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最大の問題解決への努力
NIの社是には「エンジニアや研究者に対し、身の回りの事象をより
効率よく計測し、自動化する方法を提供することで日々の生活の
向上を図る」とあります。これはつまり、NIでは、お客様ごとに異なる
アプリケーション要件に対応できるソフトウェア／ハードウェア製品を
提供することを使命としている、とも言い換えることができます。この
ような考えのもと、NIではお客様が規模の大きな課題に直面した時
にも力になれる製品づくりに邁進しています。

計測から設計まで
30年以上に亘り、NIではVI（Virtual Instrumentation）を使って計測を行うという、柔軟性に
優れた低コストの手法を提供してきました。ここ数年では、計測という枠を超え、ユーザ定義の
ソリューションの「開発／テスト」にまつわる多様な要件に対応できるプラットフォームの提供に
取り組んできました。私たちが「グラフィカルシステムデザイン（GSD）」と呼ぶこの方法は、グラ
フィカルなプログラミング手法と汎用のハードウェア製品を組み合わせることにより、システムの
設計・試作・実装を容易なものとし、設計に関する様 な々課題を解決するのに役立ちます。
この手法を採ることで、設計にかかわる全ての工程を、共通の開発環境で引き受けることが
でき、生産性の向上や経費削減が可能となるだけでなく、専門家でなくとも組込技術を活用
することが可能となります。NIでは「計測」だけでなく「問題解決」までできるプラットフォームを
提供しています。

ユーザ定義のソリューション
NIの一員として、どれほど多くの（そして多様な）アプリケーションにNI製品が採用されている
かを知ること、そしてそのようなアプリケーションの多くが社会に大きな影響を及ぼしていること
（例：より安全性に優れた自動車の設計、新たな医療機器の開発、家電製品の信頼性向上
など）を実際に目の当たりにできることを非常に嬉しく思います。新たな課題が次 と々出現する
中、そしてエンジニアや研究者にさらなる努力が求められる中、新たな研究分野の最先端に
NI製品の活躍の機会を見出しました。このような分野では、特定のアプリケーションを構築
するのに必要な機器がまだ揃っておらず、研究者は独自のソリューションを構築することを
余儀なくされているのが実情です。NIが提供する、ソフトウェアで自在にテスト内容などの
設定・構成が行えるアプローチはまさにこのような分野にとって理想的な存在と言えます。

環境エンジニアリング
現在、エンジニアや研究者が直面している最大の課題と言えば、環境・資源に関する問題と
言えるでしょう。気候変動や再生可能エネルギーに対する注目の高まりは、エンジニアや研究
者にとって、新しい研究分野の創生と技術革新、雇用機会、ひいては富をももたらす大きな
機会となるのです。NI製品は計測目的だけではなく、環境分野においても様 な々ソリュー
ションの開発に広く使用されていることから、NIではこれを、NIの「計測から問題解決」まで
一貫して対応できるプラットフォームの、優れた適用例となるものと捉えています。
今号では、環境エンジニアリングに関する特集を組んでいます。この分野でNIプラット

フォームが活用されていることは私たちにとって非常に喜ばしいことです。お客様の抱える
課題の解決に、NIがお役に立てることがありましたら是非ともご相談ください。喜んで協力
させていただきます。

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
プロダクト事業部 事業部長
許斐 俊充
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環境エンジニアリング－環境と収益双方の
改善を目指して
ここ数年、大手マスコミは「環境」問題に焦点を当てた報道を盛んに行ってきました。

地球規模での気候変動、エネルギー価格の高騰、新たな規制等へ
の懸念が、消費財や企業責任、サステナビリティプランなどに対する
新たな期待、優先度の変化につながっています。このような新たな
需要に対応すべく、世界中の企業が、このような問題に対処できる
技術／製品を製造するだけでなく、技術／製品の開発手法やプロ
セス方法から変えていこうという方向にシフトしています。そしてこれ
は大企業に限ったことではなく中規模、小規模の企業でも同様の
傾向が見られます。現在、社会が抱える大きな課題に対し世界中の
エンジニアや研究者が先頭に立って取り組んでいますが、彼らにとっ
てこれは、環境に対して政府の政策よりも大きなインパクトを及ぼし
得る滅多にないチャンスと言えます。環境エンジニアリングは、その
ようなエンジニア／研究者の技術革新を促進するためのツール、
技術、テクノロジを提供しています。

環境エンジニアリングとは一体何か
製品からの無駄なエネルギー排出量を低く抑えたいエンジニアは、
消費エネルギーの少ないデバイスを開発したり、実現できそうな再生
可能エネルギー技術（バイオ燃料など）を開発する必要があります。
そうでない場合は、エコシステムが環境エンジニアリングを必要と
しているということについて理解した方がよいでしょう。環境エンジ
ニアリングとは、環境的／経済的なメリットにつながる製品、テクノロジ、
プロセスを設計したり開発／改善するために使用する計測／制御
技術を指しています。現在は「環境」に対する注目が高まってきてい
ますが、「環境」エンジニアリングもその他のエンジニアリングへの取り
組みも、基本は同じです。はじめに、対象となる測定変量を決め、
製品あるいはプロセスの設計や「問題解決」を行い、目的達成を
目指します。環境エンジニアリングには、電力特性や消費電力、車両
や工場からの排出量（水銀や酸化窒素）、環境データ（炭酸ガス、
温度、水質など）などの計測も含まれます。
ナショナルインスツルメンツは、様 な々計測／テストオートメーション／
設計ツールを提供することで環境エンジニアリングを推進してい
ます。これらのツールを使用することにより、エンジニアや研究者は
まず実際のデータを定量化し、それについて理解を深めた後、環境
に与える影響の少ない、効率的な次世代技術／製品を開発すること
で問題解決にあたります。

環境エンジニアリングの技術とビジネスチャンス
環境エンジニアリングに関する懸念の中でトップに挙げられるのが、
「今日の技術で本当に何らかの影響を与えることができるのか」と
「環境エンジニアリングには本当にビジネスのチャンスがあるのか」と
いうものです。以下に、これらの問いに対する答えと、環境エンジニア
リングについて説明したケーススタディーを紹介します。

技術
環境エンジニアリングで必要とされる技術要素は、利用しやすい
だけでなく、これまでよりも低価格で入手でき、使いやすいものと
なっています。環境エンジニアリングを実現する上で、以下の技術が
重要となってきます。

�グラフィカルソフトウェア（計測および問題解決）
�高速／高分解能計測
�特定の領域用の解析ライブラリ
�FPGA（上級制御用）

新技術の中には、半導体業界の成長に端を発するものもあります。
半導体業界の成長によりADC（アナログ／デジタル変換器）の機能
が大幅に向上する一方、家電製品が広く普及することでコストも
低減しています。これまで専門的な知識とスキルを有した技術者に
しか使用されていなかったような技術も、設計／エンジニアリング
ツールの機能が向上したおかげで、専門家でなくとも活用できるよう
になってきています。その結果、実際の課題に最も近い立場にいる
エンジニアが、必要な技術をすぐに使えるようになり、ソリューション
開発もこれまで以上にうまく行えるようになります。

トピック

図1.環境エンジニアリングアプリケーションはほとんど全ての業界をターゲットと
しており、森林の健康状態を知ることで地球温暖化の影響についての理解を
深めたり、老朽化した製造設備の代わりに最新の制御システムを導入することで
効率性向上を図るなど、その対応領域は多岐にわたります。

（4ページに続く）
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ビジネスチャンス
グリーン製品（環境に優しい製品）には、利益・節約両面において
大きなチャンスがあります。石油価格が史上最高値を更新し続ける
中、生産量はキープしたまま機械で使用するオイルの量を低く抑える
ことができるような技術や製品を求める声も同様に高まってきて
います。環境規制の不遵守に科せられる法外な過料を避ける
ために、監視ツールやレポートツールを購入している企業もあります。
PricewaterhouseCoopersが近年実施した調査によると、ベンチャー

キャピタル企業によるクリーンテクノロジアプリケーション（省エネ、リサ
イクル、浄水、排気制御、再生可能エネルギーなど）への投資額は
2006年には3倍にまで伸びて14億ドルを超えるまでになり、2007年に
は50パーセント近くの伸びを示し、20億ドルを超えるまでに成長したと
いう結果が出ています。

環境エンジニアリングの実例
環境エンジニアリングアプリケーションは、殆ど全ての業界に関わりが
あり、森林が健全であるかどうかのモニタリング（これを見て、生態学
者は地球温暖化がどのような影響を引き起こすかをより深く理解する
ことができる）から、老朽化した生産設備を最新の制御システムに改
修すること（そうすることで効率の向上を図る）まで多岐にわたります。
環境関連のアプリケーションを分類する方法は多数ありますが、殆ど
のものは以下の5つのカテゴリに分類できます。
1.再生可能発電設備
2.電力品質
3.環境モニタリング
4.設備とプロセスの最適化
5.グリーン製品、グリーンテクノロジの開発とテスト

これから紹介する例は、再生可能発電設備というカテゴリと設備と
プロセスの最適化というカテゴリにおける環境エンジニアリングの
実例です。

再生可能発電設備
再生可能発電設備には、風力や太陽光（太陽光発電、太陽熱発
電）、バイオ燃料、水力・波力、地熱、高エネルギー物理学など様々
な技術が必要となります。現在、世界中でこれらの分野における研究
開発が進められています。それらを後押ししているのが、環境適合
性の評価目標と、増え続ける規制です。今日では、政治的にも地理
的にも経済状況も異なる、50カ国以上が再生可能資源から生産
するエネルギーの量について、高い目標を設定しています（表1
参照）。
電力量に占める再生可能エネルギー等の割合について、最高で

60％という目標が課され、その達成時期も直近のもので2010年を
目標としている中、このような目標を達成するための技術革新、
リソースといったものは、エンジニアリングにとって大きな課題となり
ます。これを大局的に見ると、2007年に世界中で消費されたエネル
ギーのうち、再生可能資源から生産されたものはわずか3％となって
います。課題は山積していてかなり困難であるように見えますが、この
2年だけ見てみても、目標に向かって大きく前進しています。エンジ

ニアや研究者はこれまで、人類を月に送るなど、無理と思われるよう
な課題に立ち向かってきました。現在私たちが置かれている状況を、
いかにして希望の持てる状況にしていくか、というのが世界的な見方
であると言えるでしょう。このような目標を達成するために、エンジニア
は先を争って最新技術の開発に取り組み、その多くが、NI製品を
採用することで厳しい納期や複雑な仕様に対応しようとしています。
風力テクノロジにおいて新しいデザインの開発・検証に携わる

エンジニアは、実に様 な々課題に直面しています。その中でも大きな
課題の一つに、「強風に起因するタービン部品へのダメージを低減
するための、精度に優れた制御システムを開発する」というものがあり
ます。このような場合、変化しやすい風況下でも一定の回転速度を
保つことができるよう、ブレードの傾斜角度を調節するため、複雑な
アルゴリズムを使用しなければなりません。このようなアルゴリズムの
プロトタイプを作成し、その信頼性を検証し、性能を確かめる上で、
NIのLabVIEW Real-TimeソフトウェアとPXIハードウェアは大いに
役立ちます。また、より多くの電力を発生させるために、大きなブレード
（100 mに達するものもある）が使用される中、風力タービンに携わって
いるエンジニアには、高度化が進む構造力学に対応した設計が
求められています。
太陽熱発電システムメーカーも、太陽電池にかかる材料費を下げ

つつ発電効率を向上させるという課題を抱えています。このようなメー
カーは、光起電装置の出力性能テストをより速く行うためのシンプルな
方法を必要としています。例えば、I-V（電流／電圧）特性評価や、
半導体製造プロセス用の精密な制御、太陽光線を集めるための
アンテナとグリッドをつなぐインバータの電力特性を正確に測定する
などの方法が必要です。
決して網羅的とは言えませんが、風力／太陽熱発電アプリケー

ションは、次世代のテクノロジを活用して現状を計測・把握し、問題
解決を目指して再生可能エネルギーアプリケーションの開発に取り
組んでいる全てのエンジニアのニーズを反映したものです。
LabVIEWは計測、制御用システム、プロトタイプ作成、検証に共通
して使用できるため、このプラットフォームを使用して製品設計を短期
間でやり直し、短期間で経済的に最新技術を世に送り出すことが
できるようになります。

州／国 再生可能エネルギー 使用目標
（全エネルギーに占める割合） 目標（年）

テキサス 10％ 2025

カリフォルニア 33％ 2020

イギリス 10％ 2010

フランス 20％ 2020

スウェーデン 60％ 2020

中国（フェーズI）
中国（フェーズII）

10％
15％

2010
2020

EU（欧州連合） 20％ 2020

表1.この表は、再生可能エネルギー使用の割合について様 な々政府から出され
た数値目標を一部抜粋したものです。
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マシンとプロセスの最適化
世界でも有数の製鉄会社で、アメリカでは最大のリサイクル業者と
して知られるNucor Steel社が2005年にMarion Steel Companyを
買収した際、まず最初に行ったのは、オハイオ州にあるMarion社の
小製鉄工場全体にオートメーションシステムを導入して効率・安全性
の向上を図るということでした。昨年だけ見ても、Nucor社は2,200万
トンの鋼鉄（900万台の車を含む）をリサイクルしています。鋼鉄の
溶解・鋳造には膨大な量の電力が必要となり、この段階で効率を
若干向上させるだけでも、多大なエネルギーの節約、経済的節約に
つながります。
Nucor Steel Marion Inc.社でエレクトリカルエンジニアを務める

