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テスト・計測動向
NIは長年にわたってテスト・計測業界をリードしてきました。幅広い
業界との取引実績があり、多様なアプリケーションに対応し、数多く
の顧客を抱え、新しい技術にも多くの投資をしている企業という観点
から、今回はこのテスト・計測業界の動向を探ってみたいと思い
ます。この先数年にわたってテスト・計測に大きな影響を及ぼすもの
と思われる5つのトレンドについてこれから説明します。いずれも、
複雑さを増す一方のデザインに後れを取らないためにも生産性を
向上させながらテストにかかる費用は抑える手段となっています。

�マルチコア／パラレルテストシステムの多用化－プロセッサメーカは、クロックレートを上昇
させずに性能の向上を図ろうと、一つのチップに複数のコアを埋め込んだプロセッサの
開発に力を入れています。マルチコアプロセッサの並列処理能力は、スループットが重視さ
れる自動テストアプリケーションを開発する上で大いに役立ちます。グラフィカルプログラ
ミング言語のLabVIEWは、並列実行を前提として開発されているため、マルチコアプロ
セッサのメリットを、余計な手間をかけることなくそのまま生かすことができます。これは、既存
のテキストベース開発言語では、非常に複雑な手順が要求されることです。

�ソフトウェアで定義する計測器の普及－近年、検査対象となる複合デバイスの多機能化
が進み、そのことが多くのテストエンジニアの頭痛の種となってきています。というのも、スタン
ドアロン型計測器のほとんどは、DUT（テスト対象物）の変更についていけるほど短期間で
機能変更することができないからです。これは、ユーザインタフェースが固定されていて、
計測器に組込まれるファームウェアも固定されていることに原因があります。このような理由
から、テストエンジニアはソフトウェアで定義する計測器を採用する方向に向かっています。
ソフトウェア定義型では、細かいアプリケーションニーズに対応し、設計プロセスで直接
テストが行えるように、短時間で装置をカスタマイズすることが可能となるのです。

�FPGAに対応した計測器の普及－FPGA（field-programmable gate arrays）に対応した
グラフィカルプログラミング言語の普及により、モジュール式計測器にFPGAを組込むメーカ
が増え、要件に応じてモジュール式計測器をソフトウェアで再プログラムする道が開かれ
ました。カスタム仕様のアルゴリズムをデバイスに組込んで、FPGA内部でインライン処理を
行ったり、システム内でリアルタイム応答を必要とする部分のエミュレーションを行ったりする
ことができるようになりました。システムレベルのプログラミングツールも新しいものが続 と々
登場してきており、ローレベルのVHDLコードを書かなくても短期間でFPGAのプログラ
ミングが行えるようになっています。

�無線規格の急増－RFや無線アプリケーションが広く使用されるようになるにつれ、新たな
課題も生まれてきました。従来、RFや無線は非常に特殊な分野として見られてきましたが、
業界では無線機能をより多くの製品に盛り込もうという動きが広まってきています。近い将来
には、RF計測器もデジタルマルチメータなどの汎用計測器のように、至るところで使用され
るようになるかもしれません。このような新たなトレンドに対応するため、テストエンジニアも
無線プロトコルについて学習したり、新しい規格に対応したりする必要があります。

�システムオンチップ（SoC）、システムインパッケージ（SiP）テストに対応したエミュレー
ションベースATE－複雑なSoCやSiPでは、従来の半導体検査と比べ、プリント基板上に
配置されたテスト対象物に深く依存する複雑なシステムレベルの機能テストが要求され
ます。その一方で、半導体業界においては、依然として製造テストにスピードが求められる
のも事実です。実際の信号をエミュレートしてデバイスのテストを行うというやり方は、このよう
な高速システムの機能をテストするのに適した方法です。エミュレーションベースATEと
FPGAベースハードウェア両者の特長を活かすことにより、リアルタイム応答性と、従来の
ATEで標準的となっている物理的なインタフェースが両立します。

これらのトレンドにうまく対応することで、企業はコストの削減、製品の品質向上、短期での
製品の市場投入が可能となり、市場においても優位な立場に立つことが可能となると言える
でしょう。

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
マーケティング部長
許斐俊充
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LabVIEWがピンへ－半導体のテストに役立つ
新機能
新規デバイスの最初のシリコンチップが製造工程から上がってきたあと、デバイスのテスト
方法に、それほど多くの選択肢はありません。

設計・検証担当エンジニアに与えられる選択肢は、1）製造過程に
ある半導体のテストも行える、高価で複雑なテスタ（ATE）を使う、
2）必要な計測器を集めて、チップがデバイスの設計の機能的要件
を満たすかどうかを確認する、という二通りのやり方です。
いずれを選んだとしても課題はついて回ります。ATEでは、パッ

ケージ内にあるチップないしシステムのテストポイントへアクセスでき
なくなると、デジタルテスト用のベクトルを使用する方法が採れなくな
るという問題があります。複合デバイスではシステムレベルのファンク
ションテストの方が重要ですが、従来型のATEはそのようなファンク
ションテストは得意ではありません。一方、ベンチトップ計測器はファン
クションテストに長けていますが、一部のデバイスの要件を満たす
レベルの応答速度やテストスピードを実現することは実質的に不可
能です。
近年のPXIプラットフォームやグラフィカルシステム設計の開発の

結果、半導体検証を行うにあたり、上記二通りの方法以外に、
NI LabVIEWの機能をデバイスのピンひとつひとつ（つまり、I/O）に
近づけることのできる方法が見つかりました。PXIの高速デジタルI/O
機能が、過去何年もかけてATEのピンエレクトロニクスの機能に
並ぶまでになった一方で、DCソースの機能は依然後れたままで
した。新しいNI PXI-4130高出力ソースメジャーユニット（SMU）を
見れば、この分野でどれほどの技術の進歩があったかが分かり
ます。このSMUを高速／多チャンネルスイッチモジュールと組み合わ
せることにより、パラメータのテストに関する課題を解決することが

可能となります。また、グラフィカルシステム設計は、実際に使用する
のと同じ環境をシミュレーションして、その中でデバイスをテストする、
最善の方法と言えます。PXI FPGA（field-programmable gate array）
モジュールとLabVIEW FPGAモジュールを組み合わせて使用する
と、高性能なATEよりも幅広く高性能なシミュレーションテストが実現
できる上、チップの詳細などに時間を割くのではなく、本来の目的で
あるデバイスのファンクションテストに集中することが可能となります。
これが、“protocol-aware ATE”、つまり、想定されているデバイスの
用途を理解し、シミュレーションすることのできるATEを実現する
ソリューションとなるのです。このソリューションでは、PXIとLabVIEW
が、実際に動作する環境をシミュレーションした上でチップの機能を
検証します。これは、車のECU（engine control unit）の検証に使われ
ていたのと同じやり方です。

PXIによるDCパラメータ計測
チップへの入力に対して正しい信号が出力されているかどうかを
検証する前に、デバイスそのものの製造状態を検証するために一連
の計測が行われます。大抵は、CMOSトランジスタや保護ダイオード、
電流引き込み／リーク電流などを計測します。このようなテストは「パラ
メータ」テストと呼ばれ、DC/AC特性も確認されます。DC計測には、
チップのそれぞれのピンに強制的に電流／電圧をかけたり、計測した
りするのに、パラメータメジャーユニット（PMU）やSMUが必要となり
ます。

トピック

図1.NI PXI-4130 SMUを使用することにより、高精度で電圧・電流を強制的に流したり計測したりすることで、
一般的なパラメータテストをPXIで行うことが可能となります。

（4ページに続く）
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PXI-4130は、単一スロットの3U PXIモジュールに収容された、プロ
グラマブル高出力ソースメジャーユニット（SMU）です。NI PXI-4130
は、±20 Vの4象限出力が可能な絶縁SMUチャンネルを1チャンネル
搭載しており、リモート（4線式）センスも備えています。電流範囲は
5段階で選べるようになっており、10 nA（ソース）、1 nA（計測）までの
分解能を実現します。この高精度な計測器では、半導体デバイスで
必要とされる、以下のようなDCパラメータテストが行えます。
�VOH、IOH
�VOL、IOL
� IIL、IIH
� IDDグロス、スタティック、ダイナミック
�短絡出力電流
�オープン、ショート

このようなテストでは、以下に類似したテストシーケンスを使用し
ます（VOHの場合）。
1．デバイス出力を「ハイ」状態にする
2．SMUから－4 mAを強制的に流す（SMUが負荷の役割を果たす）
3．出力ピンの電圧を計測する（測定値が2.4 Vに満たない場合、
失敗という結果になる）

これらのDC計測に欠かせない要件の一つに、SMUをそれぞれの
ピンに接続するための、寿命の長い高速スイッチモジュールが挙げ
られます。先日リリースされたNI PXI-2535/NI PXI-2536（544クロス
ポイントFETマトリクスモジュール）を使用することにより、PXI-4130
SMUを多数のテストポイントに接続し、1秒あたり最高5万回スイッチ
することが可能となります。また、このスイッチモジュールではFETテク
ノロジを採用しているため、可動部品がなく、製造システムや耐久性
のある検査機器にとって嬉しいことに、スイッチの寿命が無限なので
半永久的に使用できます。
このような製品があることで、パラメータ計測を行う上で重要な
機能がPXIプラットフォームで実現できるようになります。パラメータ
テストが終了したら、通常、チップの検証はファンクションテストに移り
ます。単純なデジタルデバイスであれば、複数のテストベクトルを
チップに送って真理値表にかけ、適切な出力値であることを検証
します。しかし、SoCやSiPのような複雑なデバイスになってくると、機能
を検証しようにも、それぞれのコンポーネントへのアクセスが難しく
なってくることから、チップとの間で、よりハイレベルな通信手段が必要
となってきます。マイルロコントローラをテストする場合には、テストベク

