリクエストを完全にデコ
ードし、チャンネル割り当て時間の競
合を解決するのに役立てます。

CATC Trace™ディスプレイ・ソフト
ウェアには、プロトコルに関する情報
を示すポップアップ・ツールヒントが
用意されています。ツールヒントには
WiMediaプロトコルに関する情報が
組み込まれており、関連するMACデ
バイスとPHYデバイスの機能に関す
る詳細な情報を参照することができま
す。WiMediaプロトコルのすべての
レイヤで、幅広い検索機能も利用でき
ます。UWBTracer™ MPIアナライザ
には、デバイスの動作状態（信号の強
度、フレームの発生率など）を即時表
示するリアルタイム・バス・アクティ
ビティ・モニタ機能もあります。

レクロイはUSB市場向けの革新的で
高信頼性のデバッグ・ツールの設計・
開発において業界リーダーの地位を確
立 し て い ま す 。 し た が っ て 、
UWBTracer™ MPIアナライザは、既
存のUSBデバイスを移行する場合も、
WiMediaワイヤレス・インタフェー
スに新しいカテゴリのデバイスを追加
する場合も、理想的な選択肢と言えま
す。

CATC TraceTMディスプレイを使用して、
ワイヤレスUSB (WUSB) プロトコルと
WiMediaプロトコルとの捕捉とデコードを行
うUWBTracer MPIシステム

●WiMedia MACとPHY IC間のトラフィックを捕捉
して、インテグレーションと相互運用性に関する
問題を効率的に解決

●CATC TraceTMデ ィスプレイを使用して、
WiMediaプロトコルとUSB IFのWireless USB
(WUSB) プロトコルを階層的に表示

●MPIイベントとWireless USBイベントに対する
強力な検索機能を通じて、ターゲットを集中的に
分析

●リアルタイム・バス・アクティビティ・モニタを
使用して、バスの動作を一目で分かりやすく表示

UWBTracer MPIプロトコル・アナライザ
（UW001AAA-X）定価 ¥3,980,000円（税込価格¥4,179,000円）

UWBTracer MPIプロトコル・アナライザ・モジュール*
（UW001MAA-X）定価 ¥3,180,000円（税込価格¥3,339,000円）

*CATCTM 10K Platform用
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御用命は…

CATC 10Kプラットフォーム
UWB Tracer

ホスト側 Windows 2000またはそれ以上、Intel Pentium IVプロセッサまたはそれ以上、USBポート(2.0)

レコーディング・メモリのサイズ 2 GB（トレースのキャプチャ、タイミング、制御情報のために使用）

電源 90～254 VAC、47～63 Hz（ユニバーサル入力）、最大150W

コネクタ AC電源接続、外部トリガー接続(TRIG IN/OUT, BNC)、ホスト接続（USB 2.0、タイプB）、
外部ブレークアウトボード（Data In/Out、D-SUB 25ピン）

電源（PWR） パワーオン時に点灯

ステータス（STATUS） プラットフォームの電源投入時に点灯、セルフテストでエラーが発生した場合は点滅

寸法 311 mm x 311 mm x 89 mm (12.2" x 12.2" x 3.5")

重量 3.4 kg

温度：動作時 0℃～55℃

温度：非動作時 -20℃～80℃

湿度：動作時 10～90% RH（非結露）

UWB Tracer MPIプラグイン・モジュール
フレームとパケットの種類 PHY状態、Micro-scheduled Management Command (MMC)、INデータとOUTデータ、ハンドシェーク、デバイス通知

リアルタイム・バス・アクティビティ・モニタ フレームの発生数、RSSI

MAC PHY接続 外部ブレークアウト基板、IDEケーブル - MAC-PHY間のリンク接続に使用する。

REC (緑) レコーディングの実行中に点灯

外形寸法 236 mm x 170 mm x 32 mm 

重量 0.77 kg

トランジション・レベルとトラ
ンスファー・レベルでWUSB
トラフィックをデコード

WiMedia層をデコードして、
MACとPHY間のシリアル通
信とPHY状態などを表示

フレームの詳細（ヘッダ、
データ、レポートなどの
フィールド）を検証

CTA、アプリケーショ
ン固有の情報、各パケッ
トに関するタイムスタン
プや他の重要情報を表示

正常に補足したパケットとエ
ラーパケットをすべて表示。
正常に補足したパケットフィ
ールドをクリックすると、転
送中のすべてのデータが表示

リアルタイム・バス・アクティ
ビティ・モニタを表示