Dave Brandt氏は、オートメーションシステムの実装を任されて
いました。氏はNIのPAC（programmable automation controller）と
LabVIEWを使って様 な々オートメーションシステムを開発しました。
その一例が、秤量システムや、溶鉱炉に直結したオンラインリアクタ、
リモートスイッチステーションなどで、使用電力の大幅な削減、潜在的
な安全性の問題の回避を実現しているほか、環境への責務に
対するNucor社の先駆的な取り組みにも貢献しています。
Brandt氏はLabVIEWとNI Compact FieldPointハードウェアを

用いて、鋼鉄の正確な分量と、電気溶鉱炉を加熱するのに必要な
エネルギー量を算出することのできる秤量システムを開発しました。
同システムを実装する前は、Nucor社は鋼鉄の分量を都度推定して
いたため、エネルギー量もあてずっぽうで、鋼鉄を加熱しすぎることも
あり、溶解工程での電力を浪費し、不合格品レベルの鋳鋼を生産
することもありました。その結果、鋼鉄に再度火を入れなければなら
なくなり、その分エネルギーも消費し、Nucor社は多額の出費を余儀
なくされていました。秤量システムの導入以来、Nucor社では6,000
以上のバッチのうち、再燃焼を行う回数を合計10回にまで減らすこと
に成功しました（2007年実績）。

よりよい世界づくりを目指して
環境問題、エネルギー問題が深刻さを増す中、能力と創造力に
長けたエンジニアや研究者がこれまで以上に必要とされています。

環境と収益の両方に大きな影響を及ぼすような難題の解決につなが
る建設的な解決策を14～15ページで紹介しています。NIでは、環境
エンジニアリングがお客様の製品、プロセス向上に役立つことを願って
います。

－工業用計測／制御グループマネジャー
Joel Shapiro

－音響／振動プロダクトマネジャー
Chris DeFilippo

環境エンジニアリングについての詳細およびリソースキットは、ni.com/jpにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi8201」と入力すると閲覧／ダウンロードできます。

太陽電池の設計・検証には、NI PXI-4130ソースメジャーユニット（SMU）がお勧めです。同モジュールは、40 Wまでのソースと10 Wまでの
シンクが可能な四象限出力機能を搭載しています。また、4線式のリモートセンスと出力キャパシタンス（選択可能）を備えることにより、優れ
た安定性も確保しています。これらは、太陽電池製造の設計段階で行うI-V特性評価やセルローディングに必要な機能です。

（詳細は17ページをご参照ください。）

環境エンジニアリングアプリケーションにも適した最新のソースメジャーユニット

図2.アメリカ最大のリサイクル企業であるNucor Steel社は、NI製品を用いて
様 な々オートメーションシステムを開発することにより、消費電力の削減と安全性
の問題の解消を図っています。
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改善箇所
より効率的な
デザインへ

繰り返し

設計モデル計測で非効率な
箇所を特定

問題解決計測

高度な制御機能を使用して、
効率の良い機械装置を設計
効率の悪さに気づくことは、効率の良い設計への第一歩です。

機械装置に的を絞って言うならば、機械装置の状態監視
や予知保全、電力監視などといった問題をどの程度理解
できるかによって、どの分野を改善すればよりよい設計が
できるのかが分かります。

設計の精度確保に欠かせない計測
現在使用している機械装置やデバイスに問題が見つ
かったとしましょう。原子炉の消費電力を測定してみると、
必要以上の電力を使っていたことに気付きます。このデータ
を制御アルゴリズムの入力値として使用すれば、消費
電力を改善することができます。同様に、機械装置の振動を
測定することにより、起こりうる障害を発見したり効率の悪さ
に気付くことができます。実際の入力値は、効果的・効率的なデバ
イスを設計するための正確なモデルを作成する上で非常に貴重な
データです。

「問題解決」に役立つアルゴリズムエンジニアリング
自動車や医療機器の設計など、その重要な特性から見ても「設計
のみ」や「シミュレーションのみ」といった設計プロセスを信頼する訳に
はいかないアプリケーションは多数存在します。このような複雑な制御
用アプリケーションには、繰り返し実行や調査に適したハードウェア
製品やソフトウェア製品が必要です。プロジェクトの計測段階で得た
教訓を生かすためには、実環境で集録したデータをシミュレーション
や設計の検証に用いなければなりません。このデータを早い段階で
利用すればするほど、プロセス全体にかかる時間も短くなり、作成
するモデルや最終的な設計案の精度も増すことになります。
理論上のアルゴリズム設計と実環境で集録したデータを組み

合わせて使用する方法は、「アルゴリズムエンジニアリング」と呼ばれ
ます。アルゴリズムと実際のハードウェアデバイスとを組み合わせて
使用することにより、アルゴリズムの結果や挙動特性をより正確に
確認・検証することが可能となります。ここで言う実際のハードウェア
デバイスとは、簡単なデータ集録デバイスや刺激デバイスでも
事足り、アルゴリズムをFPGA（field-programmable gate array）のよう
な組込プラットフォームや最終的なシステム設計に似たマイクロプロ
セッサに実装するという方法も考えられます。

NI LabVIEWControl Design and Simulation Module（NI LabVIEW
制御系設計／シミュレーションモジュール）は、「問題解決」に最適な
ツールと言えます。その理由の一つとして、設計機能（伝達関数や
状態空間、極座標などを使用してプラントを建設したりモデルの
制御が行える）が内蔵されていることが挙げられますが、他にも、
ステップ応答や極座標、ボード線図などのツールを用いたシステム
性能解析機能、様 な々ソルバーを使用する線形／非線形／離散時間
システムのシミュレーション機能などにも注目すべきでしょう。このような
ソフトウェア上の機能をLabVIEW Real-Timeモジュールと併用する
ことで、ダイナミックな制御システムを簡単に実装することが可能と
なります。

ケーススタディー－底開船での自動船位保持
海軍に船舶を提供する造船会社とオフショア工業に対しサービスを
提供しているエンジニアリング／コンサルティング企業であるSeaplace
社は、底開船に実装する、効率のよい自動船位保持（DP：dynamic
positioning）システムを開発する必要に迫られていました。DPシス
テムの目的は、堤防を築くために石積み船から水中に石を落とす
際に、スラスタとプロペラとデータをやり取りして、定位置と船首方位を
保持することにあります。DPは、GPSやDGPS（衛星利用測位シス
テム）、ジャイロスコープ、ログシップ、流速計など、センサからの情報
を利用して船位と風や潮流、波の影響を計測する複雑なシステム
です。センサからの情報を、カルマンフィルタなどの推定アルゴリズム

に落とし込み、船を定位置に保つにはメインのプロペラと
横にあるスラスタに対して何をすればよいのかを算出
します。このようなシステムには、ダイナミックシステム
モデルなどのアルゴリズムエンジニアリング機能を
備えたソフトウェアと、複雑なアルゴリズムを実行するの
に必要なCPUパワー、堅牢性・信頼性に優れたハード
ウェアシステム、センサからのリアルタイムでのデータ
集録、アクチュエータ制御を可能にする仕様が必要と
なります。
Seaplace社が採用したソリューションはPXIベースの

特集

図1.正確に計測することで、より精密な問題検出が可能となります。そこに優れた設計技術を
持ってくることで、優れた設計に向けての強固な出発点となります。

図2.アルゴリズムエンジニアリングは、理論上のアルゴリズム設計とプロトタイプから得られた
実環境のデータを使用して、より正確な設計を実現するものです。
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高性能なリアルタイムコントローラをメインのシステムCPUとしており、
そこでハイレベルなアルゴリズムが実行されるのと同時に2台の
NI CompactRIOシステムがコードを同時実行してスラスタを制御
します。このFPGAベースのハードウェアは、PXIを使用したマスター
システムとのリンクエラーが発生した時にも管理できるような安全策を
講じる上で主要な役割を果たします。

効率の良い優れた設計
はじめに正確な計測結果を集めてボトルネックになっている部分と
非効率な箇所を特定することで、実環境から得た情報を使ってアル
ゴリズムエンジニアリング技術を実行し、よりよい制御システムを設計
することが可能となります。LabVIEWの制御系プラットフォームを活用
することにより、信頼性に優れたリアルタイムハードウェアと操作性に
優れたソフトウェアを統合し、複雑な仕様にも対応できる、効率の
良い優れた設計を実現することができます。

－ LabVIEW Real-Time／組込系シニアグループマネジャー
Shelley Gretlein

－ LabVIEW制御／シミュレーションプロダクトマネジャー
Javier Gutierrez

既存の機械装置を最適化する方法を紹介したリソースキットは、ni.com/jpに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi8202」と入力するとご覧いただけます。

昨年オンラインでのサービスを開始したIPNetですが、今ではIP（intellectual property）に関する8つのカテゴリ（RF／通信用関数を含む）を
設けるまでに成長しました。ナショナルインスツルメンツのRF R&Dグループはこのカテゴリに様 な々関数を載せています（LabVIEW FPGA用
のViterbi復号やFM復調など）。NI Developer ZoneというオンラインのユーザコミュニティではIPを簡単にアップロードしたりシェアしたりする
ことができます。ここは、自分と同じようなアプリケーションに携わっているエンジニアと開発のヒントをシェアしたり意見交換をする場としてNI
製品のユーザに広く利用されています。

LabVIEW FPGA IPについての詳細は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8203」と入力するとご覧いただけます。

FPGA IPNetに新カテゴリ登場

図4.Seaplace社ではLabVIEWの制御系ツールを使って信頼性に優れたリアル
タイムシステムの開発に成功しました。同システムは様々なセンサに対応して
おり、制御法則を計算したり、船の動きを管理して、船位を正確に制御しています。

図3.LabVIEW制御系設計／シミュレーションモジュールには、カルマンフィルタや
MIMOステートフィードバック制御機能などが搭載されていて、同モジュールを
制御用のハードウェアプラットフォームと併用することにより、信頼性に優れた
アルゴリズムエンジニアリングと実装プラットフォームが実現します。
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並列テスト（自動スケジュール）
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シーケンシャルテスト

テストシステムの効率を最大化するための
3つの戦略
テストエンジニアには、効率を最大限引き出すことのできる高性能なテストシステムを開発
する、という新たなプレッシャーがのしかかっています。

デバイスの複雑化が急速に進んでいるにもかかわらず、高速で動作
する低コストのテストシステムを開発しなければならない上、テスト
エンジニアは今や企業のサステナビリティプログラムの要件も考慮
しなければならなくなっています。企業のサステナビリティプログラム
の多くは消費エネルギーや二酸化炭素排出量、排出ガスの削減を
目標としています。以下に、企業のサステナビリティプログラムの一例
を挙げます。
�Flextronics社では、最適な管理手法および管理技術を用いること
で環境を保護し、エネルギー消費量の節約と自然保全を図り、
汚染を防ぐという目標を掲げています。

�Delphi社では世界中の工場でエネルギー消費量を削減すると
いう目標を打ち出しています。

�Samsung社は、無公害生産技術を使用することにより、資源やエネ
ルギーの消費量を今後も継続して極力少なくすることを約束して
います。

製造／技術に関わる人 の々多くは、現在、リソースを効率よく使用
するという目標の他に、サステナビリティに関するターゲットも課せられ
ています。次に紹介する3つの戦略を適用することで、テストシステム
の効率を改善するという目標が達成できます。
1.計測器の使用効率を最大限にすることで、テストにかかる時間
を短縮する
2.計測器を再利用して計測器の寿命を延ばす
3.エネルギー効率の高い計測器を使用する

1計測器の使用効率を最大限にすることで、テストにかかる
時間を短縮する－自動テストシステムのスループットを向上
させることは、効率向上にもつながります。マルチコアプロセッサ
や PCI Express、FPGA（ field-programmable gate array）、NI
LabVIEWソフトウェアに代表される民生（COTS：commercial
off-the-shelf）ツールを使用することで、並列処理が可能な並列
計測システムを作成することができます。このようなシステムで
は、一台のテスト対象物（UUT：unit under test）のテストにかか
る時間を最小限に抑えることが可能です。この他に効率の最大
化に役立つテクニックとしては、複数のUUTを並列でテストする
というやり方が考えられます。並列テストは確かにテストにかかる
合計時間の短縮や、計測器の使用効率向上に役立ちます
（図1参照）が、並列実行型のテストシステムの開発は非常に
複雑なものとなる場合があります。複数のUUTの同時テストを
管理するソフトウェアを独自に開発するには、並列プログラ
ミングやマルチスレッドに関するローレベルプログラミングの
知識と技術が求められます。
カスタム仕様の並列テストシステムを一から開発する以外に、
NI TestStandのような既製のテスト管理ソフトウェアを使用すると

いう方法があります。NI TestStandには、並列のテストシーケンス
を複数スレッドで実行したりOSと計測器の動作を管理すること
のできる機能が搭載されているため、それを使用することにより
並列型のテストシステム開発につきもののローレベルプログラ
ミングや複雑なプログラミングの必要がなくなります。

2計測器を再利用して計測器の寿命を延ばす－再利用可能
なシステムを開発することにより、テストシステムの寿命を延ばし
つつ計測器の利用効率を最大化することができます。再利用
可能な自動テストシステムには、柔軟性に優れたモジュール式
ハードウェアプラットフォーム（PXIなど）を使用するとよいで
しょう。このようなプラットフォームは、ソフトウェアで自由に構成
することができ、製品を複数世代にわたってテストしたり、異なる
種類の製品のテストにも使用できます。ソフトウェアで定義できる
モジュール式のテストアーキテクチャの利点を十分に活用して
いる企業の例として、Benchmark Electronics社が挙げられ
ます。
Benchmark electronics社は、電子機器の大手委託製造