トルを入力し、出力を計測するのと、単純に起動させてコードを走ら
せるのとどちらがよいでしょうか。そうすることにより、チップのテストは
組み立て済のボードのテストと何ら変わらないものになり、システムの
ファンクションテストと似たようなアプローチを採ることが可能となり
ます。

“Protocol Aware（プロトコルを意識した）”もしくは
“Mission Mode（ミッションモード）”での半導体検証
マイクロコンピュータをテストする場合や、チップとの通信にSPIやI2C
などのプロトコルを使用するような場合には、テスタはトーカ／リスナと
してデバイスとコマンドの送受信を行う必要があります。簡単に言う
と、テスタがチップの周辺環境をエミュレートし、デバイスを本来の
使用状況と同じ状態（ミッションモードと呼ばれることもある）でテスト
します。これは、予想される結果を生じさせるために一連のパターンを
送るというよりはむしろ、テスタが受信するパターンに応じて条件判断
をしたり何らかの反応を示したり、といったものに近いのです。この
場合、デバイスの1タイミングサイクル内で条件判断をしなければなら
ないこともままあります。ベンチトップ計測器の中にもプロトコルテスタ
はありますが、先ほど説明したようなタイミングで条件判断や何らかの
反応を実現するには、より高度なソリューションが必要となります。
Andrew Evans氏は、昨年カリフォルニア州サンタクララにて

開催された 2007 International Test Conference（ITC）に出席し、
“The New ATE－Protocol Aware”という論文を発表してチップ
メーカやATEベンダーに対し、このような問題に協力して取り組もうと
呼びかけました。ある専門家は、「足りないのは、エミュレーションに
使用するプログラマブルロジックです。このロジックは主にFPGAで
構成され、ATEピンエレクトロニクスとその他のATEピンの間に配置
されます。ベクトルメモリ、パターン／タイミング発生器、フォーマッターと
して機能します。」と説明しています。
グラフィカルシステム設計という手法を採ることで、FPGA内でデバ
イス本来の使用環境を分かりやすくシミュレーションすることができ
ます。チップの周辺のシステムをLabVIEWを使用したグラフィカル
プログラミングで設計し、チップの周辺環境のシミュレーションをする
ことができます。要は、LabVIEWとFPGA 搭載の NI PXI-7831R
（Rシリーズモジュール）がチップの周辺環境と同じ動作をすることに
なります。LabVIEW Statechart Module（LabVIEWステートチャート
モジュール）とLabVIEW FPGA、NI PXI-7831Rを使ってSPI通信を
実装する場合を考えてみましょう。SPI通信をFPGAに組込み、チップ
からの信号を入力し、応答信号を出力することが可能となります。

図2.半導体デバイスの複雑化が進むにつれ、半導体デバイスのテストに使われる手法は、チップテストというよりもむしろシステムのファンクションテストに近いものに
なっていきます。
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SPIタイミングダイアグラムをステートマシンに分類するには、以下の
手順を実行します。
1．ChipSelectをlowに設定
2．Data（0）に設定
3．Clockをhighに設定
4．Clockをlowに設定
5．Data（1）に設定
6．Clockをhighに設定
7．Clockをlowに設定
8．ビット2～15のDataとClockを繰り返す
9．ChipSelectをhighに設定

この例では、5つの手順が示されています。そのうちいくつかはそれ
ぞれのデータビットごとに繰り返されます。図3.は、マスターデバイス
用のLabVIEWステートチャート（この場合はテスタのデジタルピン）を
示したものです。上に示した手順は、ステートチャートにおいては5つ
の状態（ステート）に分類されます。いずれの状態も、FPGAから出力
されるデジタルラインのセッティング／リセッティングに対応しています。
ステートチャートダイアグラムとグラフィカルシステム設計手法では、
状態（ステート）、遷移（トランジション）、イベントの定義をすることで
システムを構築することができます。不具合のデバッグを行う場合に
は、不具合の発生場所（どの状態で、どの遷移で、どのイベントを
行っているときに発生したか）をグラフィカルに確認することができ

ます。このやり方は、ソフトウェア開発者がデバッグを行う際に、マシン
言語ではなく、ハイレベル言語を好んで使うことと似ています。
不具合の発生箇所をグラフィカルに確認する方法がハイレベル
言語でデバッグする感覚で、テストベクトルを使用するのがマシン
言語をいじるのと似ています。LabVIEWステートチャートダイアグラム
はPXI FPGAボードに直接ダウンロードして、チップと通信させること
ができます。これにより、FPGAボードの各ピンがプロトコルの通信など
をシミュレーションすることができます。

分かりやすい半導体検証
PXI-4130 SMUとPXI-2535/2536スイッチとFPGAテクノロジを組み
合わせて使用することにより、LabVIEWプログラムが各ピンに
近づき、高度でありながらも分かりやすい方法でパラメータテスト、
ファンクションテストを行うことが可能となります。これらのテクノロジを
活用すれば、オシロスコープやロジアナなどの一般的な計測器と
半導体テスタなどのATEシステムの持ち味を兼ね備えた半導体
テストシステムを構築することができます。

プレシジョンDC／デジタルテストグループマネジャー
Luke Schreier

新製品PXI-4130 SMUについての詳細は、ni.com/jpにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi8101」と入力するとご覧いただけます。

図3.LabVIEWステートチャートモジュールでは、SPI通信をグラフィカルに表現します。FPGAへのコードの実装が容易になり、クロックサイクルごとに応答が行えるほか、
不具合のデバッグも容易に行えるようになります。
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グラフィカルシステム設計で活気づくロボティクス
の新時代
1961年にGeneral Motors社で世界初の工業用ロボットアームが稼働を開始してから、現在
では世界中で推定450万台のロボットが使用されています（出典：The International Federation of
Robotics）。

今では、iRobot社の自動掃除機ルンバやLEGO�MINDSTORMS�

NXTのような、普段使いのロボットに始まり、遠隔ロボット手術やマイク
ロマシン技術（MEMS）、自律走行車など、高度なアプリケーションに
至るまで、至るところでロボットの姿を目にするようになりました。
Google X PRIXE財団が主催する数 の々ロボット競技大会、FIRST
（For Inspiration and Recognition of Science and Technology）、
RoboCup、国防高等研究計画庁（DARPA）などがロボティクスの
分野における技術革新を牽引しています。日本国内に目を向ける
と、自動車メーカや家電メーカによる革新的な人型ロボットが開発
されており、国内外の注目を集めています。その一方で、ロボコンの
ような由緒正しいロボット競技大会や、二足歩行ロボットによる格闘
技大会ROBO-ONEで学生やアマチュアのエンジニアが技術を高め
合っています。
画期的なロボティクス研究の一例として挙げられるのが、バージ

ニア工科大学の学生によって開発された、二足歩行をする人型
ロボットです。このロボットは、ロボットや人工知能などの分野における
研究の推進を目的とした、ロボットによる国際サッカー大会
「RoboCup」の人間ロボットの部に、アメリカのチームとしては初のエン
トリーを果たしました。

ロボティクスの技術革新を後押し
DARwIn（Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence）と
名付けられた二足歩行の人型ロボットは当初、バージニア工科大学
のDennis Hong博士率いるRobotics & Mechanisms Laboratory
（RoMeLa）で義肢の研究・開発用に人間の動きを研究するために

開発されました。NI LabVIEW（グラフィカルシステム設計プラット
フォーム）を用いて開発されたDARwInは、色々な動きが可能で、
人間の動作を正確に真似ることができるため、サッカーができるよう
直ちに改良が行われ、RoboCupに出品される運びとなりました（図1
参照）。
RoMeLaの学生のように創意工夫に富む人 は々、グラフィカルシス

テム設計を使用して、ロボティクス分野に新しい道を切り拓いていき
ます。LabVIEWグラフィカルプログラミングプラットフォームを使用する
ことにより、ロボティクスのドメインエキスパートは高度なロボットを設計
し、試作品を作り、それを実装します。グラフィカルシステム設計の
おかげで、実装に関するローレベルの細かい事象に時間を費やす
のではなく、工学的な問題を解決することに集中することが可能と
なります。
これまでは、機械系技術者や電気系技術者、プログラマはそれぞ
れ独立してロボティクス開発に携わってきました。従来型のツールで
は、それぞれの分野においてかなり専門的な知識が必要とされた
ためです。LabVIEWやNIのハードウェア製品は、ロボティクス開発に
かかわる全てのエンジニアが使用できる標準的なツールで、汎用
プラットフォームとして使用できるため、ロボティクス開発を他のエンジ
ニアと協力して行うことができます。
LabVIEWを使用することで、RoMeLaの学生は動的な二足歩行

動作を解析し、ロボットの制御システムを考案し、プロトタイプ作成に
こぎつけました。プロトタイプが満足のいく動きを見せたため、彼らは
制御アルゴリズムをLabVIEW Real-Timeモジュールを搭載している
PC/104規格のシングルボードコンピュータに実装しました。

特集

図1.バージニア工科大学ではグラフィカルシステム設計ツールを使ってDARwInを短期間で実装することに成功しました。
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PlatformRobotics NI LabVIEW

情報工学の専門家やプログラマでなくても、高度なロボット技術を
統合することができます。今回の例では、LabVIEWもあまり使ったこと
がなく、マシンビジョンでの経験も浅い学生が、IEEE 1394カメラとNI
ビジョン開発モジュールを用いて、数時間のうちに、ロボットに赤い
ボールを追いかけるよう命令するアルゴリズムを設計してしまったこと
になります。LabVIEWとNIハードウェア製品を使用すれば、同じよう
にパワフルなグラフィカルプログラミング言語が使えるようになり、複雑
なアルゴリズムも短期間で設計しプロトタイプ作成にまで持ち込む
ことができます。また、PCやFPGA、マイクロコントローラ、リアルタイム
システムに設計を実装したり、事実上あらゆるセンサやアクチュエータ
とも接続したりできます。現在では、メカニカルエンジニアとして開発に
関わるだけでなく、アプリケーションにおける専門分野に精通した
「ドメインエキスパート」もロボットデザイナーとして力を発揮することが
できるのです。

