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Xgig 5P8 アナライザ/ジャマープラットフォーム
PCI Express® 5.0 対応

フルスピードの 32Gbps データキャプチャを提供し、PCIe プロトコル
の詳細な機能およびパフォーマンス分析を実現します。

特徴
y 32GT/秒、PCIe 5.0 データレート動作 2.5、5.0、8.0、
16.0GTps の他の PCIe データレートと完全に互換
y 最大 8 レーンのリンク幅
Xgig® 5P8 プラットフォームは、
スタックのすべてのレイヤー
で PCIe 第 5 世代トラフィックのプロトコル分析を提供しま
す。最大 8 レーンのリンク幅と 32GT/秒までのリンク速度を
サポートします。
5P8 は、PCIe のプロトコル解析およびジャミング機能を提
供します。マルチリンクの PCIe サポートを提供する VIAVI
は、複数のユーザーが同時にシャーシにアクセスできるよ
うにすることで、顧客の TCO（総所有コスト）
をさらに削減し
ます。今日の複雑なマルチプロトコル環境では、イーサネッ
ト、SAS、FC

などの他のインターフェイスとの統合分析が必

要です。Xgig 5P8 は、
これらのプロトコル用に設計された他
の VIAVI プロトコルアナライザと接続して、時間相関のある
マルチプロトコル表示を提供します。
Xgig 5P8 シャーシには、128 GB のメモリが搭載されていま
す。
アップストリーム用 64 GB、
ダウンストリームのトラフィッ

y 128 GB メモリ
（64 GB アップストリームおよび 64
GB ダウンストリーム）
y 複数のトレース内容をキャプチャするためのメモリ
セグメンテーション
y 同時 2リンク、デュアルポートキャプチャは複数のユー
ザーが使用可能です
y イーサネットを使用したリモートデバッグまたは
USB を使用したローカルデバッグ用のホスト - クラ
イアント接続
y TLP、DLLP、および PHYレイヤーロジックサブブロック
を含むスタックのすべてのレイヤーで、すべての
PCIe および NVMeトラフィックをデコード
y トリガーイベントおよび検索イベントは、
トレーニン
グシーケンス、オーダーセット、キューペア、PRP、
ス
キャター／ギャザーリスト
（SGL）などをサポート
y 最大 4 つの カスケード接続した Xgig キャプチャ/
解析データを単一のトレースビュー表示
y LTSSM の完全な分析サポート

クキャプチャ用 64 GB です。
このシャーシは、
デバッグおよび

y フィールドで交換可能なモジュラーファンおよび電
源アセンブリ

問題解決のダウンタイムを短縮するように設計された、高度

y LED は、パワーとステータスを素早く表示

な PCIe および NVMe レベルのトリガーおよび検索機能を

y サイズ（幅 x 奥行き x 高さ）: 43.2 x 36.8 x 5.8 cm
（17.0 x 14.5 x 2.3 インチ）

提供します。インターポーザの自動チューニングにより、
シス
テムの使用が大幅に簡素化・高速化され、再現可能なキャプ

y 重量：6.8 kg（15 ポンド）

チャ結果が得られます。

y 電力: 100～240 VAC、最大 450W

追加機能には、構成スペースビューアー、PCIeリンクパフォー

y Gen5 対応各種インターポーザ（CEM タイプ等）
と
共にアナライザ/ジャマーをサポート

マンス測定、
トレースビューパケット圧縮、および

PERST#、

PEDET#、PEWAKE#、および CLKREQ# のサイドバンド信号
トリガーが含まれます。
フロントパネルのマルチカラー LED
は、
リンク速度、
レーン幅、信号品質を表します。

y Gen4 対応インターポーザー（CEM タイプ、
フライン
グリードプローブ、U.2 （SFF-8639）
、M.2、OCulink
等）
と共に Gen4 アナライザ/ジャマーをサポート
y VIAVI Xgigソフトウェアツールスイートと連携：トレー
ス制御、
トレースビュー、ExpertTM、SerialyticsTM

アプリケーション
VIAVI 5P8 ハードウェアシャーシと補完的な Xgig ソフト
ウェアツールは、最新の PCIe 5.0 および NVMe 仕様を
サポートします。分析は、LTSSM ビューア内のステート
およびサブステートレベルのエラーを含む、PCIe スタッ
クのすべてのレイヤーのすべてのプロトコルエラーを
ユーザーに警告します。
5P8 プラットフォームを購入するときは、特定のアプリ
ケーション要件に合うように、適切なアナライザとジャ
マーのライセンス、およびインターポーザも選択してく
ださい。
VIAVI Xgig5P-PCIe5-X8-PF
アナライザ/ジャマープラットフォーム
エンドポイント
DUT
MUX/リドライ
バー

SFF- 8674 のデータケーブル

VIAVI Xgig® ツール
を実行している
Windows PC

キットの内容

VIAVI インターポーザ
（カードまたはポッド）

CPU
ホストサーバーシステム

オーダー情報

明細

説明

数量

パーツ番号

説明

1

Xgig5P-PCIe5-x8-PF、PCIe 5.0 用
8 レーンシャーシ

1

Xgig5P-PCIe5-X8-PF

2

メカニカルアクセサリキット
（以下を含
む：CAT5e および USB ケーブル、USB リ
カバリドライブ、電源コード）

1

8 レーン、32GT/s PCIe 5.0 アナ
ライザプラットフォームシャー
シ、1 年間のハードウェアおよ
び 1 年間の FW/SW メンテナ
ンス

3

ラックマウントトレイ

1

Xgig5P-PCIe5-X8-PF-H1

4

パッド付きのハードシェル、ホイール付き 1
トラベルケース

オプションの 1 年間拡張ハード
ウェア保証

Xgig5P-PCIe5-X8-PF-M1

オプションの 1 年間の延長ソフ
トウェアメンテナンス

PCI Express® および PCIe® のデザインマークは、PCI-SIG の登録商標ないし
サービスマークです。
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