業者で、既存の資産（設備など）を最大限に再利用できる標準
テストプラットフォームを開発し、様 な々製品のテストを行って
います。この再利用できるテスタでは、様 な々ボードやデバイス
のパラメータテストや刺激／応答テストを行うことができます。この
システムには、PXIシャーシとMXIコントローラ、デジタルI/O、デジ
タルマルチメータ（DMM）、デジタイザ、関数発生器（図2参照）
が搭載されています。テスト要件によっては、特定のニーズに
対応できるよう、この標準のシステムに計測モジュールを追加
する必要がありますが、そのような場合にも対応できるよう、標準
のシステムを妨げることのないよう十分な空きスロット数が用意

特集

図1.複数のUUT（テスト対象物）を並列でテストすることにより、テスタ効率の
向上を図ります。
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ラックマウント／スタック方式PXI

PXIを使用して
削減できたエネルギー
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800されています。これも、NI TestStandやLabVIEWなどといった
柔軟性に優れたソフトウェアフレームワークを使用することで
可能となっています。Benchmark Electronics社では、新規テスト
ソリューションの開発にも既存のテストシステムを再利用すること
で効率性の向上を実現しています。

3エネルギー効率の高い計測器を使用する－エネルギーに
ついて最近行われた調査により、米国での最大のエネルギー
消費者である米国連邦政府は、より環境に優しいテクノロジに
切り替えることにより、今後5年間で10億ドル以上の電気代を
節約できることが判明しました。この調査結果を受けて、
Hewlett-Packard社の社会・環境担当副社長、Pat Tiernan氏は
「技術管理者にとって、エネルギーにかかる費用への懸念は
全国規模で高まってきています」と語っています。電子製品の
製造工場では一般的にテスト以外の工程でより多くのエネル
ギーが消費されるとは言え、エネルギーの使用量を抑えるという
点においてはテスト工程も大きな役割を担っています。テスト
エンジニアが使用しているツールを検証してみると、エネルギー
の大半がテストシステムで使用されている計測器によって消費
されているという結果が出ました。現在では、自動テストシス
テムを構築するには大別して2つのやり方があります。つまり、PXI
を使用する方法が一つ、ラックマウント／スタック方式の計測器を
使用する方法がもう一つです。双方のプラットフォームにおいて、
同程度の機能を備えたミックスドシグナル・システムの比較解析
を行ったところ、PXIシステムで消費する電力は、ラックマウント／
スタック方式のシステムよりも60％程少ないという結果が出ま
した（図3参照）。

ここで消費電力量の差異を生み出している要因は、PXIシステムで
使用している全てのモジュール式計測器が一つの電源、シャーシ、
コントローラを共有しているのに対し、ラックマウント方式／スタック方式

では全ての計測器で台数分の電源、シャーシ、コントローラが必要と
なり、結果として消費電力を大幅に引き上げている（図3参照）という
点にあります。PXIシステムを使用することにより消費電力が低減し、
テストシステム一台につき、5年間で2,000ドル以上のエネルギー
コストを節約することが可能となります。100台のテスタを使用する
工場でPXIシステムを使用した場合に期待できるコストの削減額は、
1年間で実に85,000ドルにも上ります。
エネルギー消費量を低減させる理由はコスト削減だけではありま
せん。実際のところ、化石燃料から電力を得ている多くの企業もまた、
二酸化炭素排出量や排ガス量削減に向けた取り組みを進めて
います。エネルギー消費量の少ないPXIは、二酸化炭素排出量を
削減することができるため、このような取り組みに大きなインパクトを
与えることができます。ラックマウント／スタック方式の計測器システム
をPXIシステムに置き換えることで、1年あたりの二酸化炭素排出量を
5,925 lb（2,688 kg）削減することができ、これは1年間で自動車から
排出される二酸化炭素の半分ほどの量に相当します（標準的なアメ
リカ車は1年あたり12,100 lb＜5,488 kg＞の二酸化炭素を排出
します）。

性能とサステナビリティ（持続可能性）
スループットを向上させたり、資源を最大限再利用したり、テストシス
テムで使用するエネルギー量を最小限に抑えるなど、環境に与える
影響を少なくしたいというメーカーにとって、製造テストの果たす役割
は着実に重要度を増してきています。テストシステムの性能の向上
は、サステナビリティを犠牲にしては成り立ちません。実際のところ、
テストシステムの機能が向上してこそサステナビリティが実現するの
です。

－NIテストプラットフォーム シニアプロダクトマネジャー
Kevin Bisking

ここで紹介した3つの戦略と比較データについての詳細は、ni.com/jpにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi8204」と入力するとご覧いただけます。

図3.DMM、信号発生器、デジタルI/O、オシロスコープ、RFモジュール式計測器
を搭載したPXIシステム1台が消費する電力は、同等の性能を備えたラックマウン
ト／スタック方式のシステムよりも60％少なくて済みます。

図2.Benchmark Electronics社のテスタは、PXIシャーシやモジュール式計測器
を採用することで、再利用性を高めています。
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LabVIEW組込モジュールが
ARMマイクロコントローラにも対応
ナショナルインスツルメンツではこの度、NI LabVIEW
Embedded Mobile for ARM Microcontrollers（ARM
マイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム
開発モジュール）をリリースしました。同モジュールは、
LabVIEWグラフィカルシステム設計プラットフォームの
アドオンツールで、ARM7、ARM9、Cortex-M3マイクロ
コントローラなど、ARM社が提供するプロセッサのコア・
ファミリに対応しています。ARM社は、32ビットの組込型
縮小命令セット・コンピューティング（RISC：reduced
instruction set computing）プロセッサの業界最大手の
企業で、75％のマーケットシェアを誇り、これまでに出荷
したARMコア搭載デバイス数は100億件を超えて
います。ARM社は、IP（intellectual property）を世界中
の大手半導体メーカーにライセンス供与しており、その
ような企業の中には、Analog Devices社、Atmel社、
Luminary Micro社、NXP社、Freescale Semiconductor
社、Intel社、Texas Instruments社などがあります。

マイクロコントローラのメリット
マイクロコントローラは、メモリ、周辺機器、インタフェース、
CPUを単一のチップ上に集積させたマイクロプロセッサ
で、組込システムの開発においては費用対効果に
優れたソリューションとして使用できるほか、制御／割り
込み駆動型のアプリケーションには最適なソリューション
であるといえます。ARM社のマイクロコントローラは、人気のある
消費財（例：SonyのPlayStation 3）や工業用／医療用アプリケー
ション（例：BIACのポータブルな筋刺激装置）など、幅広い分野で
のアプリケーションに採用されています。

よりシンプルなプログラミング手法
ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発
モジュールは、10社以上のチップメーカーの260種類以上のマイクロ
コントローラのプログラミングに使えます。同モジュールにはLabVIEW
のドライバも入っているので、アナログI/OやデジタルI/Oなど、ARM
マイクロコントローラの全コンポ―ネントをグラフィカルにプログラムする
ことができます。また、デスクトップシミュレーション機能も付いている
ため、ARMマイクロコントローラ用に開発したプログラムを、ハード
ウェアを追加しなくてもデスクトップPC上で実行させることができ
ます。さらに、NI Multisim（対話式のSPICEシミュレーション／回路
解析ソフトウェア）を使ってデスクトップシミュレーションを実行し、信号
設計チェーン全体のシミュレーションを行うことで、実機を使わずに
組込システム全体のシミュレーションを実現することもできます。
ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発

モジュールにはこれ以外にも、構成や一連のセットアップを自動化
してプロジェクトを短時間で立ち上げるのに役立つ「プロジェクトウィ
ザード」や、特定のハードウェア割り込みが発生した時にLabVIEW
コードが実行されるように設定することで割り込み駆動型のプログラ

ミングを簡素化できる「割り込み管理機能」などが含まれています。
今回リリースされた同モジュールのほかにも、NIでは開発オプション
として「Keil MCB2370評価用ボード（NXP ARM7マイクロコント
ローラ付）」と「Stellaris LM3S8962評価版キット（Luminary Micro
Cortex-M3マイクロコントローラ付）」の2つの評価用オプションを用意
しています。
今回のリリースに際し、ARM社でマスマーケットツール製品のディ

レクターを務めるAlistairGreenhill氏は「LabVIEWは直観的かつグラ
フィカルに設計が行えるため、C/C++でのプログラミング経験に乏し
いながらもARMプロセッサを搭載したマイクロコントローラを使用して
アプリケーションを開発しなければならない開発者にとって理想的な
プラットフォームと言えるでしょう。また、経験値の高い開発者にとって
も、LabVIEWを使用することで従来よりも短時間で、効率のよいプロ
グラミングが行えます。」と語っています。

60日間お試しいただける評価版は、ni.com/jpにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi8205」と入力して表示された画面からお申し込
みください。

製品情報

ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発モジュールにはLabVIEWのドラ
イバも入っているので、アナログI/OやデジタルI/Oなど、ARMマイクロコントローラの全コンポー
ネントをグラフィカルにプログラムすることができます。

10 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp

http://www.ni.com/arm/ja/
http://www.ni.com/arm/ja/
http://www.ni.com/arm/ja/
http://www.ni.com/multisim/ja/
http://www.ni.com/arm/ja/
http://www.ni.com/jp
http://www.ni.com/jp


高速I/OとVirtex-5 FPGAを搭載した
PXIモジュールが登場
NI Rシリーズ（インテリジェントデータ集録／組込制御系
デバイス）は、オンボードプロセッシングや特殊なI/Oにも
対応可能な、FPGAチップを搭載しており、ユーザが自由
にプログラミングすることができます。Rシリーズの最新
機種にはXilinxのVirtex-5 FPGAを搭載しており、コードが
これまで以上に速く実行できるほか、より多くのLabVIEW
コードを最適化してVirtex-5 FPGAに実装することができ
ます。これらモジュールは8個の入力チャンネルと8個の
アナログ出力チャンネル、96本のデジタルI/Oラインを
備え、これまでにリリースされたRシリーズデバイスの4倍
近くのアナログサンプリングレートを実現しています。
16ビットの分解能、最高750 kS／秒のサンプリングレートを
誇るこれらのモジュールは、LabVIEW FPGA対応のハー
ドウェア製品としてはこれまでにないレベルのI/O性能を
実現しています。

これまで以上のスピード、効率を誇るVirtex-5 FPGA
Virtex-5 FPGAアーキテクチャはLabVIEW FPGAモジュール内で
シングルサイクルタイミングループを使用することにより、より速く、効率
よくコードが実行できるよう最適化されています。FPGAチップ内に
デジタルロジックを実装する際の基礎となるビルディングブロックは
「スライス」と呼ばれており、このスライス一つ一つはフリップ・フロップ
とLUT（look-up table）で構成されています。前世代のVirtex-II
FPGAは4入力LUTを使って最大16通りの組み合わせのデジタル
ロジック値が使用できましたが、新しいVirtex-5 FPGAは6入力LUT
により64通りの値が可能で、各スライスに実装できるロジック数が
向上しています。さらに、スライス自体もより緊密に配置されている
ため、電子の伝搬遅延を軽減できるとともに全体の実行レートも向上
しています。それによるLabVIEW FPGAアプリケーションへの影響を
見てみましょう。シングルサイクルタイミングループ構造では、6入力
LUTを利用することでリソースの使用率が大幅に改善されて
います。つまり、より多くのLabVIEW FPGAコードを最適化してVertex-
5 FPGA内に組込み、1クロックサイクルあたりより多くの操作を実行
することが可能となっています。

専用のADCで特殊な機能を提供
多機能のRシリーズデバイスには、各チャンネルに専用のADC（アナ
ログ／デジタル変換器）が付いているため、チャンネル単位でタイ
ミング／トリガ機能が使用できます。これによりマルチレートサンプリン

グやチャンネル単位でのトリガリングなど、通常のデータ集録ハード
ウェアでは実現できないような機能が実現します。最新のRシリーズ
デバイス、NI PXI-7851R、NI PXI-7852Rモジュールは8個あるアナ
ログ入力チャンネル全てにおいて16ビットの分解能で最大750 kS／
秒のサンプリングが行えます。これらのデバイスでは既存のRシリー
ズハードウェアの4倍のスピードでPID制御ループを実行することが
でき、FPGAを使用した並列実行により、プロセッサの帯域幅の取り合
いをしなくても、無理なく複数の制御ループを実行することができ
ます。アナログ入力速度が向上したことで、アナログトリガリングの
精度と周波数計測機能の向上も実現されています。
NI PXI-7841R、PXI-7842R、PXI-7851R、PXI-7852Rモジュール

を使用することにより、デジタルハードウェア設計に携わった経験の
ないエンジニアでも最新のFPGAテクノロジの性能を活用することが
できます。アナログ入力速度が向上したことで、LabVIEW FPGAを
使用したハードウェアソリューションの活用の幅が、ラピッドプロトタイ
ピングや高速制御、カスタム仕様のデータ集録アプリケーションへと
広がってきています。

本記事内で紹介した最新のRシリーズPXIモジュールについての詳細は、
ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8206」と入力するとご覧いただ
けます。

製品情報

NI製品 アナログ入力 アナログ出力 デジタルI/O FPGA 価格（単位：円）*

PXI-7841R 8チャンネル、16ビット、200 kS／秒 8チャンネル、16ビット、1 MS／秒 96ライン Virtex-5 LX30 324,000

PXI-7842R 8チャンネル、16ビット、200 kS／秒 8チャンネル、16ビット、1 MS／秒 96ライン Virtex-5 LX50 416,000

PXI-7851R 8チャンネル、16ビット、750 kS／秒 8チャンネル、16ビット、1 MS／秒 96ライン Virtex-5 LX30 393,000

PXI-7852R 8チャンネル、16ビット、750 kS／秒 8チャンネル、16ビット、1 MS／秒 96ライン Virtex-5 LX50 485,000

図1.PXI-7852RはLX50 Virtex-5 FPGAを搭載しており、1チャンネルあたり最大
750 kS／秒のアナログ入力サンプリングを実現しています。