ロボティクスプラットフォームで現実の問題に対処する
大抵のロボティクスシステム開発は、いくつかのカテゴリに大別する
ことができます。センシングとアクチュエーション、制御系設計とシミュ
レーション、組込コントローラプログラミング、ネットワーク通信の4つ
です。その例として、石油・ガスアプリケーションの配線システムの
大手Nexans社が開発した遠隔操作水中探査機（ROV）、「Spider」
が挙げられます。
Nexans社は、過酷な環境下での天然ガス採掘用パイプラインを

敷設するため、北海の海底を整備すべく、船上から遠隔操作できる
ROV「Spider」を開発しました。荒い海のうねりに対応するために、
Nexans社では船体とROVをつなぐケーブルの張力を動的に制御
する、高度なヒーブ補償（船体動揺吸収）システムを開発しました。
LabVIEWでプログラミングした3台のFPGAベースリアルタイム組込
NI CompactRIOシ ステ ムは、メインのLabVIEW HMI（Human
Machine Interface）アプリケーションと通信しながら、ヒーブ補償、
ウィンチ、出力調整を行います。LabVIEWで動作している閉ループ
制御アルゴリズムは、動作中のセンサからの入力信号を集めて、
ケーブルの張力を修正する働きをします。
このロボティクスアプリケーションにより、LabVIEWグラフィカルシス
テム設計プラットフォームの適用範囲（制御系設計、3D表示、組込
制御、データ集録、通信など）が実証されました。

今は子供でも未来の発明家？
グラフィカルシステム設計は、現在のロボット設計者にのみ道を開い
ている訳ではありません。（現在はまだ小学校低学年の）未来のエン
ジニアもまた、使いやすいグラフィカルシステム設計手法をロボティク
スに活用することで、科学や技術、工学、数学に対する興味をかきた
てられています。LEGO�MINDSTORMS� NXTを見ると、ロボティ
クスが革新的な発想にいかに役立っているかが分かります。
LEGO�MINDSTORMS� NXTに採用されているグラフィカルプロ
グラミングツールはLabVIEWをベースとしており、これを使って数多く
の子供たちが高度なロボットを構築しているのです。彼らはNXTで
センサやアクチュエータと通信する並列実行プログラムを組込型の
ARM7マイクロコントローラに実装しています。ある意味、彼らこそが
最年少のドメインエキスパートであり、ロボットの技術革新者、つまり
新しいエジソンかもしれないのです。
グラフィカルシステム設計は今後ますます速いペースでロボット
設計における技術革新を促していくことになるでしょう。既存の複雑な
ツールはロボット技術の進化の妨げになりかねません。LabVIEWは、
設計、プロトタイプ作成、開発段階全てにおいて使用できる、一貫性・
拡張性に優れたプラットフォームなので、エンジニアは実装に関わる
瑣末な知識にとらわれることなく、ロボティクスに専念することが可能
となります。また、マイクロコントローラからFPGAに至るまで、共通の
プラットフォームを使用してソフトウェアを開発することができるだけで
なく、実質上あらゆるセンサやアクチュエータとの間で信号の送受信
が行え、ダイナミック制御システムの設計／シミュレーションもでき、
ロボットを遠隔地から監視・制御するインタフェースを実装することが
できます。LabVIEWグラフィカルシステム設計プラットフォームは、全て
のロボット設計者に共通のプラットフォームを提供することから、
ロボット設計における創意工夫も今後ますます促進されることとなる
でしょう。

NIアカデミックプロダクトマネジャー
Anu Saha

NIロボティクスアプリケーションのWebビデオは、ni.com/jpにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi8102」と入力するとご覧いただけます（英語）。

図3.LabVIEWグラフィカルシステム
設計は、現代の子供を未来の発明家
に変えることができます。

図2.LabVIEWは高度なロボットの設計にも共通して使える汎用ツールです。
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RFDC USB-4065
 6½桁DMM

18ビットUSB 
Mシリーズ多機能DAQ

16ビットUSB 
Mシリーズ多機能DAQ

USB‐5680 
RFパワーメータ

USB‐5133 
100 MS／秒デジタイザ

DC/RF計測器の登場でポータブルUSB計測の
ラインナップが充実

バスパワータイプの小型の計測デバイスの登場により、ポータブルな
計測器で実現できる計測の幅が広がりました。「箱型」計測器に
新たにUSBポートを加えているものもありますが、NIでは新しいUSB
アーキテクチャを採用した、可搬性に優れたPCベースの計測器を多
数提供しています。NIでは40種類以上のバスパワー（外部電源を
必要としない）デバイスを提供しています。16ビット多機能データ
集録（DAQ）デバイスのほか、新製品のNI USB-5133（100 MS／秒
デジタイザ）もバスパワーです。USBデバイスに新たに2つの製品
（NI USB-4065デジタルマルチメータ＜DMM＞とNI USB-5680 RF
パワーメータ）を加え、高精度DCとRFアプリケーションの両方に対応
できるようポータブル計測用の製品ラインナップが充実しました。
USB-4065 DMMは1秒あたり10回までの読み取りであれば6 1/2桁

の分解能を実現し、それ未満の分解能では1秒あたり3,000回までの
読み取りが可能です。時間も手間もかからない計測には、USB-4065
に付属しているNI LabVIEW SignalExpress LE（機能限定版）が
お勧めです。このソフトウェアを使用することで、プログラミングを行う
ことなくデータの集録・解析が行えます。USB-4065 DMMは、
±300 VDC/V（実効値）の絶縁機能を備え、3 Aまでの電流計測に
対応している他、2線式／4線式の抵抗計測が行え、基本的な6 1/2桁

計測を行うのに必要とされる機能を全て備えています。
USB-5680 RFパワーメータは、典型的なパワーヘッドと同じくらいの

大きさで、優れた計測確度と広いダイナミックレンジを実現して
います。－40から＋23 dBm、50 MHzから6 GHzで±0.18 dB以上の
線形性を達成しています。真のRMSパワーメータであるこのデバイス
は、連続波形や変調された信号を計測するのに最適です。
USB-5680は、一般的な計測器と同じ表示や操作ボタンなどを
PC上で提供するソフトフロントパネルと、NI LabVIEWや
LabWindowsTM/CVI、Microsoft .NET環境でプログラムできるAPIを
備えています。また、小型であるため、自動計測システムで貴重な
スペースを節約することもできます。
これらのDMM、RFパワーメータはこれまでのポータブル計測器で
は実現できなかったDC、RF計測を可能とします。今後小型のバス
パワー計測デバイスが増えるにつれ、PCベースのポータブルな
計測器が対応できるアプリケーションの種類も増えていくものと思わ
れます。

USB対応計測器の性能については、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄
に「nsi8104」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

図1.USB-4065（6 1/2桁DMM）とUSB-5680（6 GHz RFパワーメータ）の登場により、USB計測器で高精度DCからRFまでカバーできるようになりました。

図2.新しいUSB製品の登場により、PCベースのポータブルな計測器のラインナップが拡充されました。
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最高レベルの確度を誇る多機能DAQにUSB版が
登場
この度、ナショナルインスツルメンツでは、USBデータ
集録（DAQ）製品に新しい製品ラインを追加しました。
18ビットの分解能を誇る高確度MシリーズUSBライン
で、68ピンのマス端子を備えたバージョンと、直接ネジ
で接続できる、ネジ留め式端子のバージョンでの展開と
なっています。
NI USB-6281/USB-6289には18ビットADCが搭載

されています。これは、DC計測に用いられる51/2桁以上
の分解能の16ビットデバイスと比べ、4倍以上の分解能
の向上を実現したものです。これらの高確度デバイス
はNI-PGIA 2カスタムアンプとNI-MCal自己校正テクノ
ロジを搭載することで、整定時間を最小限に抑え、最大
確度を保証し、全てのサンプリングレートにおいて一定
の分解能を保つことに成功しています。さらに、オン
ボードローパスフィルタを使用することにより、計測確度
のさらなる向上を図ることが可能です。これらの
デバイスは、±10 Vの範囲で980 μVの絶対確度、
±100 mVで28 μVの絶対確度を最高625 kS／秒で実
現することができます。
USB-628xデバイスでは、パワーアップした波形生成機能が使用

できるため、アナログ出力用にカスタムオフセットとレンジを設定する
ことができます。また、固定のDCオフセットでは、出力分解能16ビット
を最大化してアナログ波形の精度を向上させることもできます。
標準的な多機能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という、USB上で
複数の双方向高速データストリーミングを実現する技術（特許
申請中）が採用されています。NI信号ストリーミング技術に、USB
プロトコル固有のエラー補正、ノイズ除去、電力管理、配電などの
機能を組み合わせることにより、堅牢性・安全性・信頼性に優れた
バスを実現しています。NI信号ストリーミング技術抜きでは、多機能
データ集録デバイスも、単一の高速データストリームにしか対応
できず、多機能ならぬ単機能デバイスになってしまいます。

USBデータ集録用の新規アプリケーション
高確度でのデータ集録が可能で様 な々機能を備えたUSB-628x
デバイスの登場により、分析機器や医療機器でのデータ集録など、
新しい分野にも活躍の場を広げることが可能となりました。18ビット
分解能は、地質学的モニタリング、材料分析、光学・分光学用途、

構造センシング、ガス検知、心拍数のモニタリングなど、様 な々アプリ
ケーションに役立てることができます。USB-628xデバイスは、エレクト
ロニクスの特性評価や研究にも適しています。OEM用途向けに、
ボードのみという販売方法も用意しています。
USB-628xは、NI-DAQmxドライバソフトウェアとNI LabVIEW

SignalExpress LE（機能限定版）を同梱した状態で納品されます。
NI LabVIEW SignalExpress LEは対話式の計測ツールで、プログラ
ミングを行わなくても、マウス操作だけでデータの集録・解析・表示が
行えます。NI-DAQmxドライバにも、時間の節約に役立つ機能
（LabVIEW、テキストベース開発言語用のコード生成や、3,000種類
以上の計測サンプルプログラム、デバイスシミュレーション、コネク
ションダイアグラム、LabVIEWやANSI C/C++、C＃、Visual Basic
.NET、Visual Basic 6.0との互換性など）が多数搭載されています。
USB-6281/USB-6289デバイスの登場により、NIデータ集録製品

の優れた性能と操作性の高さを犠牲にすることなく、MシリーズUSB
デバイスが対応できるアプリケーションの数が大幅に増大してい
ます。

MシリーズUSBデバイスの仕様、価格については、ni.com/jpにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi8105」と入力して表示された画面からご確認ください。

製品情報

NI製品 端子
アナログ入力 アナログ出力

DIO カウンタ／タイマ
チャンネル数 ビット数 速度 チャンネル数 ビット数 速度

USB-6281 ネジ留め／マス接続 16 SE/8 DI 18 625 kS／秒 2 16 833 kHz 24 2

USB-6289 ネジ留め／マス接続 32 SE/16 DI 18 625 kS／秒 4 16 833 kHz 48 2

図1.USB-628xデバイスは、ネジ留め式端子とマス端子の2種類での製品展開となっています。

表1.USB-628xデバイスの仕様
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UCバークレーでMultisimを回路設計の概念の
指導に役立てる
カリフォルニア大学バークレー校では、NI Multisim
ソフトウェア（回路図をグラフィカルにキャプチャ
＜作図＞したりシミュレーションを行ったりする環境）を
導入することにより、SPICEシミュレータを授業に取り
入れました。MultisimとNI LabVIEW SignalExpress
（対話式計測ソフトウェアで、プログラミングを必要と
せずマウス操作だけで構成可能）を組み合わせて
使用することにより、操作性に優れた分かりやすい
グラフィカルインタフェースを使って回路設計の概念
を習得することができます。
Multisimには作図用インタフェースが内蔵されて

おり、さほど時間をかけなくても習得できるため、電気
工学を主専攻としていない学生向けの回路の授業
などで回路設計の概念を指導するには効果的な
ツールとなります。このツールの利点は、実際の実験に
入る前に、学生がこれを使って「ソフト」つまり研究室
で使われている計測器のバーチャル版を使用する
ことで、より効率よく時間を使うことができる、という
点にあります。そのほかにも、Multisimの利点として、LabVIEW
SignalExpressとシームレスに統合できるという点が挙げられます。
学生はMultisimで回路を簡単にシミュレートしてその結果を
LabVIEW SignalExpressにエクスポートすることにより、シミュレー
ションデータと実際の計測値とを比較することができます。
MultisimとLabVIEW SignalExpressはNIエレクトロニクス教育

プラットフォームに含まれており、そこにはNI ELVIS（NI Educational
Laboratory Virtual Instrumentation Suite）とLabVIEWも含まれてい
ます。いずれも回路設計の概念を指導するには最適なツール

です。このプラットフォームを使用することにより、Multisimで回路の
設計・シミュレーションを行い、NI ELVIS上でプロトタイプを作成し、
実際の計測データとシミュレーションから得られたデータをLabVIEW
やLabVIEW SignalExpressを使って比較します。この一連のツール
チェーンを使用することにより、学生は教室で習う理論と実際の信号
を使って行う実験とを相関付けて学ぶことができます。

NIの回路・エレクトロニック設計に関する製品についての詳細は、ni.com/jpに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi8107」と入力するとご覧いただけます。

Microelectronic Circuits,
Fifth Edition

Adel S. Sedra、Kenneth C. Smith共著
（Oxford University Press）

Microelectronic Circuitsはデジタルエレク
トロニクスの基本概念を学ぶのに最適な

テキストです。すぐにシミュレーションに応用できる30種類以上の
Multisim回路ファイルをダウンロードして、マイクロエレクトロニック
サーキットの設計に役立てることができます。

Microelectronic Circuitsで取り上げられているMultisim回路ファイル
は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8108」と入力すると
ダウンロードできます。

Basic Engineering Circuit Analysis,
Ninth Edition

J. David Irwin、R. Mark Nelms共著
（John Wiley Press）

Basic Engineering Circuit Analysisはその
優れた問題解決手法と回路図解析のコン

セプトへの導入の仕方から非常に高い評価を得ています。
MultisimとLabVIEW MathScriptのチュートリアルのほか、50種類
以上のMultisim回路ファイルを用意している同書は、学生の学習
にとって最適なソリューションとなるでしょう。

Basic Engineering Circuit Analysis用 のMultisim回 路ファイルは
ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8109」と入力するとダウン
ロードできます。

アカデミック

教科書で習った回路図をMultisimでシミュレートしてみよう

NIのエレクトロニクス教育プラットフォームを使用することにより、学生は短時間で回路の設計、
シミュレーション、テスト、プロトタイプ作成まで行うことが可能となります。
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LabVIEWではUI上で.NET制御器が使えるという
ことをご存知でしたか？

NI LabVIEWソフトウェアがフロントパネル上で.NETコントロール
（制御器）を表示できるということをご存じでしたか？.NETコント
ロールがインストールされた状態で販売されるコンピュータが増える
中、LabVIEWを使うとアプリケーションで.NETコントロールなどの
リソースを活用することができます。
LabVIEWでは、.NETクラスのインスタンスを作成したり、メソッドを

呼び出したり、プロパティを設定したり、イベントをキャプチャしたり
Webサービスに接続したり.NETユーザインタフェースコントロールを
フロントパネルに組込んだりすることができます。.NETフレームワーク
は汎用のUIコントロール（カレンダやリッチテキストボックスなど）として
機能し、LabVIEWに内蔵の制御器を補完することができます。
NI Measurement Studioソフトウェアのような、特定の.NETアドオン
パッケージを制御器として使用することにより、LabVIEW内でも最新
の.NET UIライブラリで使用できるビジュアルスタイルを利用すること
ができます。

お手持ちのUIに.NETコントロールを統合
LabVIEWでは、フロントパネル上にある.NETコンテナを使って.NET
コントロールを完全に構成してブロックダイアグラムにノードを呼び出
したり、事前設定済の.NETコントロールやユーザコントロールを.NET
プログラミング環境から作成したり、そのビルディングブロックを
LabVIEWで呼び出すことができるほか、両方のアプローチを混ぜて
使用することもできます。
例えば、集録したデータ上に誤差範囲を表示するには、以下の

2つの手法のどちらを選んでもかまいません。
1. Measurement StudioのグラフをLabVIEW .NETコンテナに配置
し、プログラムからプロットの表示（誤差範囲など）をカスタマイズ
する。この際に、.NETを使ってブロックダイアグラム上でノードを呼
び出す。

2. .NET環境でMeasurement Studioのグラフ用にプロットの表示の
仕方を事前設定する。カスタマイズ内容を.NETユーザコント
ロールとして保存し、LabVIEWからの事前設定済グラフにプロット
する。

LabVIEWのオープンなUIアーキテクチャのおかげで、熟練した
プログラマもプログラミング経験の浅いプログラマも、LabVIEWと
.NETの持ち味を生かした高度なアプリケーションをアプリケーションと
表示レイヤ両方で作成することができます。

.NETコントロールをLabVIEWフロントパネルに組込む方法を紹介したWeb
ビデオは、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8110」と入力すると
ご覧いただけます。

LabVIEW Advanced Virtual Architects（LAVA）は、世 界 中
の中級から上級のLabVIEWユーザに有益なリソースを備えた
Webサイトです。フォーラムディスカッションからは最新のプログ
ラミングテクニックが学べます。それを参考にすれば、開発に
かかる期間を「数か月」という単位で短縮することができるで
しょう。基本は学習済でもう少し上の段階に進みたい、という方、
もしくは上級ユーザで仲間が集まるコミュニティを探していると
いう場合は是非このサイトを覗いてみてください。

LabVIEWチャンピオン
Michael Aivaliotis氏

LAVAについての詳細はni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi8111」と入力するとご覧いただけます。

ゲストユーザとして教育・研究機関の研究室で管理者権限を
得ることはほとんど無理に等しいでしょう。NI-DAQmx 8.6ドラ
イバソフトウェアでは、管理者権限がなくても、一定のUSB
データ集録（DAQ）デバイスをWindows XPで使用することが
できます。また、Windows Vista上では、NIが提供するDAQ
デバイスであればどれでも、管理者権限がなくても使用でき
ます。

対応しているDAQデバイスの一覧表は、ni.com/jpにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi8112」と入力するとご覧いただけます。

LabVIEW
Everywhere

コミュニティーニュース：LAVA

ドライバにサインすることで特典が？

LabVIEWフロントパネルでは標準／カスタム仕様の.NETユーザコントロールを
表示することができます。
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FPGAテクノロジの課題克服に役立つLabVIEW

昔
VHDLテキスト

現在
LabVIEW FPGA

FPGA（field-programmable gate array）は、ソフトウェアで定義でき、
再構成可能で並列実行にも対応しているため、より低いコストで優れ
たチップが実現できるため、様 な々分野で広く採用されるようになって
きています。一旦グルーロジックへと格下げされ、ハードウェアエンジ
ニアによって設計されるようになったFPGAは、システム全体を一つの
チップに実装することもできます。過去数年に亘って起こったこの
FPGAの「現在と昔」の変遷は、Xilinx Virtex Seriesなどの機能の
豊富なFPGAハードウェア技術と、民生ハードウェア（NI CompactRIO
やNI Rシリーズインテリジェントデータ集録デバイス、NI LabVIEW
FPGAグラフィカルプログラミングなど）の賜物に他なりません。