表1.16ビットの分解能と最大750 kS／秒のサンプリングレートを誇るこれらのモジュールの登場により、I/O性能の水準が向上しました。

*全ての価格は事前の通知なく変更される場合があります。 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp 11
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NIがカリフォルニア大学デービス校の
Green Technology Academyのスポンサーに
世界が現在直面している、地球の気候変動に関する大きな課題に
ついて、世界中の学会が研究を重ねています。学生の手になるデザ
インプロジェクトは、環境アプリケーションに取り組む上で、持続的な
ソリューションに新たな視点とアイディアをもたらしました。研究者と
学生はNI LabVIEWグラフィカルシステム設計ソフトウェアと民生の
ハードウェアテクノロジを採用し、環境に関する課題に対処してい
ます。
例えば、オレゴン州 立 大 学の研 究 者はNI LabVIEWと

NI CompactRIOハードウェアを使用して、海洋波エネルギーを吸収
するための磁石リニアジェネレータ用のコントローラを設計しました。
ジョージア工科大学の学生は、Solar Decathlon*において、ソーラー
ハウスで光起電力のトランスミッションを監視したりソーラーハウス
の電力系統を制御したりするのにNI LabVIEWとNI Compact
FieldPointハードウェアを採用しました。ハイブリッドのエネルギーシス
テムの設計から太陽熱プラントの監視・テストに至るまで、LabVIEW
は環境エンジニアリングにおける数 の々最先端研究アプリケーション
に採用されています。
教育界は現在、応用研究や応用技術を、持続的な事業計画に

どのように転用するかという課題に直面しています。そのような中、カリ
フォルニア大学デービス校（以下、UC Davis）、カウフマン財団
（Kauffman Foundation）、ナショナルインスツルメンツはGreen
Technology Entrepreneurship Academyをサポートできることを非常
に嬉しく思っています。これにより、理工学系の博士課程に在籍して
いる学生や博士課程修了者や研究員など、大学に残って持続的な
テクノロジに関する研究を続けている人々が、活躍の場を研究室
から広く市場へと移すことができるようになりました。

2008年7月の会議では、彼ら
の研究を基に環境ビジネスを
今後どのように展開していくかに
ついての発表がありました。5日
間にわたって行われたこのプロ
グラムでは、彼らの研究を事業
計画に移行するのに必要な事柄
を、講義と実際的な演習とを交え
て実体験してもらいました。この
期間 、学生は教員や投資家、
起業家、業界の重鎮たちとの
交流を通じ、研究室からどのよう
にして研究の成果を市場に持ち
込むかを考え、その際に役立ち
そうなリソースについての情報を
得ることができました。学生は
チーム毎にそれぞれの研究結果

をビジネスの場に持ち込む可能性を探り、同プログラムの最後には
アイディアを一つに絞った上で参加者に発表しました。

*米国エネルギー省が主催するイベントで、アメリカ、カナダ、ドイツから選ばれた20の大学
チームが一箇所に集まってソーラーハウスを設計・建築し、その利点・効果、エネルギー
効率を競うというもの

同プログラムへの参加を希望する方は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code
欄に「nsi8209」と入力すると必要事項がご覧いただけます。

Applied Mechatronics

A. Smaili and F. Mrad
American University of Beirut
Oxford University Press

Applied Mechatronics synthesizes the
disciplines of mechanical and electrical engineering to provide a
comprehensive overview of the various technologies and tools
used to develop mechatronics devices, including NI LabVIEW
and the LabVIEW Control Design and Simulation Module.

Applied Mechatronicsに関するリソースは、ni.com/jp/infoにアクセスの
上、Info Code欄に「nsi8210」と入力するとご覧いただけます。

Digital Fundamentals, 10th Edition

Thomas L. Floyd
Prentice Hall

Digital Fundamentals provides a
foundation for digital circuits, exploring

topics from logic gates to digital signal processing. Download
more than 100 NI Multisim software circuit files and workbook
example exercises to enhance comprehension of digital concepts.

Digital Fundamentals用のMultisim回路ファイルは、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi8211」と入力するとダウンロードできます。

アカデミック

NIソフトウェア製品関連の参考書

UCDavisの取り組みにより、学生や
研究員の活躍の場を研究室から広く
市場へと移すことができるようになり
ました。
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LabVIEWで車の操縦ができることを
ご存知でしたか？
バージニア工科大学とTORC Technologies社が共同で立ち上げた
Victor Tangoという開発チームが、NI LabVIEWソフトウェアを使用
して米国国防総省国防高等研究事業局（DARPA：Defense
Advanced Research Projects Agency）のUrban Challengeというコン
テストで3位に輝いたことをご存じでしょうか。この開発チームは、
LabVIEW FPGA、LabVIEW Real-Time、LabVIEW制御系設計／
シミュレーションなどの各モジュールソフトウェアと、NI CompactRIO、
NI CompactDAQ、NIタッチパネルを使用して「Odin」と名付けた
自律走行車を開発しました。
DARPA Urban Challengeは自律走行車の研究開発プログラム

で、兵士を戦場や危険から遠ざけることを目的としています。同プロ

グラムでは自律走行できる地上車を、街を模した環境で走らせ、
車の流れに合流したり環状交差点を走行したり、交通量の多い交差
点をうまく切り抜けたり障害物を避けたりしながら部隊の補給任務の
シミュレーションを行います。
この自律走行車技術は、農業、建設業、乗用車の開発、石油
探索などのアプリケーションエリアへの転用が検討されています。

自律走行車の開発にも役立つグラフィカルシステム設計ツールについての
Webビデオは、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8212」と入力
するとご覧いただけます。

マルチコア対応の
異種コンピューティング
LabVIEWアプリケーションは、
2台のHP dual-core / quad-core
サーバ上でセンサから集録した
データや画像の処理を行い、条件
判断やプランニングを実行しま
した。
ローレベルの車両のインタ

フェースはCompactRIOが担当
しました。
ダッシュボードに搭載されたNI

タッチパネルは、自律走行モード
とマニュアルでの操作モードとの
切り替えに役立ちました。

センサからのデータ集録と
データ処理
Linux�とWindows OSを搭載
したマルチコアサーバ上で動作
しているLabVIEWアプリケー
ションで、3台のIBEO ALASCA
multiplanar LIDAR と 4 台の
SICK LMS LIDAR、2台のIEEE
1394カメラ、1台のNovAtel GPS/
INSからのデータの処理／解析を
行いました。
全てのセンサに対し、Ethernet

ケーブルがインタフェースとして
の機能を果たしました。

JAUS連携メッセージ通信
システム
LabVIEWを使用することで、
JAUS規格によって定義された
様 な々車両のサブシステム間の
通信を実現することができま
した。
SAE AS-4 JAUSは、自律型

アプリケーション実現のために
規格化された通信アーキテク
チャです。

ドライブバイワイヤシステム
開発チーム「VictorTango」は
CompactRIOを使用して車両の
ドライブバイワイヤシステムを
実装しました。
LabVIEW制御系設計／シミュ

レーションモジュールで利用でき
るようになったカルマンフィルタ
リング／PIDアルゴリズムにより、
適切なスロットル、ブレーキ、ステ
アリングの信号を決めることが
できました。
NI CompactDAQでは実験的

にドライブバイワイヤの電圧
データを集録しました。

LabVIEW Everywhere
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環境エンジニアリングを通じて社会に貢献

コスタリカの熱帯雨林で無線計測を実行
コスタリカの熱帯雨林北部に位置する
La Selva Biological Stationで働く研究者
は、NIの技術を用いて、林床と大気の間で
交換される二酸化炭素の量を測定する
ことで、温室効果ガスの排出が環境に
与える影響についての理解を深めようと
しています。UCLAにある、産官学連携の
一例であるCENS（Center for Embedded
Networked Sensing）からの協力を得て、
La Selva Biological Stationの研究チーム
は様 な々環境測定を行うワイヤレスセンサ
システムを展開しました。同システムには
NI LabVIEWソフトウェア（LabVIEW Real-
Time モ ジ ュ ー ル、LabVIEW FPGA
モジュールも含む）とNI CompactRIOプラッ
トフォームが採用されています。

煙道ガス排出量のモニタリング
米国にある石炭火力発電所では年間
40トンもの水銀を排出しています。国が
定めた規則に対し、このような発電所が
準拠できるように、ナショナルインスツル
メンツのアライアンスパートナーである
Data Science automation 社はその顧客
Clean Air Engineering社と協力して、水銀
排出用の排気筒をモニタリングする組込
システムを開発しました。同システムで
は、NI LabVIEW、NI Compact FieldPoint
programmable automation controller（PAC）、
ワイヤレスPDAを用いて計測、制御、
レポート作成を行っています。

除草剤使用量の低減
線路に生える雑草を処理するために、デン
マーク国有鉄道公団（DNRA：the Danish
National Railway Agency）はこれ まで、
鉄道路線の線路敷内全エリアに除草剤を
散布してきました。効果はありましたが、この
方法は費用がかかる上、環境的にも害を
もたらすものでした。そこで、T&O Stelectric
社はHardi International A/S社と組んで、
赤外線カメラとNIビジョンソフトウェアを
用いて、電車が時速45 kmで走行すると
作動する画像処理システムを開発しま
した。このシステムは、線路の近くに伸びて
いる茎葉を検出し、そのような場所にだけ
除草剤を散布します。このシステム導入に
より、除草剤使用量を90パーセント以上
削減することが可能となりました。

スペシャルフォーカス
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ナショナルインスツルメンツの顧客の中には、画期的なソリューションを開発することで世界で
も最も困難とされている環境問題に取り組んでいる企業があります。このような環境エンジニ
アリングのアプリケーションにより、環境的な影響を測定して非効率なプロセス、製品の問題
解決を目指す、世界規模での取組みが浮き彫りとなりました。

風力発電と配電網の一体化
故障時にも風力タービンを配電網に接続
したままにするためには、低電圧のライド
スルー能力を検証しなければなりません。
そのためには、36 kVまでの電圧で短絡状態
を作りだせるテストシステムが必要です。
Energy To Quality, S.L.で は、LabVIEWと
PXI/SCXIシステムで制御するモバイル
タイプの電圧ディップ発生器を使って、
欧州／アメリカのグリッドコードに準拠できる
よう風力発電所のテストを行います。この
PXI/SCXIシステムでは、引き外しコイルに
つながっているリレーを制御しながら、高電
圧入力モジュールを使って110 VAC時の
二次電圧を計測します。このシステムを
使用することにより、新しい風力発電所
では、設備が確実に所定の規定に準拠
するようになるため、これまでよりも短期間で
営業を開始することが可能となります。

大規模内燃エンジンの効率向上を図る
大規模な内燃エンジンは、肺に障害を引き
起こす地表オゾンの構成要素でもある
窒素酸化物を大量に排出します。
Enginuity社はここ20年、排出量削減に
役立つテクノロジの開発と既存のエンジン
の改良に取り組むことにより、年間122,000
トンもの窒素酸化物の排出量削減を実現
してきました。これを車両の台数に換算する
と、1年あたり600万台の車両を道路から
取り除いたのと同じことになります。
Enginuity社のエンジニアは、NIのデータ
集録デ バイスとPXI ハードウェア、
LabVIEWを、開発段階のエンジンシミュ
レータに使用し、エンジンからの入力信号を
シミュレートしたり出力データを集録すること
によりエンジンコントローラの検証を行いま
した。

次はあなたの番かもしれません。
環境に関するアプリケーションを
シェアしませんか？
現在使用しているソリューションを紹介
して、環境問題解決に貢献してみま
せんか。お使いのシステムが環境・経済に
どのように役立つかについて簡単な概要を
お送りください。ビデオ、写真の投稿も大歓
迎です。

環境エンジニアリングに関するアプリケーションを
提出するには、ni.com/jpにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi8213」と入力して表示された
ページからお進みください。
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最速MシリーズUSBデバイス登場
NIではこの度、バスパワータイプのMシリーズ
USBデータ集録デバイスを6種類リリースしま
した。400 kS／秒のアナログ入力が可能で、
デジタル機能にも優れ、絶縁機能（オプション）
を備えているほか、接続端子のオプションも充実
しています。
NI USB-6212/NI USB-6216デバイスでは、

400 kS／秒でのサンプリングが行えるアナログ
入力チャンネルが16個と250 kS／秒のアナログ
出力チャンネルが2つ利用でき、いずれも16ビット
の分解能を実現しています。また、32ビットカウンタ
を2つ、入出力両方に使用できる5 V TTLデジ
タルラインを32本備えているほか、オプションで
60 V CAT I（チャンネル／バス間で、1,950 VDC
に5秒間耐えられる）の絶縁機能が利用できます。この絶縁機能は、
過渡過電圧からの保護、コモンモード電源の除去、グラウンドループ
除去に役立ちます。これらのデバイスには、68ピンSCSIマス接続
端子、ネジ留め式端子、OEM端子の接続オプションがあります。
USB-6212 OEM/USB-6216 OEMは、市販の製品や組込シス

テムに使用される汎用I/Oデバイスです。34ピンと50ピンのIDC端子
が付いているため、PCBへの接続も簡単に行え、様 な々リボンケー

ブルともお使いいただけます。一定数ご注文
いただくと、ボリュームディスカウントが適用され
ます。
通常のマルチファンクションUSBデータ集録

デバイスとは異なり、NI MシリーズUSBデバイス
では「NI信号ストリーミング技術」と「上級パワー
マネージメント機能」という2つの技術を採用し、
可搬性と高性能を実現しています。NI信号スト
リーミング技術は現在特許申請中で、この技術
を採用することにより、USBで双方向の高速データ
ストリーミングを複数走らせることができます。
上級パワーマネージメント機能では、USB 2.0で
消費される電力を制限することで外部電源が
必要なくなります。

USB-6212/USB-6216にはNI LabVIEW SignalExpress LE（機能
限定版）、NI-DAQmxドライバソフトウェアが付属しています。いずれも
LabVIEW、ANSI C/C++、C＃、Visual Basic .NET、Visual Basic 6.0
に対応しています。

詳しい仕様、価格は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8216」と
入力するとご覧いただけます。

NI LabVIEW SignalExpress Tektronix版で
ベンチトップ計測の自動化を図る
NI LabVIEW SignalExpress Tektronix版を使用
すれば、プログラミングを行わなくても、短時間の
うちにTektronix社製計測器からデータをPCで
集録・解析・表示することが可能となります。バー
ジョン2.5では、ロギング機能を用いて計測データ
の保存を自動化したり、対話式のレポート生成
機能を用いて計測結果を文書化することができ
ます。これらの機能を、LabVIEWに搭載されて
いる200種類以上の演算／解析関数と組み合わ
せて使用することで、集録中・集録後のデータ
処理に生かすことができます。バージョン2.5は
Tektronix TDS3000C、DPO3000シリーズデジ
タル・フォスファ・オシロスコープ、MSO4000ミックスド・シグナル・オシ
ロスコープにも対応しています。

計測器制御にすぐに活用できる
LabVIEW SignalExpress Tektronix 版 LE（ 機 能 限 定 版 ）は、
LabVIEW SignalExpressの一部の機能が利用できる無償のソフト
ウェアで、基本的な計測器制御機能とロギング機能を備えてい
ます。Tektronix社のバリューライン・オシロスコープ全製品に標準で
付属しているほか、ナショナルインスツルメンツおよびTektronixの

Webサイトからもダウンロードしてお使いいただけます。また、
Tektronix社のバリューライン・オシロスコープには、LabVIEW
SignalExpress Tektronix版のフル機能がお試しいただける評価版
ソフトウェア（30日間有効）が付いており、解析・レポート生成・自動化
ツールがお使いいただけます。

LabVIEW SignalExpress Tektronix版LE（機能限定版）のチュートリアル
は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8217」と入力するとご覧
いただけます。また、同じページからLabVIEW SignalExpress Tektronix版
LEをダウンロードすることもできます。

製品情報

NI USB-6212/USB-6216デバイスは、ネジ留め
式端子版とマス接続端子版を用意しています。

LabVIEW SignalExpress Tektronix版はベンチトップ計測の生産性向上に役立ちます。
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最新のPXIソースメジャーユニットで
太陽電池の性能を評価する
新しい光起電性（PV：photovoltaic）技術の性能や効率をはかる
ために、太陽エネルギーに携わるエンジニアはIV曲線のトレースを
行って太陽電池セルの順方向特性を明らかにするとともに、耐久
試験を行って逆方向特性を評価する必要があります。このような
試験には、セルから電力をソース（供給）したりシンク（吸収）したり

電圧や電流の精密な測定が行える計測器が必要とされます。その
後でソフトウェアで解析することにより、最大電力や曲線因子（FF）
などといった、性能に関する重要な特性を引き出すことができます。
ナショナルインスツルメンツのPXIソースメジャーユニット（SMU）の
登場により、PXIプラットフォームのメリットを太陽電池の試験／特性
評価に活用することが可能となりました。NI PXI-4130 SMUは4象限
出力が可能で、40 Wまでのソースと10 Wまでのシンクが行える
ため、太陽電池セルの順方向特性評価と逆方向特性評価の両方
に役立ちます。同SMUでは正確な電流測定とリモート（4線式）センス
を組込んでいます。19インチ、4 U型のスペースに最大17個のSMU
チャンネルを備えた並列測定を実現することができます。PXI-4130
は、環境エンジニアリングに役立つNIの様 な々既存プラットフォームや
テクノロジとの親和性にも優れています。

太陽電池試験に関するホワイトペーパー（技術資料）の閲覧、サンプルコードの
ダウンロードは、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8218」と入力
して表示される画面から行ってください。

Visual Basic 6.0の次にくるもの
Microsoft Visual Basic 6.0の延長サポート期間
が終了した今、アプリケーション開発担当者の
多くが、Visual Basic 6.0で作成した既存のコード
をアップグレードすべきか、再利用すべきか、そ
れとも既存のコードを捨ててMicrosoftがサポー
トしているソフトウェアプラットフォームで開発する
という方法に切り換えるかどうかのアドバイスを
求めています。最新の.NETフレームワークを活
用してアプリケーションを開発するには、次の3つ
のやり方があります。

�アップグレード－Visual Basic 6.0コードを
Visual Basic .NETコードに変換します。この
方法を選択することで、今後登場してくる
Visual Basicへのアプリケーションの親和性も高まり、.NETの機能
も利用できるようになります。作業のやり直しが必要となります。
�再利用－主要なテストを実行させる既存のアプリケーションに
関しては引き続きVisual Basic 6.0を使用し、新しい開発言語から
このコードを呼び出すという方法です。
�切り換え－テストや計測用に特別に作られた開発環境（NI
LabVIEWやNI LabWindowsTM/CVIなど）に切り換えたり、.NETに
対応している汎用の開発言語（C＃など）に鞍替えするという方法
です。

Visual Studio 2008に対応している
新しい NI-DAQmxドライバや NI
Measurement Studioソフトウェアを使用
することにより、.NETフレームワーク
が利用できるだけでなく、Webや
Windowsを使用したプロジェクトに
データ集録機能を追加することも可能
となりました。
今では開発環境が特定のバー

ジョンの.NETフレームワークに拘束さ
れることもなくなったため、既存のプロ
ジェクトに機能を追加することが可能
となり、実装にかかる費用も削減できる
ようになりました。このようにすることで、

実装されたシステムを新しい.NETフレームワークにアップデートする
必要がなくなります。

Visual Basic 6.0アプリケーションを効率よく分析して移行に備えるのに役立つ
ホワイトペーパー（技術資料）は、ni.com/jpにアクセスの上「nsi8219」と入力
するとダウンロードできます。

製品情報

PXI-4130パワーソースメジャーユニットは太陽電池の特性評価に役立ちます。

Visual Basic .NETへ移行する場合は、.NET環境でのアプ
リケーション開発に必要な機能を備えたNI Measurement
Studioがお勧めです。

LabWindowsマークはMicrosoft Corporationの許諾の下使用されています。
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低コストの最新組込コントローラ
NI PXI-8104/PXI-8183組込コントローラ
は、判断テスト、計測、制御系アプリケー
ションにおいて優れた性能を提供します。
これらのコントローラを使用することにより、
家庭用電化製品や自動車、半導体、電気
通信、航空宇宙などの業界で必要と
される様 な々新規アプリケーションにPXI
システムを活用することが可能となります。
PXI-8104組 込コントローラはIntel

Celeron M 440プロセッサを採用してい
ます。1.86 GHzのプロセッサと2チャン
ネル、533 MHz DDR2メモリを備えた
同コントローラは、先行機種であるNI PXI-
8195コントローラと比べ、41％の性能向上
を実現しています。この新しいコントローラ
を使用することにより、これまでにないレベ
ルの「性能と対価」のバランスを備えた
計測／制御系ソリューションが実現します。
PXI-8183は、NIが提供するWindows

ベースのPXI組込コントローラの中でも最も低価格の製品（2008年
8月現在：182,000円*）で、ハイボリュームのOEMアプリケーションや
工業用制御アプリケーションに最適な製品となっています。この
2スロットの組込コントローラは850 MHz Intel Celeronプロセッサを
備え、4スロット／6スロットPXIシャーシと組み合わせることにより、費用
対効果に優れた小型のプラットフォームとして機能します。

確定性に優れたリアルタイムシステムを構築する
PXI-8104/PXI-8183コントローラには、NI LabVIEW Real-Timeと
LabWindowsTM/CVI Real-Timeソフトウェアに対応したバージョンが

あり、確定性に優れたリアルタイムの計測／制御用の、柔軟で堅牢な
プラットフォームとして機能します。PXIベースのリアルタイムシステムを
PCプロセッサやハイレベルなソフトウェア開発ツール、民生のPXI I/O
モジュールと組み合わせることにより、HIL（hardware-in-the-loop）
テストやRCP（rapid control prototyping）、工業用計測／制御などの
アプリケーションに用いるシステムを短時間で開発・実装することが
できます。

PXI-8104の仕様、価格はni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
8220」と入力するとご覧いただけます。

NI PMA-1115は、8スロットPXI
シャーシ、PXI Expressシャーシ用
の、モニタとキーボード、タッチパッド
アクセサリを一体化させた製品
です。15インチのLCDタッチスク

リーンを備え、傾き加減も調節できるほか、設置や持ち運びも考
え、マウントキットも備えています。PXIシャーシやPXI Express
シャーシと組み合わせることにより、小型で持ち運びもできるPXI
ソリューションを実現することができます。

PMA-1115の仕様、価格は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8221」と入力するとご覧いただけます。

NI VXI-MXI-Expressコントローラ
は、高帯域／低遅延のリモート
制御用のPCI Express テクノロジ
（有線）を基にしており、細く、柔軟
なケーブルを介して29 MB／秒
までの連続スループットを実現

します。VXI-MXI-2の代替製品としての実績もあるVXI-MXI-
Expressは、PCからもPXIシャーシやPXI Expressシャーシからも、
そして今回初めて、ノート型PCからも制御できるようになりました。

VXI-MXI-Expressの仕様、価格はni.com/jpにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi8222」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

PXI LCDモニタとキーボードアクセサリを一体化 VXI-MXI-Expressリモートコントローラ新製品

新しいPXI組込コントローラの登場により、これまでにない「性能と対価」のバランスが実現しました。

*価格は事前の通知なく変更される場合があります。18 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp
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CompactRIOシリアルモジュール新製品で
接続オプションが拡充
この度リリースされたNI Cシリーズモジュールには、2種類のシリアル
インタフェースモジュールが含まれています。RS232用のNI 9870
とRS485用のNI 9871がその2つです。NI CompactRIOコントローラ
にはRS232シリアルポートが1つだけ付いていますが、今回リリース
されたモジュールを使用することにより、センサやスマートモータ、バー
コードスキャナ、プリンタやスケールなど、CompactRIOシステムに
簡単に接続できる、シリアル通信に対応した周辺機器をより多く使用
することが可能となります。NI 987xモジュールには4つのシリアル
ポートがあり、8スロットCompactRIOシャーシを使用すれば、最高で
32個のシリアルポートが利用できるようになります。

柔軟性に優れたポートで多くの周辺機器に対応
シリアルモジュールのボーレートは921.6 Kbaud（RS232）、1.846
Mbaud（RS485）まで自由に設定することができ、CompactRIOと様々
な商用／工業用シリアルデバイスとの接続を可能としています。
モジュラージャックとD-Sub端子を備えたケーブルを使用することに
より、いずれのデバイスでも各スロットで64 BのFIFOの伝送／受信が
行えます。

LabVIEW FPGAを装備
NI 987xモジュール対応のNI LabVIEW FPGAインタフェースを使用
することにより、これまではカスタム仕様のFPGAを開発したり外付け

回路を使用しないと実現できなかったカスタム仕様のシリアルプロト
コルやハードウェアレベルのタイミング制御が可能となりました。シリ
アルモジュール上でFPGAレベルの制御をユーザが自由に行える
ため、高速タイミングやトリガなどといったFPGAのメリットをシリアル
通信に生かすことができます。

NI 987xモジュールの仕様、価格はni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8223」と入力するとご覧いただけます。

Compact FieldPointの性能が向上
NI Compact FieldPointコントローラの3つの新製品は、既存の
Compact FieldPointコントローラよりも優れた性能とプロセッサ速度を
実現しているほか、Ethernetのスループットも大幅に向上しています。
NI cFP-2220、cFP-2210、cFP-2200は400 MHz Freescale MPC5200
プロセッサを採用し、Ethernetスループットは既存のデバイスの10倍
に相当します。最高レベルの信頼性・確定性を実現するために、これ
らのコントローラはWind River VxWorksリアルタイムOS上でNI
LabVIEW Real-Timeソフトウェアを実行し、小型・堅牢なプラット
フォーム上でLabVIEWの持ち味とも
いえる機能性、接続性、柔軟性を
実現しています。Compact FieldPoint
プラットフォームは、以下の工業用
規格に対応しています。
�使用周辺温度：－40～70℃
�耐衝撃／耐震振度：50 G（衝撃）、
5 G（振動）

�Class I、Division 2、ATEX認証
�信号調節機能、絶縁機能付

これらのCompact FieldPointコントローラは、256 MB（最大）の
DRAMと256 MBの内部不揮発性ストレージを備えています。この
メモリとストレージ容量は、旧バージョンの2倍に相当します。堅牢な
データロギングアプリケーションに使用したり、作業現場で使用する
ためにUSBポートが必要だったり、より多くのストレージ容量を必要と
する場合は、cFP-2220についている着脱可能なCompactFlash
スロットが役に立ちます。cFP-2220にはその他にも、エンタープライズ
ネットワークや専用のI/Oネットワークとの接続用にEthernetポートが