ナショナルインスツルメンツは、FPGAをドメインエキスパートに使用
してもらえるよう、LabVIEW FPGAやそれに対応するハードウェア

昔
FPGAアプリケーションは複数のIC間をつなぐグルー
ロジックに限定されて使用されていた

現在
FPGAアプリケーションには、高度な信号処理やソフト
ウェア定義によるラジオ、画像診断、複雑な制御などが
含まれる

スペシャルフォーカス

Xilinxの共同創立者が既存のプログラマブル

ロジック（複雑なプログラマブルロジック

デバイスなど）を基に、FPGAを発明 多くの企業（IBM、東芝、モトローラなど）が

FPGAを作成しようとしのぎを削る

VHDLとVerilogがロジックシミュレータから

ロジックシンセシス（FPGAの実装に使用）

へと移行

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Xilinxが初めてのFPGA（1000ゲートXC2064）をリリース
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製品に対する取り組みを強化しています。実際に、LabVIEW FPGA
は新しい領域へと拡張する上でのFPGAテクノロジの課題の克服に
役立っています。

�プログラミングの複雑さやシステムの複雑さを理由に、FPGAテクノ
ロジをオプションとして考えてこなかったエンジニアや研究者にも
FPGAを検討してもらえるようになった

�シーケンシャルアルゴリズムの設計者と並列処理型のFPGA実装
との間にあるギャップを埋めた
�抽象化を進め、デジタルデザイナーがよりハイレベルで複雑な
目標に集中できるよう、負荷を減らした

�FPGAプログラミングに適した並列処理／パイプライン／データ
フロー設計を分かりやすく表示した

ハイレベルな抽象化と優れたツールが今後20年間にわたって求めら
れるであろうことは明らかで、特にFPGAアプリケーションは、一度は
ASICに支配された市場を今後侵略していくものと思われます。
LabVIEW FPGAと様 な々NI FPGAハードウェアプラットフォームは、
組込システムとテスト／計測用のNI製品と共に今後も成長を続けて
いくでしょう。

LabVIEW 8.5 FPGAの最新機能を紹介した10分間のWebビデオ（英語）は、
ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8113」と入力するとご覧いただ
けます。

昔
FPGAソフトウェアツールはデジタルハードウェアに
関する知識が必要とされるシンプルな回路図作図
ツールだった

現在
FPGAソフトウェアツールは、LabVIEW FPGAやC-to-
gatesテクノロジなど、抽象化の進んだツールとなっている

昔
FPGAテクノロジはシンプルなプログラマブルデジタル
ロジックにフォーカスしていた

現在
FPGAテクノロジには、オンチップRAM、組込プロ
セッサ、標準バスインタフェース、マルチギガビットトラン
シーバが含まれる

昔
FPGAのコンパイルプロシージャは複数の5.25インチ
ディスクから成り、Karnaughマップなど、手先のテク
ニックが必要だった

現在
FPGAのコンパイル工程にハードウェアの統合化、配置
やルートの最適化などの機能が含まれる

XilinxはFPGAの

Virtexファミリをリリース

National InstrumentsはLabVIEWで

FPGAにターゲットを絞った調査を実施

NI初のRシリーズボード（PCI-7831R）を発売

NIはFPGAを統合した初のCompactRIO

バックプレーン（cRIO-9101）を発売

LabVIEW 8.2で数値演算、解析IP、

FPGA Wizard、メモリVI機能を導入

Xilinxはドメインアプリケーション用に

最適化されたVirtex-5ファミリをリリース

NI LabVIEW FPGA

パイオニアプログラム開始

Xilinx、Virtex-II Pro Series

FPGAをリリース

LabVIEW 8.0でLabVIEWプロジェクトを導入。

LabVIEW FPGAの操作性が著しく向上

NI、LabVIEW FPGAのIPをダウンロード／

共有するためのIPNetを立ち上げ

LabVIEW 8.5でフィルタリング／制御IP、

ステートチャートデザイン、

不動点データタイプを導入

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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最高のデータロギングソフトウェアが
インストールされていることをご存じですか？
NI LabVIEW SignalExpressは、シンプルなデータロギングアプリケー
ションや計測器制御アプリケーションを短時間で自動化させることの
できる対話式のソフトウェアツールです。プログラミングを必要と
せず、必要なアイテムをドラッグアンドドロップで配置し、マウス操作
だけで構成することにより、多様なデータ集録デバイスからデータを
集録し、解析、カスタム仕様のレポート生成まで行えます。LabVIEW
SignalExpressではデータ集録が短時間で行えるだけでなく、
LabVIEWコードを生成することもできます。
最新版のLabVIEW SignalExpress 2.5では、プロジェクトアナラ

イザなどの新機能が追加されました。これは、計測にありがちな間違
いを特定し、それに対処するのに役立ちます。アナライザが瞬時に
計測タスクをスキャンし、データ集録が開始するまえに、問題の起こり
そうな箇所を特定します。こうすることで、計測確度を向上させ、時間
のかかるデバッグ作業を回避することができます。

LabVIEW SignalExpressの5つのメリット

1常時オン－LabVIEW SignalExpressプロジェクトが動作して
いる間に計測タスクを追加したりパラメータを変更することが
でき、変更結果が即座に反映されます。

2プラグアンドプレイデータ集録－NI CompactDAQシステム
のUSBケーブルが接続されると、LabVIEW SignalExpressが
デバイスを自動検出するため、すぐにデータ集録に取りかかる
ことができます。

3カスタムレポートの作成－データをドキュメントビューにドラッグ
して配置すると、フリーフォームテキストや画像をレポートに追加
するたびに、レポートがアップデートされます。

4Excelへのエクスポート－任意のデータを右クリックして「Excel
にエクスポートする」を選択すると、Microsoft Excelでデータを
パブリッシュすることができます。また、開いているExcelワーク
シートにデータをドラッグアンドドロップすることもできます。

5LabVIEWコードの生成－「ツール」メニューから「LabVIEW
コードを生成」を選択すると、LabVIEW SignalExpressプロジェ
クトがLabVIEWグラフィカルコードに変換されます。

LabVIEWユーザの多くが既にライセンスをお持ちです
LabVIEWユーザの多くが既にLabVIEW SignalExpressを所有して
います。LabVIEW開発システムやLabVIEWプロフェッショナル開発
システムにはLabVIEW SignalExpressの使用ライセンスが含まれて
います。また、NI Developer Suiteにも含まれています。LabVIEW
SignalExpressはNI-DAQmxドライバの一部としてインストールされ、
NI License Managerから、LabVIEW開発システム／プロフェッショ
ナル開発システムや、NI Developer Suiteのシリアル番号を使って
使用ライセンスを得ることができます。

LabVIEW SignalExpressの評価版（30日間使用可能）のダウンロード、テク
ニカルデモンストレーションの視聴は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄
に「nsi8114」と入力して表示された画面から行っていただけます。

製品情報

LabVIEW SignalExpressは、多数のデータ集録デバイスからデータ集録でき、マウスクリック一回でLabVIEWコードを生成することができます。
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NIデータロギング―センサ、プロジェクトの種類不問

NI Cシリーズデータロガーは、計測・実装に適した、堅牢な
モジュール式ハードウェアと、柔軟性に優れたグラフィカルソフト
ウェアを組み合わせることにより、多様なアプリケーションに対応でき
る、幅広い種類の機能を提供します。実質上あらゆるセンサからの
信号集録が可能なホットスワップ対応のモジュールが40種類以上
あります。接続オプションはUSBあるいはEthernetで、危険な場所でも
使用できる防爆タイプ（UL認証）のCシリーズデータロガーは、あら
ゆるセンサと組み合わせて使用でき、様 な々プロジェクトに対応でき
ます。

データロギングアプリケーション
構造モニタリングアプリケーションに使用する上で、Cシリーズデータ
ロガーは、建造物、橋、機体、車道に直接取り付けることができる
ほどの堅牢性を誇り、シングルノードで最高32個の歪みゲージチャン
ネルで同時計測を行うことができます。歪みゲージやロードセル、
熱電対、トルクセンサ以外にも、DC電源のLVDT（linear variable
displacement transducer）をシステムに追加することにより、一連の
構造測定が行えます。タコメータや近接プローブ、加速度計、電力
特性用の高速計測モジュールとNI Sound and Vibration Assistant
（NI音響／振動アシスタント）ソフトウェアを組み合わせて使用すること
により、軽量かつコンパクトで持ち運びがしやすく、また、カスタマイズ
も容易に行える音響／振動計測用のデータロギングシステムが構築
できます。最適なアプリケーションの一例として、車載データ集録が
挙げられます。Cシリーズデータロガーは小型で耐振動・耐衝撃性に
優れ、DC電源で使用することもできます。また、計測モジュールの
差し替えやソフトウェアの調整が迅速に行え、実測現場での測定

項目の急な変更にも対応できるため、貴重なテストチャンスを逃しま
せん。BNCやマス接続型のD-Sub、RJ50など、簡単に接続できる
接続オプションも多数取り揃えているため、ハードウェアのセットアップ
も簡単に、なおかつ確実に行えるようになっています。Cシリーズ製品
ラインは、熱電対やRTD、圧力トランスデューサ、マイクロフォン、ロード
セルなどのセンサでデータロギングを行う汎用モジュールを40種類
以上揃えています。これらのモジュールを組み合わせることにより、
複数のセンサを使用し、カスタム仕様のユーザインタフェースを
備えた汎用データロガーをユーザ自身が自由に構築することができ
ます。