2つ付いているほか、RS232ポートが3つ、RS485
ポートが1つ（シリアルデバイス用）付いています。
これらのコントローラは、Compact FieldPoint
プラットフォームとして初めてRoHSに完全に準拠
した製品で、特定の有害物質を除去し環境に
貢献しようというNIのコミットメントを表しています。
NIは、2010年までに全てのCompact FieldPoint
製品をRoHS対応にする予定です。

Compact FieldPointコントローラのリアルタイム性能に
ついてのベンチマークは、ni.com/jpにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi8224」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

NI 987x Cシリーズモジュールの登場により、CompactRIOシステムでRS232/
RS485シリアルポートが4ポート使えるようになりました。また、モジュール式ジャック
とD-Sub端子を備えたケーブルもオプションで用意しています。

cFP-2220コントローラには、Ethernetポートが2つ、着脱
可能なCompactFlashスロットが1つ、USBポートが1つ付
いています。
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基礎コース

中級コース

上級コース

準開発者

開発者

設計者

NIソフトウェア環境を使いこなす能力
アプリケーション開発の経験

準開発者認定試験

NI製品に関する高度な知識とアプリケーション開発の
経験
プロジェクトマネージメントのスキル

開発者認定試験

NI製品を自由に使いこなせる能力
大規模アプリケーション開発における専門性
プロジェクトチームのリーダーとしてのスキル

設計者認定試験
LabVIEW、NI TestStandで開催

LabVIEW、LabWindows/CVI、NI TestStandで開催

LabVIEWで開催

NI認定プログラム：知っておくべき5項目

1認定プログラムのメリット
NI製品を使用してアプリケーションを開発するために、相応の
スキルを備えたエンジニアを探している企業は少なからず存在
します。認定試験を受け、それに通ることにより、採用側が求め
ているレベルのスキルを自身が有していることを企業に対し
証明できるようになります。転職活動中の方も、キャリアアップを
お考えの方も、まずは手始めにNI製品の認定試験を受けて
みてはいかがでしょうか。

2NI認定試験とは
認定試験を受けることにより、スキルを定量的に評価することが
できます。日本NIでは、NI LabVIEWの認定試験を開催して
います。

3認定試験のレベル分け
�準開発者認定試験（CLAD）－ソフトウェアアプリケーション
の設計・開発・メンテナンスに関する基本的な知識があること
を証明する試験です。1時間の多肢選択式試験です。
�開発者認定試験（CLD）－アプリケーション開発に関する
中級～上級レベルの知識があることを証明する試験です。
4時間の実技試験となります。

�設計者認定試験（CLA）－現在英語のみでのご用意となっ
ているこの試験は、NI製品のエキスパートであることを証明
するもので、開発チームに対し、最も効率のよいソリューション
を提供できる能力があることの証明にもなります。4時間の
筆記試験となります。

4受験に際しての必要条件
準開発者認定試験の受験には特に必要条件というものは設け
ていません。ただし、準開発者、開発者、設計者、の順に受験し
ていただくことになります。各試験は、一つ下のレベルの試験内
容を基に作られており、全て異なるスキルセットと知識が求めら
れます。

5どのような準備が必要か試験のトピックやサンプルが入った受験対策マテリアルは、
ni.comに掲載してあります。受験準備やNI製品についての
知識・スキルを高めるには、NIのトレーニングコースを受講する
のが最も効率のよいやり方と言えるでしょう。

受験対策マテリアルの検索や、受験申し込みは、ni.com/jpにアクセスの上、
「サポート」→「トレーニング」→「認定プログラムの概要」から行ってください。

サービス／サポート

NI認定試験の3つのレベルは、それぞれの開発スキルに対応しており、設計者が最高位となっています。

LabWindowsマークはMicrosoft Corporationの許諾の下使用されています。
Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。20 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp
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LabVIEWでLXIの簡素化を実現
LXI（LAN eXtensions for Instrumentation）は、Ethernetをベースと
した計測器制御用のインタフェース規格です。NIは、計測器制御用
のソフトウェアを提供することによって全ての計測器制御用バス
（GPIB、LXI、PXIなど）に対応すべく日々努力しています。計測器
制御用バスに対するコミットメントの一環として、NIはLXIコンソーシ
アムにも参加しています。また、LXIコンソーシアムでは次 と々その
規格を改訂していますが、NIではLXI対応ソフトウェアに対する投資
を継続的に行っており、こうして開発されているNIのソフトウェアを
使用すれば、規格の改訂に伴うテストシステムへの変更を最小限に
抑えることができます。
計測器制御用アプリケーションに使用するソフトウェアを選定する

際には、バスを用いた通信の構成方法、自動化方法、そして
デバッグ方法について理解する必要があります。ほとんどの方が
GPIBを用いた計測器制御方法にはなじみがありますが、LXIに精通
しているという人はそれほど多くはありません（下表参照）。
2つの計測器をPCにつないで、計測器との通信が正常に機能

していることを確認するための計測器識別クエリを実行する場面を
想定してください。GPIB接続ではGPIBカードを使用し、LXI接続
ではEthernetルータを使用してPCと2つのLXI計測器をつなぎます。
NIの計測器制御用ソフトウェアを使用することにより、システムの構成
とデバッグが容易に行えるようになります。NI Measurement
& Automation Explorer（MAX）、NI-VISA、NI Spyを使ってLXIと
GPIBを構成する際の手順を下表にまとめました。
LXI構成における最初の2つの手順は、一般的なネットワークの

セットアップと似ていることに注目してください。LXIの場合、構成する
項目の中、まずDHCPまたはスタティックIPアドレスを使用することを
選択するのが最も重要な項目となります。EthernetとTCP/IPのセット
アップが全て終了し、サブネット構成も正しく動作していることを確認
し、さらに計測器の構成も終わったら、残りの手順はGPIB計測器の
通信と似通ったものです。計測器との通信が確立したら、NIのソフト
ウェアの出番です。NIでは計測器の制御、計測データの集録、
解析、表示に必要なあらゆるソフトウェアを提供しています。

計測器制御用ソフトウェア
LXIコンソーシアムは最近になってまた、LXI規格を改訂し、新たな
検出・識別オプションを追加しました。今後も改訂が繰り返される中、
次に紹介するNIの計測器制御用ソフトウェアを使用することで、
簡単に最新のLXI規格に対応することが可能となります。
�LabVIEW－Ethernetを使 用している計 測 器の制 御は、
LabVIEWの計測器制御機能の一部として以前から実現されて
いました。そのため、EthernetをベースとしているLXIの規格および
技術の多くはLabVIEWが既にカバーしているものになります。その
技術には、TCP/IP、UDP、ハードウェアとソフトウェアのピアツーピア・
シグナリング、Webサーバ、インターネットブラウザとの互換性など
が含まれます。

�MAX－MAXは、LXI、GPIB、PXIなどのバスを使用する計測器
を検出・構成するのに用いる構成ユーティリティです。
�NI-VISA－NI-VISAは計測器制御のバスを抽象化したソフト
ウェアドライバであり、あらゆるバスでの制御プログラミングを、
業界標準となっている同一のAPIで行うことができます。また、ドラ
イバに含まれているVXI-11の検出プロトコルを使用して、LXI
計測器の検出も行えます。

�NI Spy－NI Spyは計測バス上のメッセージをモニタリングして、
メッセージの内容やタイミングなどのデバッグに役立つツール
です。

�計測器ドライバ－NIでは、LabVIEW、LabWindowsTM/CVI、
Visual Studio対応Measurement Studio用に、プラグアンドプレイ型
およびIVI型計測器ドライバを開発し、提供しています。計測器
ドライバネットワーク（ni.com/idnet）からは、200社以上のベンダ
が提供している6,000種類以上のドライバがダウンロードできます。

LXIに関する詳細情報は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8227」と入力してご覧ください。

計測器ドライバ

手順 GPIB LXI

1.ハードウェアを接続する GPIBコントローラを挿入し、計測器にケーブルを
接続する PC・ルータに計測器をケーブルで接続する

2.ハードウェアを構成する デバイスドライバをインストールする a.DHCP、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、セキュリティなどをルータ側で構成
b.ルータの設定に合わせるようにPC側もOSが提供しているEthernet構成ユーティリィで構成する

3.計測器のアドレスを設定する 計測器のフロントパネルを使ってGPIBアドレス
を設定する 計測器のフロントパネルを使ってDHCPを有効にするか、スタティックIPアドレス1を設定する

4.計測器をPC側で検出する MAXを使ってGPIB計測器をスキャンする MAXを使ってサブネット上にあるLXI計測器をスキャンする

5.簡単な識別クエリを実行する MAXにあるNI-VISAの対話式制御ツールを
使って“＊IDN？”クエリを実行する

a.VISA2を使用している場合は、MAXにあるNI-VISAの対話式制御ツールを使って“＊IDN？”
クエリを実行する
b.VISAを使用していない場合、ベンダ固有のAPIもしくはユーティリティを使用する

6.通信をデバッグする NI Spyを使ってGPIB通信をキャプチャ・表示
する

a.VISAを使用している場合、NI Spyを使ってVXI-11通信をキャプチャ・表示する
b.VISAを使用していない場合、汎用ネットワークアナライザを使ってEthernetパケットを
キャプチャ・表示する

1操作画面がないLXI計測器を使用する場合は、Ethernetクロスケーブルを用いてPCと直結し、計測器が提供しているWebページを使ってIPの設定を行い、手順3に戻ります。
2VISA=Virtual Instrument Software Architecture

NIの計測器制御用ソフトウェアを使用することにより、LXIのセットアップとデバッグが容易に行えるようになります。
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新しいNI Developer Zone Communityで
世界中に仲間を作ろう
新しいNI Developer Zone Community
（ni.com/community）では、世界中で
活躍するエンジニアや研究者とコラボ
レートすることができます。このオンライン
コミュニティでは、サンプルコードをダウン
ロードしたりシェアしたり、技術資料を
参照したり、参考資料を参照したり、ディ
スカッションフォーラムに参加したりでき
ます。自由に参加でき、NI製品を使用
する上での貴重なヒントやコツといった
ものが得られるなど、充実したコンテンツ
を思う存分活用することができます。
NI Developer Zone Comuunityでは、

他の参加者と開発テクニックを共有したり
最先端技術についての情報を得たり、
自分が取り組んでいるものと類似した
アプリケーションに携わっているNI R&D
エンジニアやLabVIEWチャンピオン
など、NI LabVIEWやNI製品のエキス
パートとやり取りすることができます。
パワーアップした検索機能は、関連の
あるコンテンツの検索やもっとも人気の
ある記事を参照するのに役立ちます。
また、自分と同じ分野で活躍している
仲間と協力してアプリケーション課題を解決したり、現在使用して
いるシステムに新しい技術を導入することもできます。コンテンツプロ
バイダーとして参加する場合は、ユーザコミュニティ全体からの編集・
コメントを受け入れるのか、特定のグループだけを承認するのか、
編集・コメントを許可しないか、お好きなレベルがお選びいただけ
ます。
テキストベースのコンテンツ以外にも、カスタマーアプリケーション

ビデオもご覧いただけます。このビデオは、ロボティクスや医療機器、
教育・研究など様 な々分野でNI製品がどのように活用されているか
を紹介したものです。

NI Developer Zone Communityは、バーチャルなユーザグループ
や各地域で開催されているユーザグループについての情報を探し
たり、LabVIEW Tools NetworkやLabVIEW Champions Programの
情報を探す上で中心的な役割を果たすリソースとしてお使い
いただけます。LabVIEW Tools Network（ni.com/labviewtools）
では、LabVIEWに対応し、LabVIEWの機能拡張に役立つNI製／
他社製ツールに関する情報を提供しています。LabVIEW Champion
Program（ni.com/champions）は優れたLabVIEWユーザを見つ
け出し、オンラインでの人脈づくりを行ったり、実際に会って交流する
などの活動を行っています。
最後に、NI Developer Zone Communityのメンバーは、NIで働く

人 の々ブログを通じてNIの技術や製品にまつわる話を、実際にそれ
らの開発に携わっている人から聞くことができます。また、NI R&D
エンジニアがまとめているNI Labs（ni.com/labs）というサイトから
は、リリース前のテクノロジについての話を読むことができ、技術の
一歩先の知識を得ることができます。最先端の技術開発に関する
資料をダウンロードし、日々の業務に役立てていただくとともに、
お使いの製品に関するフィードバックの場として活用していただけれ
ば幸いです。

NI Developer Zone Communityには、ni.com/jpにアクセスの 上、Info
Code欄に「nsi8228」と入力すると参加できます。

1. LabVIEWクイックガイド
2. USBデータ集録ソリューションデモ
3. USB型GPIB簡単セットアップビデオ
4. PXIチュートリアル
5. 画像集録とモータ制御の統合システム構築

上記以外のWebビデオは、http：／／zone.ni.comの「Webイベントと
ビデオ」からご覧いただけます。

Web

ni.com/jpで人気のWebビデオトップ5

新しいNI Developer Zone Communityでは、サンプルコードをシェアしたりチュートリアルを参照したりディスカッ
ションフォーラムに参加することで、LabVIEWやその他NI製品のエキスパートとやり取りすることができます。
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CERN：粒子加速器の制御に
LabVIEW、PXIを採用
課題
かさのあるコンポーネントの位置をリアルタイムに計測・制御し、世界
で最もパワフルな加速器である大型ハドロン衝突型加速器
（LHC：Large Hadron Collider）で、優れた信頼度／精度でもって
nominal beam（core beam）からエネルギー粒子を吸収する。