解析・表示・ファイル保存
解析・表示・ファイル保存には、マウス操作だけで構成が行えるNI
LabVIEWとLabVIEW SignalExpressが適しています。これらのソフト
ウェアを使用すると、マウスを複数回操作するだけでデータ集録に
取り掛かれるほか、データベースやASCIIテキスト、バイナリ、オープン
なスタンダードバイナリ（TDMSなど）などに代表されるストレージ手法
やアプリケーションに特化した解析アルゴリズムを実行することがで
きます。LabVIEW SignalExpress LEは機能限定型の評価版CDで、
NI-DAQmxデ バイスにもれなく付属しています。LabVIEW
SignalExpressはLabVIEW開発システム／プロフェッショナル開発
システムに含まれています。

データロギングアプリケーションに適したCシリーズハードウェアについての詳細
は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8115」と入力するとご覧
いただけます。

製品情報

NI Cシリーズハードウェアでは、40種類以上の計測モジュールと複数種類のシャーシが組み合わせ可能です。
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PCI-5640R IF-RIO

RFIDタグ
RFIDリーダ

PXI-5600
RFダウンコンバータ

PXI-5610
RFアップコンバータ

ADC

DAC

DDC

DUC

FPGA
ベースバンド処理

テスト対象デバイスRFIDテストシステム

リアルタイムリーダ・エミュレーションでRFIDタグを検証
無線ICタグ（RFID：radio frequency identification）
システムの実現技術は、ちょっと見たところではシンプ
ルなように思えます。しかし、最新のプロトコルに対応
し、マルチベンダ間での互換性を確保するという要
件を満たそうとすると、多くの課題が生じてきます。
プロトコルの適合試験に広く使用されるようになっ
てきている技術の一つに、RFIDリーダー・エミュレー
ションがあります。現在のRFID規格にはかなりの柔軟
性があるため、このやり方には複数のメリットがあり
ます。例えば、ISO 18000-6タイプCプロトコルによる
と、RFIDタグリーダは様 な々シンボルデータレートでデータを転送する
ことができる、とされています。実際に、バイナリ「ゼロ」シンボル（type
A reference interval、略して「Tari」と呼ばれる）を伝送するのにかか
る時間は、6.25～25 μsと幅があります。このように、無線ICタグを十分
にテストするには、テストシステムで様 な々RFIDリーダのエミュレー
ションを行う必要があります。この筋書きでは、テストシステムはTariの
値をくまなくチェックし、タグの応答を検証することになります。
RFIDリーダのエミュレーションにはリアルタイムでのベースバンド

処理が必要となりますが、既存の計測器でこれを行うのは不可能
です。幸いにも、ソフトウェアで設定できるFPGAベース計測器がここ

で役に立ちます。図に示したとおり、「生成」も「解析」もいずれも
FPGAで処理しています。
FPGAベースのNI PCI-5640R IF受信機を使用したRFIDテスト

システムでは、Tariやリンクタイミング、変調度などのパラメータ用に
カスタムの値を使用し、通信全体のシミュレーションを行うことに成功
しました。

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、VI Service Network社
が開発したこのRFIDテストシステムについての詳細は、ni.com/jpにアクセス
の上、Info Code欄に「nsi8116」と入力するとご覧いただけます。

次世代ワイヤレスネットワークで1 Gb／秒の通信が可能に

2007年10月、国際電気通信連合（ITU：InternationalTelecommunication
Union）が WiMAX（ Worldwide Interoperability for Microwave
Access）テクノロジをIMT-2000規格に組み入れたことにより、
WiMAXがますます注目されるようになっています。2006年12月には
IEEE 802.16 Working Groupが、次世代のモバイルネットワークが
要求するレベルの、携帯電話のレイヤ要件に対応できるほど高度な
エアインタフェースを提供するためのタスクフォースを立ち上げま
した。Dubbed 802.16m（WiMAX IIと称されることもある）は、802.16e
よりも大幅に性能が向上したことで一躍携帯電話市場の主流に踊り
出、WiMAXはLTE 4Gネットワークのよい競争相手になるものと思わ

れます。802.16eでは70 Mb／秒の通信が行えるのに対し、802.16m
（WiMAX II）では、既存のWiMAX対応機器との後方互換生を
保ちつつ最高1 Gb／秒での通信が可能となるものと期待されてい
ます。
WiMAXがゴールを達成しようとしまいと、WiMAXには、他の数

多くのワイヤレスネットワークで使用されている2つの既存技術が
採用されています。直交周波数分割多重（OFDM：orthogonal
frequency division multiplexing）と多重入出力（MIMO：multiple
input, multiple output）の2つです。OFDMは変調方式の一種で、
副搬送波一つ一つを別の変調方式で変調しながら、多数の直交
副搬送波をキャリア同士の間隔を近くしてまとめてしまうというやり方
です。OFDMには、シングルキャリアのトランスミッションよりもはるかに
うまい方法でチャンネルの劣化に対応することができます。さらに、
MIMOでは送信機と受信機で複数のアンテナを使用して、そのスペ
クトル効率によりデータスループットを向上させています。
802.16mが今後有力な4G候補として市場に受け入れられるように

なるかどうかの答えは、時間が経てば自ずと明らかになるでしょう。
でもあまり期待しない方が良いかもしれません。アルファベットには
まだ続きがありますから。

RF製品やワイヤレス製品のテストシステムを開発する上で役に立つチュート
リアルが掲載されているRF Developer's Networkには、ni.com/jpにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi8137」と入力して表示される画面から登録して
ください。

製品情報／
テクノロジアウトルック

NI PCI-5640R IF受信機でリアルタイムベースバンド処理が行えます。

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SeaSolve
Softwareは、LabVIEWを使ってWiMAX OFDMAベースステーションIQ発生器
を開発しました。
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高性能LabVIEWアプリケーション対応の
マルチコアラックマウントコントローラ

コントローラ3製品の登場により、NI LabVIEWソフトウェアおよびテスト・
計測・工業用制御分野でのVirtual Instrumentationアプリケーション
の実装オプションの幅が広がりました。NI 8352、NI 8353、NI 8353
RTは高性能なサーバクラスの1Uラックマウントコントローラで、Intel
dual core、quad coreプロセッサを搭載しています。LabVIEWがマル
チスレッド対応であるということ、また、別 の々処理を複数のコア上で
同時に実行することができるという特性を生かすことにより、利用でき
るコアの合計数に応じてアプリケーションを拡張することができ、高速
で柔軟性に優れたシステムが利用できるようになります。
これらのコントローラをMXI-ExpressやMXI-4と組み合わせて使用
することにより、PXIシステムやPXI Expressシステムをリモートで制御
することが可能となります。ポートを2つ備えたx4 MXI-Expressリモート
コントローラと組み合わせると、コントローラ1台あたり最高2台のPXI
Expressシャーシを制御することができ、最高で832 MB／秒の連続
データスループット（双方向）が可能となります。
NI 8352/NI8353はSATA IIハードドライブを複数備えており、様々

なRAID構成に対応できます。RAIDは複数のハードドライブ間で
データを分割したり複製してファイルI/O性能を向上させたり信頼性
を向上させたりできます。このようなメリットを備えたコントローラを使用
することで、これまで以上のスピードで、長時間にわたってデータを
記録・再生することが可能となります。その他特筆すべき点としては
以下が挙げられます。
�最大4つの取り外し可能なハードディスクドライブを搭載
�1 TBの合計ディスクスペースで最高200 MB／秒（RAID 0）の
データストリーミングが可能

�Ethernetポートを2つ、Hi-Speed USBポートを4つ搭載
�LabVIEW Real-Time、LabWindows / CVI SMP（symmetric
multiprocessing）対応Real-Timeに対応（NI 8353 RT限定）

詳しい仕様、価格は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8118」と
入力するとご覧いただけます。

NI MKD-1117は、ラックマウント対応の17インチ高輝度LCDモニタ、105キー英語キーボード、タッチパッド
マウスがセットになったものです。ラックマウント型のPXIシステム、工業用PC、デスクトップPCと組み合わせ
ることで、自動テスト／計測／工業用制御システムを構築することができます。

MKD-1117の仕様、価格は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8119」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

ラックマウント対応1U LCDモニタ、キーボード、マウス

NI 8352ラックマウントコントローラでは、PXI Expressを遠隔制御するのに使用するx4 MXI-Expressコネクタを
オプションで提供しています。

National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp 17



LabVIEW、PXIでアナログ／デジタルビデオをテストする
最新の家庭用電子機器には、次 と々新し
いビデオ技術が採用されており、いつに
なっても終わりがないようにさえ思えます。
代表的な規格としては、Blu-ray Disc、
HD DVD、1080p、HDMI（High-Definition
Multimedia Interface）、DVI（Digital Visual
Interface）、S-Video、コンポーネントビデオ
などがあります。ここ数年間で爆発的に
増加したビデオ規格のおかげで、製造
メーカは、完成品の評価に使えるソリュー
ション（製品化までの期間と価格設定に
対する厳しい要件を満たしつつ新しい
ビデオ規格にも後れを取らずについていく
ことのできるもの）を模索していました。
基本的な適合試験に加え、製造メーカ

は組み立て後に、発生・表示されるビデオ
信号の品質をチェックしています。モジュール性という特性を持つ
PXIにミックスドシグナル対応の計測器を組み合わせると、単一シス
テムでアナログとデジタル両方のビデオのテストが行え、チャンネル
数を増やしたり、新たな規格が登場するたびに対応することが可能
となります。NI LabVIEWソフトウェアを使用してビデオ信号の測定を
したり、NI Vision Development Module（NIビジョン開発モジュール）
やLabVIEWの各種ツールキットを使用してデータを操作したりする
ことが可能となります。
アナログビデオ規格には、標準・高解像度両方のフォーマットの、

コンポジットビデオとRGBコンポーネントビデオが含まれます。これらの
信号をPXIで集録するには、高分解能のデジタイザでアナログ信号
を正確に測定する必要があります。14ビット分解能と高度なビデオ
トリガ機能で有効信号を検出するデジタイザは、カラーバーストの
解析や、クロミナンスと輝度の測定を行います。解析は通常、既知の
テストイメージ（カラーバーや予め設定されたパターンなど）からの
フレーム上で行われます。
デジタルビデオは、圧縮アルゴリズムにより、ノイズを抑えたより広い
帯域幅のクリアな信号となっています。DVIとHDMIはデジタル
ビデオの中でも最も有力な規格で、PXIデジタル計測器を使用する

と、1080i程度の分解能で最高100 MHzまで集録・生成することが
できます。デジタルビデオテストでは、アナログテストに類似したパラ
メータを計測します。また、ビットエラーレート（BER）のテストを行うこと
により、既知のテンプレートに照らして、ビットごと、あるいはピクセル
ごとの比較をすることも可能です。
製造メーカは、ビデオの複数コマのストリーミングを行って、DSP

処理によるMPEG圧縮の副作用やビットエラーなど、欠陥を探そうと
します。PXI Expressデジタイザや任意波形発生器、高速デジタル
計測器で利用できる帯域幅では、外付けのRAIDストレージ製品と
の間で高解像度のビデオを長時間保存・再生することが可能です。
アナログ／デジタルビデオの解析用アルゴリズムを開発するのは
決して簡単な作業ではありません。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microLEX Systems A/SはVideoMASTER
という、ビデオの機能テスト用パッケージソフトウェアを提供して
います。これは、LabVIEWでプログラミングされており、PXIを使って
最高1080iまでの解像度のアナログ／デジタルビデオをテストします。
VideoMASTERは、一つの製品に対して様 な々ビデオの機能測定を
行い、合格・不合格の判断ができます。別のNIアライアンスパート
ナーであるDAQTronでもビデオテスト用のパッケージソフトウェアを

提供しています。これは、DVB、ATSC、ISDB-T
などの高解像度のビデオ信号の送信に適し
ています。microLEXとDAQTronが提供する
ビデオテストパターンの集録・生成用製品は
いずれもNIが提供するPXIモジュール式
計測器を使用しており、コンポジット、コンポー
ネント、S-Video、HDMIを含むあらゆるビデオ
規格に対応しています。

PXIを使用したアナログ／デジタルビデオテストについ
ての詳細は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code
欄に「nsi8120」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

ビデオ解析・生成用PXI製品

NI製品 ビデオ規格 解像度

NI PXI-6542－100 MHz、
32チャンネルDIO

HDMI、DVI
デジタルシングルフレーム 480i、480p、720i、1080i

NI PXIe-6537－50 MHz、
32チャンネルDIO

HDMI、DVI
デジタルストリーミング 480i、480p

NI PXIe-5122－100 MHz、
14ビットデジタイザ

NTSC1、PAL2、SECAM3

アナログシングルフレーム／ストリーミング 480i、480p、720i、720p、1080i

NI PXI-5421－100 MS／秒、
16ビット任意波形発生器

NTSC、PAL、SECAM
アナログシングルフレーム 480i、480p、720i、720p、1080i

NI HDD-8263－1 TB外付けドラ
イブエンクロージャ、200 MB／秒

数時間におよぶアナログ／デジタルビデオ
の保存と再生 全解像度

1NTSC = National Television System Committee 2PAL = Phase Alternating Line 3SECAM = Sequential Color with Memory

図1.PXIはモジュール式の、ミックスドシグナルに対応したプラットフォームで、このシステムひとつでアナログ／デジ
タルビデオ信号のテストが行えます。

表1.NIでは、1080iまでの分解能のビデオ信号を集録・生成することのできるPXI製品を幅広く提供しています。
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コード開発スキルと生産性向上に役立つ
NI製品トレーニングプログラム

NI LabVIEWソフトウェアは、対話式のグラフィカルなプログラミング
環境とExpressテクノロジを備えているため、使用に際してソフトウェア
アプリケーションのスキルはさほど求められません。これは、ソフト
ウェアアプリケーション開発のトレーニングを受けたことのないエンジ
ニアや研究者にとってよいことと言えますが、そのようなエンジニアや
研究者がLabVIEWを使って大規模かつ複雑なアプリケーションを
開発しようとすると、その多くが誤ったコードを開発してしまったり
（きちんとした説明書のない要求事項、不正確なアーキテクチャ
など）、大規模アプリケーションを効率よく開発・管理するのに十分な
知識もスキルも身についてないことに気づかされたりします。
このような状況に覚えがあるという方のために、ナショナルインス

ツルメンツでは、LabVIEWで大規模かつ複雑なアプリケーションを
開発するためのスキルが身に付く数 の々コースを提供しています。
LabVIEW中級I（2日間）コースでは、アプリケーションの機能性を
拡張し、開発時間を短縮する方法を学習します。DLL、ActiveX、
インターネットなどの技術を使い、他のアプリケーションの機能を活用
することで、いかにしてアプリケーションの機能性を拡張し、開発時間
短縮を図るかに主眼を置いたコース展開となっています。
ナショナルインスツルメンツが提供するトレーニングプログラムを
効率よく受講するには、「プレミアム・トレーニング・メンバーシップ」
プログラムへの参加がお勧めです。このプログラムに参加すると、
有効期間内であれば何度でもお好きなトレーニングコースに参加
できるほか、各種認定資格試験（LabVIEW開発者認定試験、
LabVIEW設計者認定試験など）も1回ずつ無料で受験することが
できます。

NIの製品トレーニングコースならびにプレミアム・トレーニング・メンバーシップ
プログラムの詳細は、ni.com/jp/trainingからご確認ください。

サービス／サポート

最新ソフトウェアと
オンデマンド・トレーニングにアクセス

NIのソフトウェアサービス（標準サポート・保守プログラム）メン
バー専用の「サービス・リソース・センター」は、最新技術に
関する情報を得たり、アプリケーションへの新技術の導入を
検討している方にお勧めのサイトです。サービス・リソース・
センターでは、オンデマンドで受講できる数々のトレーニング
コースを用意しています。
�LabVIEWの配列関数
�VIのリモート実行
�Visual Basic .NETデータの可視化

なお、サービス・リソース・センターでは、お使いのアプリケー
ションの最新版をダウンロードすることもできます。

上記コースを含む、オンデマンドトレーニングコースは、ni.com/jpにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi8122」と入力するとご確認いただけます。

LabVIEW上級コースでは、大規模で複雑なアプリケーションの開発に役立つスキルを身につけることができます。
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LabVIEWひとつで多数の計測・制御バスに対応
過去20年以上の間に、計測器の制御に使える通信バスが多数
登場してきました。この間、NI LabVIEWは常に計測器との接続およ
び制御に使用されてきました。新しい計測器制御用バスが誕生する
たびに、NIはLabVIEWに手を加え、新しいバスも使用できるよう対応
してきました。以下にLabVIEWの特長をまとめました。

�計測器ドライバネットワーク（ni.com/idnet）から5,000種類以上の
計測器に対応した計測器ドライバをダウンロードし、計測器の
制御プログラミングを効率化することが可能

�NI-VISAを使用すれば、通信バスを気にすることなく計測器制御
アプリケーションを構築することが可能

�コードに変更を加えなくてもWindows、Macintosh、Linux� OS上で
アプリケーションの実行が可能

LXI
標準的なコンピュータネットワーク
技術をベースとするLXI（LAN
eXtensions for Instrumentation）
は、遠く離れた場所にある計測
器を制御する場合に有効です。
LabVIEWの以下の機能は、
LXIと接続する際に役立ち
ます。

�NIMeasurement&Automation
Explorer（MAX）を使 用
することで、ローカルのサブ
ネットに接続されている計測
器を自動的に検出

� IEEE 1588プロトコルに対応
している計測器に対して
分散型のクロック共有／
同期を実現

�NI MAXから直接LXI計測
器構成ページを確認する
ことが可能

USB
USBバ スは、プラグアンド
プレイに対応しているほか、
その使いやすさも手伝って、
ベンチトップやポータブルアプ
リケーションで広く採用される
ようになりました。LabVIEWの
以下の機能は、計測器制御
アプリケーションのさらなる簡素
化に役立ちます。

�接続されているUSB計測器
を自動的に検出
�USB TMC対応の計測器で
は標準のGPIB SCPIコマン
ドで制御可能
�一部のTektronix社製オシ
ロスコープでは、USBプラグ
アンドプレイ接続に対応

GPIB
30年以上にわたってエンジニ
アに愛用されてきた信頼性に
優れた通信バスであるGPIB
は、今でもなお計測器制御に
広く使 用され ています。
LabVIEWの以下の機能は、
お手持ちのGPIB計測器を
最大限活用するのに役立ち
ます。

�NI-VISAリソースとして、
接続されている計測器が
自動的に登録され、確認
することが可能

�NI Spyシステム監視ツール
で、通信のデバッグが容易
に行える
�通信プロトコルIEEE 488.2
に完全に対応することで、
高度な機能が使用可能

PXI
最高レベルのスループットを
誇り、レイテンシ（遅延）を最小
限に抑えた PXIは、高性能
アプリケーションにおいて標準
的に採用されるバスとなり
ました。LabVIEWの以下の
機能は、PXIシステムの性能を
最大限に生かすのに役立ち
ます。

�シンプルなAPIにより、簡単
に計測器の同期が図れる
�NI MAXからシステム全体
を確認することが可能
�コードに変更を加えなくても
PXI からPXI Express 計測
器への移行が可能