ソリューション
NI LabVIEWReal-Timeモジュール、NILabVIEWFPGAモジュール、
NI SoftMotion Development Module for LabVIEW（ LabVIEW
用NI SoftMotion開発モジュール）、NI Rシリーズ再構成可能I/O
PXIハードウェアを使ってFPGAベースのモーション制御システムを
開発し、誤ったビームや不安定な粒子ビームを遮断する。

LHCにより宇宙に関する基本的問題に
答えがでる見込み
ヨーロッパ合同原子核研究機関
（CERN）は粒子加速器を使ってイオン
ビームやプロトンを別のターゲットに衝突
させて宇宙が生成された時に存在して
いたとされる状態を再現しています。
1.9 K（－271℃、－456�）の超流動ヘリ
ウムで満たした容器に入れた超電導磁石
で、500 kgの銅を溶かすほどのエネル
ギーを持つLHCビームの軌道を制御
します。

制御システムの信頼性が重要
ビームが所定のコースを外れると、粒子
（衝突型）加速器に破滅的なダメージ
が及んでしまうため、信頼性というのは
非常に重要です。粒子がコースから外
れてしまわないよう、CERNでは100個
以上のコリメータを使用しています。コリ
メータは重素材でできたブロックを使って
ビームからのエネルギー粒子を吸収し
ます。コリメータの制御には、ナショナル
インスツルメンツ製の2台のPXIシャーシ
に取り付けられた再構成可能I/O
モジュールを使用しました。これには120台のPXIモジュールを使用して
います。1つのシャーシで、3つのコリメータに取り付けたステッピング
モータを最高で15台制御することができ、20分間のモーションプロ
ファイルでブロックを整列させます。2台目のシャーシはリアルタイムの
位置関係を確認します。プロジェクトのフェーズ2ではコリメータを
60個追加し、合計200台のPXIシステムを使用する予定です。
いずれのPXIシャーシも信頼性実現のためにコントローラ上では
LabVIEW Real-Timeを実行し、I/Oスロットに入っている再構成可能
I/Oデバイス上ではLabVIEW FPGAを実行してコリメータの制御を
行っています。CERNでは、NI SoftMotion Development Moduleと
NI再構成可能モジュールを使用して短時間でのカスタムモーション
コントローラを作成し、全長27 km以上におよぶLHCで600個のステッ
ピングモータをミリ秒レベルで同期させることに成功しました。これら
のデバイスに搭載されているFPGAのおかげで、私たちが必要と

していたレベルの制御が実現できました。LabVIEWとPXIソリュー
ションを選んだ理由は、従来型のVMEとPLC（programmable logic
controller）をベースとしたモデルと比べ、小型で頑丈、低コストで
ある点にあります。
LHCは2008年夏に操業を開始します。世界中の科学者・研究者

がLHCを使って宇宙の構成ブロックを調査するのを楽しみにして
います。

－CERN
Robert Losito

CERN、LHCに関するビデオは、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8230」と入力するとご覧いただけます（英語）。

ユーザ事例

超電導磁石によってビームの軌道を制御します。このビームは500 kgの銅を溶かすに十分なほどのエネルギーを有し
ています。
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ラムセス2世像の移転にLabVIEWとPXIを採用
課題
極めて貴重なラムセス2世像（重さ83トン）を
損傷することなく35 km移動させる。

ソリューション
NI LabVIEWソフトウェアとPXIを用いて、像に
ダメージが及ぶ危険性を察知するとその旨を
知らせる高感度の振動モニタリングシステム
を開発する。

アイン・シャムス大学の音響／振動研究室では、
カイロにあるラムセス2世像を移動させるに
あたり、ナショナルインスツルメンツのPXI計測
システムを用いて3段階（準備、レプリカの輸送、
最終輸送）全てにおいて加速度計からデータを
集録しました。当研究所では、多チャンネルが
実現できるPXIと、多用途に使えるLabVIEWプログラミングツールを
用いて、移動中にも像を保護できるような体制を整えました。このシス
テムは、加速度の数値が所定のレベルを超えると警報が鳴るように

プログラムされています。
レプリカとオリジナルの像両方の移送時には、
像を取り囲んでいるケージの前面の横桁にPXI
システムを設置し、背面の横桁に電源を配置し
てシステムに電力を供給しました。移送中はワイ
ヤレスLANとGSMモデムを使用してシステムを
インターネットに接続し、振動レベルを監視しま
した。
このラムセス2世像の移動プロセスは、工学的
に見ても非常に大きな業績といえます。
LabVIEWのプログラミング環境とPXIシステムの
堅牢性により、像を安全に輸送する上での理想
的なソリューションが実現しました。

－アイン・シャムス大学 音響／振動研究室
Tamer Elnady

本ユーザ 事例の全文は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8231」と入力するとご覧いただけます。

LabVIEWでロボット支援手術を実現
課題
ロボット支援腹腔鏡手術が
行えるようda Vinci Surgical
System（dVSS）で、外科医
のトレーニングを行う。

ソリューション
NI LabVIEWソフトウェアを
使って、ロボット支援手術が
正確に行えるようなプラット
フォームを開発する。

Intuitive Surgical Inc.社のdVSSを使用したロボット支援手術の登場
により、手作業での腹腔鏡検査の制限が克服されました。ロボット
支援腹腔鏡検査では、外科医はコンソール型デスクに座り、手術用
ロボットを介してリモートで内視鏡の制御を行います。3D表示により
深さが表現され、ロボットマニピュレータは、手作業での腹腔鏡手術
では不可能だったレベルの器用さを実現しています。
オマハにあるネブラスカ大学のNebraska Biomechanics Core
Facilityでは、大学の医療センターにあるロボット手術研究所と協力
して、新人外科医用のトレーニングプログラムを開発しています。
LabVIEWとdVSSをTCP/IPで接続することにより、ロボット手術シス

テムからあらゆる情報を集録しています。NI USB-6009データ集録
デバイスは筋電図検査システムとエレクトロゴニオメータをつないで
外科医から筋肉の活性化や関節の角度などの生化学的計測など
のデータを集録します。このシステムを用いることにより、研究者も
医療関係者も、ロボットを使用した手術トレーニングを受ける前と後の
手術のスキルを客観的に評価することができます。
私たちはこの他にもLabVIEWを使ってビジュアル・リアルタイム・

フィードバックというシステムを開発しました。これは、トレーニングを
受ける人に、動物の組織にどの程度の力を加えればよいかを教える
ことができます。このビジュアル・フィードバックにより、研修医は、手術
の際に組織に与えるダメージを減らすことができます。

－ネブラスカ大学（オマハ）
Joseph, Ka-Chun Siu, PhD
Nick Stergiou, PhD

－ネブラスカ大学医療センター
Dmitry Oleynikov, MD

本ユーザ 事例の全文は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8232」と入力するとご覧いただけます。

ユーザ事例

大気汚染と地下鉄の振動から守るために、ラム
セス2世の像は2011年完成予定の「大エジプト
博物館」建設予定地に移転されました。

外科医は、dVSSを使って、コンソール型
デスクに座って手術野の3D画像を見な
がら手術することができます。
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ビデオ／オーディオテストソリューションベンダ
microLEXを買収

NIは2008年2月、NIのセレクトアライ
アンスパートナーであるmicroLEX
Systems A/Sを買 収しました。
microLEX社は、VideoMASTERや

HearMASTERなどのビデオ／オーディオテストソリューションを開発
しています。これらのソリューションは、NI LabVIEWソフトウェアやPXI
ハードウェア、モジュール式計測器を自動計測用の低コストの高性能
プラットフォームとして活用することの成功を象徴しています。個人用
と業務用AV機器がDVI/HDMIデジタルビデオ規格やS/PDIF
デジタルオーディオ規格に次 と々対応していく中、NIは今回の買収に
より、急成長を遂げているデジタルビデオ／オーディオマーケット向け
の製品ラインを強化することが可能となりました。
今回の買収に関し、microLEXのマネージングディレクター兼

創設者のBirger Schneider氏は「セレクトアライアンスパートナーと
して、NIとは長年にわたる友好関係を築いてまいりました。低コストの
ビデオ／オーディオテストソリューション開発における私どもの16年に
およぶ経験を生かしていただくことは、NIが今後、テスト業界に
おいて成長著しい分野で世界でも有数のサプライヤとして活躍する
大きな助けとなるでしょう」と語っています。
NIがmicroLEX社の事業を吸収した後も、Schneider氏は引き続き

microLEX社のマネージングディレクター職を務め、ビデオ／オー
ディオシステム用の自動計測ソリューションの開発において同社を
リードします。

microLEX製品のデータシートは、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8233」と入力するとご覧いただけます。

microLEX社のVideoMASTERとHearMASTERはアナログ／デジタルのビデオ／オーディオに適した解析／信号生成ツールとしてお使
いいただけます。

�Digital VideoMASTER DVIやHDMIなどの規格に対応した機器の機能評価を行います。2つのPXIハードウェアモジュール（解析用の
microLEX PXI VideoSPX-Iデシリアライザモジュールと、信号生成用のmicroLEX PXI VideoSPX-Oシリアライザモジュール）と、NI PXI-
6542高速デジタルI/Oモジュール（100 MS／秒、32チャンネル搭載、8 Mb/ch）を使用しています。

�Analog VideoMASTERアナログビデオ計測やアナログビデオ機器の製造テストに使います。これは、コンポジットビデオやS-Video、
コンポーネントビデオ（HDTV、SDTV）信号の計測に対応しています。アナログビデオ信号の集録には、NI 5122（14ビット、100 MS／秒、
2チャンネルデジタイザ）もしくはNI 5124（12ビット、200 MS／秒、2チャンネルデジタイザ）のPCIまたはPXI版が使用できます。アナログ
ビデオ信号生成にはNI PXI-5421モジュール（16ビット、100 MS／秒）を使用します。

�HearMASTER補聴器やヘッドセット、電話、拡声器などのオーディオコンポーネントのテスト／解析を行います。直観的なユーザインタ
フェースが備わっているため、テストプログラムもシンプルで速く動くほか、オーディオデバイスの測定においては高い信頼性を誇って
います。

アライアンス

microLEX社製品

この度の買収により、NIはビデオ／オーディオテストにおけるmicroLEX社の専門
性を生かし、急成長を遂げるデジタルビデオ／オーディオ市場で自動計測
ソリューションを提供することが可能となりました。
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アプリケーションコンテスト 2008作品募集
－NI製品の活用事例をご紹介ください－

■概要
アプリケーションコンテストとは、ナショナルインスツルメンツ（NI）製の
ソフトウェア・ハードウェアを使用したアプリケーションを全国のユーザ
より募り、技術、コスト、革新性等の面から審査するコンテストです。
入賞者には豪華賞品が贈られる他、応募作品をユーザ事例と

して、弊社のイベントや各種媒体で紹介いたします。企業・学校の
イメージアップや製品の販売促進、また研究成果発表の場を広げる
絶好の機会です。是非ご応募ください。

■審査・評価基準
1. NIのソフトウェア、ハードウェアの特長を最大限に活用したアプリ
ケーションか
2.そのアプリケーションは課題解決に役立っているか
3. 開発時間の短縮、コストの削減、品質の向上につながっているか
4. 革新的なアプリケーションか

■募集部門と対象
1. 一般部門：企業の方、大学／学校の教授・教員、研究者
2. 学生部門：大学院生、大学生、専門学校生、高校生

■賞品
1.一般部門
最優秀賞：「NIWeek* 2009」ご招待（1名様）
優 秀 賞：商品券10万円分
そ の 他：作品を提出いただいた方全員にAmazonギフト券

2,000円分を差し上げます。
*NIWeekとは、米国テキサス州オースティンにて開催される、NI本社最大のテクニカル
コンファレンス・イベントです。最優秀賞賞品には2009年8月（予定）に開催される
NIWeekへの参加費用のほか、往復航空費・現地での宿泊費が含まれます。

2.学生部門
最優秀賞：商品券15万円分とLEGO�Mindstorms� NXT
優 秀 賞：商品券8万円分
そ の 他：作品を提出いただいた方全員に「NI USB-6008」と

「LabVIEW Student Edition」をセットで差し上げ
ます。

【コンテスト応募方法】
申し込み／作品提出方法についてはni.com/jp/apconをご確認
ください。

■締切
コンテスト作品提出締切：2008年9月30日（火）必着

■問い合わせ先
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
アプリケーションコンテスト 2008係
〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パークA館4階
電話：0120-108492（代）／FAX：03-5472-2977
E-mail：adjapan@ni.com

◇LabVIEW 8.6の評価方法が選べます
�オンライン－ソフトウェアをダウンロードしたりインス
トールしたりしなくても、LabVIEWプラットフォームの全
機能がお試しいただけます。

�ダウンロード－20種類以上のアドオンソフトウェアや
ツールキットのフル機能が30日間お試しいただけ
ます。

�評価版DVD－1回のインストールでLabVIEWのほとんど全ての機能
がお試しいただけます。一度に全てを済ませたい、という方にお勧め
です。
詳しくは、ni.com/trylabviewをご覧ください。

◇「お気に入り製品リスト」に新機能が追加されました
「お気に入りリスト」はユーザが興味のある製品のリストを作成して保存して
おける機能です（ユーザプロファイルでログインしてお使いください）。今回

追加された機能は、自分が作成したリストを他者と共有できるようにするも
のです。
「共有タブ」で共有相手の電子メールアドレスをボックスに入れて送信
すると、相手に「共有に招待されました」メールが届きます。相手が招待を
承諾すると、情報有者としてその人物の名前が「お気に入りリスト製品」
画面で表示されるようになります。
情報共有者はそのリストにコメントを追加、製品を追加、別の人物を共有

者として招待することができます。

アプリケーションコンテスト

NI からの耳寄り情報

NIWeek会場の様子
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NI PXI-8104 Low-Cost and High-
Performance Embedded Controller

NI PXI-8183 Low-Cost and
Low-Profile Embedded Controller

LabVIEW 8.6登場
－NI LabVIEW 8.6で並列プログラミングの課題をクリアし、さらなる性能向上を実現－

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社（以下、日本NI）はこの度、ナショナルインスツルメンツの主力製品、
NI LabVIEWの最新版「NI LabVIEW 8.6」の販売を開始します。LabVIEWは、制御／テスト／組込システムの
開発に最適なグラフィカルシステム設計ソフトウェアプラットフォームです。今回リリースされたLabVIEW 8.6
は、マルチコアプロセッサやFPGA（Field-Programmable Gate Array）の持ち味を最大限に引き出すことので
きる様 な々ツールを単一のプラットフォームで利用できるようになっています。
詳しくはhttp：//www.ni.com/labview86/ja/をご覧ください。

新製品情報 2008年5月～7月
【PXI製品】
■PXI用FPGAボード4製品
「NI PXI-7841R/PXI-7842R/PXI-7851R/PXI-7852R」
�高性能なザイリンクス社のVirtex-5�マル
チプラットフォームFPGAを搭載

�アナログ入力における最大サンプリング
レートは従来の3.5倍以上の750 kS/chを
実現

■低コストPXI組込コントローラ2製品
「NI PXI-8104/PXI-8183」
�コストに制約のあるテスト・計測・制御アプリ
ケーションや、台数が必要となるOEM用途に
最適

�「NI PXI-8104」：1.86 GHzプロセッサとデュ
アルチャンネル533 MHz DDR2メモリを搭載

�「NI PXI-8183」：2スロットサイズでコンパクトな組込コントローラ

■帯域幅1 GHzのPXIデジタイザ
「NI PXI-5154（デジタイザ／PCベースオシロスコープ）」
�2チャンネルを備えた帯域幅1 GHzのデジタイザ
�最大で2 GS／秒のリアルタイムサンプリングレート
（反復信号の場合は20 GS／秒の等価時間サンプ
リングレート）を実現
�波形の立ち上がりなどのナノ秒レベルの現象の
計測に最適

�長時間連続で高いサンプリングレートでデータの取り込みが行える

【USB DAQ】
■USBバスパワー式多機能データ集録デバイス
「NI USB-6212/USB-6216」
�±10 Vの測定レンジでは2.7 mV、±200 mVの
測定レンジでは89 μVという高い絶対精度を
維持しつつ、既存の製品に比べ、アナログ
入力のサンプリングレートを60パーセント向上

�パスパワー式のUSBデバイスの中では最速と
なる400 kS／秒のサンプリングレートを実現

【ソフトウェア製品】
■ARMプロセッサベースのマイクロコントローラ向け組込設計グラフィ
カル開発ツール

「ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発
モジュール」
�260 ARM7、ARM9、Cortex-M3マイクロコント
ローラ以外にも対応

�アナログ／デジタルI/O、パルス幅変調、TCP/IP、
シリアル、I2C、SPI用ドライバを搭載

�通信I/Oを備えたデスクトップPCでアプリケーションをシミュレートし、
刺激／応答を計測・テスト

�シンプルなAPIで、C言語をグラフィカル言語に統合し、ハイブリッドな
プログラミングアプローチを実現

■Simulink�を使用して構築したモデル間の相違点を特定
「NIグラフィカルDiffツールキット（日本語版）」
�The MathWorks, Inc. Simulink�を使用して構築した
モデル同士の相違点を特定、解析、カテゴライズ

�構造、パラメータ、テキスト、外観に関した相違点を検出
して視覚化
�LabVIEWでユーザインタフェースを作成し、Simulink�

で構築したモデルと対話
�モデルをリアルタイムI/Oに接続し、試作、実装、HILシミュ
レーションが可能

■GPS受信機テスト用LabVIEWツールキット
「NI GPSツールキット」
�L1帯のC/Aコードの生成
�最大12個の衛星を同時にシミュレート
�almanac/ephemerisファイルによる自動衛星
シミュレーション

�ドップラーシフト（X、Y、およびZ軸速度）による
受信機移動のシミュレーション

�受信機の経度、緯度、高度が選択可能
�衛星の疑似距離（pseudorange）、ドップラー、パワーレベル情報を
手動制御

【アカデミック関連】
■設計・試作プラットフォームの最新版
「NI ELVIS II」
�12種類の統合計測器が利用できる
�高速USBプラグアンドプレイにより、セットアップ
と保守が簡単
�NI Multisimとの緊密な統合性
�Quanser社、フリースケール社、アナログ・デバ
イセズ社、Vernier社との共同開発製品

�教材は無料ダウンロード可能

新製品情報
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無料オンラインテスト
ご自身のエンジニアリングスキルをオンラインで確認することができます。

NIホームページ（ni.com/jp） → トレーニング → 無料オンラインテスト

カスタマートレーニング
LabVIEW初級 I／II、中級 I／II、LabWindows/CVI、LabVIEWマシンビジョン／画像処理、
LabVIEWデータ集録／プログラミング、LabVIEW計測器制御、LabVIEW Real-Timeなど、
様々なトレーニングコースを定期的に開催しています。各コースの開催日程、開催地等は
ni.com/training/jaでご確認ください。

資格認定プログラム
世界104カ国で認知されている資格です。NI製品に関する知識や技術を持つ開発者としての
能力が証明できる認定試験です。上司、同僚、クライアントにも技術力を証明できます。

出張トレーニング
経験豊富な講師がお客様の指定施設に出向いてトレーニングを実施します。機材は全て
用意いたしますので、お客様には会場のみ提供していただきます。3名以上の参加者で開催で
きます。

NI認定講師（CPI）募集
活動内容：
NI認定講師として、NIの提供する有料トレーニングコースの講師を担当します。
メリット：
‐具体的なアプリケーションを検討されているお客様に対して、マーケティング活動が行える
‐講師活動に対しての報酬
‐技術力の証明
‐名刺への「NI認定講師」掲載許可
必要とされる資格：
‐準開発者認定試験（CLAD）合格者
‐開発者認定試験（CLD）合格者
‐NI認定講師試験合格者

展示会出展予定（2008年9月～12月）
◆第10回自動認識総合展
日本ナショナルインスツルメンツ（株）、（株）ペリテック共同出展
【日 時】9月10日（水）～9月12日（金）10：00～17：00
【場 所】東京ビックサイト 西1ホール ブース番号1-J-9
【入 場 料】無料（来場事前登録が必要です）

http：//www.autoid-expo.com/tokyo/contents/registration.php
【出展製品】RFIDテスタ
ペリテックの「RFIDテスタ」は柔軟性・張性に優れているNI PXIモジュールを使用したRFID
タグ・リーダーの総合RFID試験機です。独自のグラフィカル計測技術を使い、瞬時にRFID電波
信号を計測できるシステムを出展します。

◆マイクロウェーブ展2008
日本ナショナルインスツルメンツ（株）、（株）ペリテック共同出展
【日 時】11月26日（水）～11月28日（金）10：00～17：00
【場 所】パシフィコ横浜 展示ホールD （ブース番号未定）
【入 場 料】無料（参加ご希望の方は、当日会場受付にて名刺を2枚提出してください。）
【出展製品】RFIDテスタ他（予定）

◆セミコン・ジャパン2008
日本ナショナルインスツルメンツ（株）、（株）ペリテック共同出展
【日 時】12月3日（水）～12月5日（金） 10：00～17：00
【場 所】幕張メッセ 国際展示場（ブース番号未定）
【入 場 料】無料（入場登録は10月から開始予定）

http：//www.semiconjapan.org/sj-jp/index.htm
【出展製品】未定

◆Car Testing Japan 2008 Winter
【日 時】12月9日（火）～12月11日（木）

［コンファレンス］9：30～18：00
［展示会］10：00～18：00（最終日のみ17：00まで）

【場 所】TFTホール（有明）（ブース番号未定）
【入 場 料】無料
【出展製品】未定

無料セミナー
◆教育者／研究者向けエレクトロニクス（電子回路）セミナー【講義形式】
本セミナーは次のような疑問・悩みをお持ちの方に最適です。
‐回路シミュレータを使いたいけれど、面倒そうで手が出せない
‐シミュレーションは本当に正しいのか分からない
‐完成した試作基板はどのようにテストすればよいのか
‐時間を有効に使いたい
‐もっと簡単に使えるものがよい
‐授業の内容を充実させたい
本セミナーでは、シミュレーションと試作回路の評価用のテストシステム（PXI、NI ELVIS）を用い
た電子回路の設計・学習方法について紹介します。このテストシステムの構成には、回路シミュ
レータ（Multisim）やNI LabVIEWグラフィカル開発ソフトウェアを使用しています。
【対 象 者】教育・研究機関の教員・講師、研究者
【開 催 時 間】13：00～16：30
【開催日・場所】東京、名古屋、大阪各地にて定期開催中。最新情報はウェブサイトをご覧くだ

さい。

◆計測・制御技術フォーラム
－ワンランク上のエンジニアへ ワンランク上のテクノロジを－
業界を問わず、計測・制御工程における生産性の向上は、重要な課題の一つとして挙げられ
ます。本フォーラムでは、このエンジニアの共通課題に焦点をあて、NIのハードウェア／ソフトウェア

でどのように「生産性向上」を実現できるのかを、以下にご紹介する3つのテーマに沿ってご紹介
いたします。テーマごとにトラックを設け、各トラックでは、幅広いユーザ層を対象とした汎用性の
高いものからより専門的な内容に絞ったものまで、様々なセッションを用意しています。新製品
情報や、NIのテクノロジを効率的、かつ効果的に活用するためのアプローチ方法、ユーザ事例
など、いずれのトラックも盛りだくさんの内容となっております。
【トラック概要】
�トラック1 基礎からはじめるセンサ計測
「各種センサの基本原理からデータ集録製品の選定まで、基礎から学びたい」、「これから
計測システムの構築・運用を始めたい」という方に最適です。

�トラック2 計測精度の高いシミュレーション開発
現行の計測システムに制御・シミュレーション機能を追加するためのツール／方法を検討して
いる方にお勧めです。

�トラック3 LabVIEWエキスパートへの道
LabVIEWを使って、より効率よくシステムを開発するための知識が習得できる、LabVIEWエキ
スパートを目指す上級者向けトラックです。

【開催日時】2008年11月14日（金） 13：00～17：00（開場12：00）
【開催場所】青山ダイヤモンドホール B1F サファイヤルーム・エメラルドルーム
【参 加 費】無料
本フォーラムに関する最新情報は、9月中旬頃よりni.com/jp/eventに掲載される予定です。
なお、トラック内容等は変更となることもございますので、その旨ご了承ください。

Web
◆LabVIEW 8.6の評価方法が選べます
オンライン－ソフトウェアをダウンロードしたりインストールしたりしなくても、LabVIEWプラット
フォームの全機能がお試しいただけます。
ダウンロード－20種類以上のアドオンソフトウェアやツールキットのフル機能が30日間お試し
いただけます。
評価版DVD－1回のインストールでLabVIEWのほとんど全ての機能がお試しいただけます。
一度に全てを済ませたい、という方にお勧めです。
詳しくは、ni.com/trylabviewをご覧ください。

◆新規ページのご案内
＜分野別＞
ワイヤレス技術
http：//www.ni.com/wireless/ja/
工業用計測／制御
http：//www.ni.com/industrial/ja
組込システム設計
http：//www.ni.com/embedded/ja/

＜Webビデオ＞
LabVIEW 8.6の新機能
http：//zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-840
FPGAベースPACの性能を向上させるLabVIEWの新機能
http：//zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-904

＜技術資料＞
NI LabVIEWソフトウェアで使用するNI CompactRIOスキャンモード
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7728
LabVIEWブロックダイアグラムの自動クリーンアップ
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7711
LabVIEWプラットフォームDVDを使用した容易なインストール
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7719
LabVIEW 8.6の新機能「クイックドロップ」で生産性を向上
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7722
NI CompactRIOおよびNIシングルボードRIOを使用した試作用ボードの作成から低コスト実装まで
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7735
RF計測を高速化させる新技術
http：//zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7736

カスタマートレーニング
◆プレミアム・トレーニング・メンバーシップ（PTM）
メンバーシップの有効期間内（1年間）であれば、全12種類あるトレーニングコースの中からお好
きなものに何度でも参加していただけます（日程も開催地もご自由にお選びいただけます）。
LabVIEWスキルとハードウェアの知識を向上させたいという方にお勧めです。同メンバーシップ
に加入されますと、認定試験2種類を1度ずつ受験していただけます。また、上記コースで使用
する教科書を依頼していただければ前もってお渡しすることも可能です。（全12種類で40万円に
相当します）

SSP（※）に加入している方：550,000円、SSP未加入の方：600,000円
※SSP：ソフトウェア標準サポート・保守プログラム（年間保守契約）

◆スタートアップ4Tパッケージ（STP）
パッケージの有効期間内（6ヵ月）に12種類あるトレーニングコースから4コースを選んでいただき
参加していただけます（日程も開催地もご自由にお選びいただけます）。受講したコースの
再受講も有効期間内であれば、何度でも可能です。

SSPに加入している方：400,000円、SSP未加入の方：450,000円

詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
日本ナショナルインスツルメンツ トレーニング部
TEL：03-5472-2987（直） E-mail：trainingjapan@ni.com

イベント

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パークA館4階・Tel：0120-108492・Fax：（03）5472-2977
URL：ni. com/jp・E-mail：infojapan@ni. com
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