LabVIEWで計測器を制御する方法についてのチュートリアル（英語）は、
ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8125」と入力するとご覧いただ
けます。

計測器ドライバ

Linux�は、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
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ni.com/jpがパワーアップ：
製品購入、システム構成がしやすくなりました
NIのWebサイトに新たに機能が追加され、Webのカスタマイズがこれ
まで以上に簡単に行えるようになりました。例えば、「お気に入り製品
リスト」を使用すれば、お客様の興味・関心に沿った製品のリストが
作成できるほか、システムの複雑な構成もオンラインで行えます。そう
して作成したリストに名前を付けたりコメントを残したり、別のユーザと
リストを共有することもできます。購入の準備ができたら、リストを見積
書としてお使いください。その時点での価格は30日間有効となり
ます。
NI Global Gatewayでは、お客様の居住国に応じて、その国で

適用されている製品価格、当該言語でのコンテンツが表示され
ます。地図上で、お住まいの地域の上にマウスをもっていき、クリック
すると、選択したエリア用の情報が表示されます。このように様 な々
機能を追加することにより、Webサイトでの情報検索、製品購入が
効率よく行えるようになりました。
最後に、オンラインストアのハードウェア製品ページには、アプリケー

ションに最も適したソフトウェア製品の選定に役立つソフトウェアタブ
がついています。どのようなアプリケーションニーズがあるかを選択
し、お好みのプログラミングスタイルを選ぶだけで、検討中のハード
ウェアに対応したソフトウェアの一覧表が表示されます。
ソフトウェア製品は、単体の製品として購入することも可能ですし、
NI Developer Suiteの一部として購入することで、複数のソフトウェア
をお得な価格で購入することも可能です。さらに、ソフトウェアタブで

は、対応しているドライバソフトウェアへのリンクも含まれているため、
最新のドライバの検索やダウンロードが簡単に行えます。

ハードウェア製品ページにある最新のソフトウェアタブは、ni.com/jpにアクセス
の上、Info Code欄に「nsi8126」と入力するとご覧いただけます。

1．LabVIEWクイックガイド
2．NI Smart Camera簡単セットアップビデオ
3．カメラを使用した自動外観検査デモ
4．PXIを使って半導体テストの品質を向上
5．90秒で分かるLabVIEWデータ集録プログラミング

Webビデオは、ni.com/jp/demoでご覧いただけます。

NI製品ガイドでは、アプリケー
ション開発ソフトウェア（例：
LabVIEWグラフィカルプログラ
ミング言語）やモジュール式計測器
製品など、ナショナルインスツル
メンツが提供する様々な製品の
概要を紹介しています。また、
各製品紹介ページには、関連する
WebページのURLが記載されて
おり、設計から制御、テストまでの

一連のライフサイクルの課題にも対応できるシステム構築を
お手伝いします。

NI製品ガイドのPDFファイルは、ni.com/productguide/jaからダウン
ロードできます。

Web

NI製品ガイド紹介

人気のWebビデオトップ5

NI Global Gatewayのインタラクティブマップ上で国を選択すると、その国の
通貨での製品価格、その国の言語でのWebコンテンツがご覧いただけます。
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拡張性に優れた低コストのPXIを用いた
ミックスドシグナルASICテストソリューション
課題
新しいASICの特性評価用に柔軟性に優れたテストシステムを
開発する。

ソリューション
PXIベースのシステムをNI LabVIEWで開発したソフトウェアで
実装し、NI SMC（Synchronization and Memory Core）アーキ
テクチャと高速デジタル計測器を用いてチャンネル数を拡張する。

半導体業界の新興企業から、ナショナル
インスツルメンツ社とCal-Bay Systems社
（以下、当社）に対し、ミックスドシグナル
ASICテスト用の検証プラットフォーム開発
依頼がありました。新しいASICのデバッグ
および特性評価は繰り返しの多いプロ
セスで、従 来 型のATE（automated test
equipment）上でカスタム仕様のテストを
実行することに起因する遅延が、最終的
には製品化の遅れにつながることもあり
ます。
当社ではLabVIEWソフトウェアとPXI

ハードウェアを使って、これまでは実現する
ことが困難だった、カスタム仕様の特性評価
システムを開発しました。NI PXI-6552
（HSDIO：高速デジタルI/O）モジュール
を使ってカスタム仕様のスキャンチェーン
テストシステムを開発し、ASICデザインを
短時間でデバッグすることに成功しました。
このアプリケーションで重要とされるの
は、生成すべき波形と、比較対象となる波形
を短時間のうちに定義できるかどうか、と
いうポイントでした。このタスクを実現するの
に、テキストファイルを使用したいという
顧客からの要望もあり、システムソフトウェアではLabVIEWのファイル
I/Oライブラリを使ってテキストファイルからのベクトルの読み込みを
行いました。また、NI-HSDIOドライバライブラリを使用してPXI-6552
でデジタル波形生成とハードウェア比較を行い、集録したデータの
ビット比較をリアルタイムに行えるようにしました。ハードウェア比較に
は、オンボードFPGA（field-programmable gate array）とNI-HSDIO
ドライバのソフトウェアを用いることで、比較作業にかかる諸経費を
低く抑えることができました。しかも、コーディングや後処理をほとんど
せずに比較作業を終えることができます。
ATEハードウェアにかかる費用を左右する要因としてはこのほか

に、チャンネル数が考えられます。大抵の場合、チャンネル数が増え
れば増えるほどテストシステムの費用もかさみます。NI製品は
モジュール式であるため、計測器を追加するだけでチャンネル数を
増やすことができ、NI T-Clockテクノロジを活用することでタイミング
や同期に対する要件にも応えることができ、既存のハードウェアや
ソフトウェアに多少手を入れるだけで、全ての計測器を簡単に同期
できるようになります。
20個のデジタルI/Oチャンネルの開発工程が済んだところで、

顧客から、20チャンネルの開発に使用したのと同じソフトウェアアーキ
テクチャを、40チャンネルのシステムでも使用したいというリクエストが
あがりました。このような要望に対しても、NI T-Clockテクノロジを活用
することで、2台のPXI-6552モジュールを用いてスムーズにアップ
グレードすることができました。
元 の々ソフトウェア設計にモジュール式アーキテクチャが採用され

ていたため、チャンネル数を追加するのは比較的軽い作業でした。
LabVIEWに標準装備されているライブラリや無償で提供されている
ドライバを活用することにより、ソフトウェア開発プロセスにかかる時間
もリスクも低く抑えることができ、NI SMCテクノロジは、計測器を追加
したり、優れた性能を実現する上で大いに役立ちました。

Cal-Bay Systems社
N.D. Smith氏
M. Cem Karahan氏

PXI-6552モジュールのデジタル入出力機能についての詳細は、ni.com/jpに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi8129」と入力するとご覧いただけます。

ユーザ事例

Cal-Bay社ではNI PXI-6552を2台用いて制御用ソフトウェアを開発しました。これは、ミックスドシグナルASICの
テストに適した、柔軟性に優れた検証システムを開発するのに役立っています。
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PEMEX社：給油システムを最適化
課題
原油の生産・流通の管理を一本化するための給油SCADAシス
テムを開発する。

ソリューション
NI LabVIEWグラフィカルプログラミング言語を用いてリアル
タイム監視システムを作成する。

PEMEX Exploraci�n y Producci�n（ PEP）
社は、メキシコにおける原油の探査・産出・
運搬・商品化を監督しています。PEP社で
は一日に約150万バレルの原油を運搬し、
流通させていますが、これはメキシコ全体
の生産量の実に43パーセントを占めるに
至っています。
運搬・流通ルートに乗る原油の量を決め

るのに、PEP社は電子計測システムを活用
しています。かつては他の管理システムを
使って、管理チームと電話やメールで作業
にあたっていましたが、既存の計測シス

テムを活用しつつ、このようなチームとの作業が効率的に行えるように
なる低コストのシステムを必要とするにいたりました。
市場に数多あるソフトウェア製品を評価・検討した結果、

LabVIEWとLabVIEW Datalogging and Supervisory Control（DSC）
Module（LabVIEWデータロギング／監視制御モジュール）を採用
することにしました。LabVIEWの操作性と接続性のおかげで、現場
にある全ての計測デバイスを統合し、短期間のうちに、コスト効率よく

監視システムを開発することが可能となり
ました。このようにLabVIEWのメリットを目の
当たりにしたことで、当社では現在、監視
ネットワークにステーションを追加することを
検討しています。また、このプラットフォームを
PEPの別の分野にも展開していく予定です。

PEMEX Exploración y Producción社
Martin Fernandez Corzo氏

本ユーザ事例の全文（英語）は、ni.com/jpにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi8130」と入力する
とご覧いただけます。

ENG Systems社：LabVIEWの採用により、
SANYO社は高品質な電池の開発に成功
課題
変化し続ける製品要件にも対応できる、柔軟性に優れた電池テスト
システムを開発する。

ソリューション
NI LabVIEWを使用して様々な製品ラインに対応できる精密な
テスタを開発する。

SANYO Corporationでは、長年にわたり、高品質な電池を製造して
きました。しかし、次 と々登場してくる電池技術に後れずについていく
ためにも、同社は、製品の計測・テストに使用する高度な装置を必要
としていました。ENG Systems社（以下、当社）ではSANYO社のこの
課題に対し、LabVIEWソフトウェアを使って、24 Vまでの電池の
ほとんどに対応できる新しいテストシステムを開発することで対応しま
した。
テスタの制御には、LabVIEWで開発した計測プログラムを使用

します。このプログラムのストラクチャは、テスト内容が変わるごとに、
いつでも修正・改良を加えることができます。パラメータは外部の
データベースに保存してあるため、プロセスに変更を加える場合で

も、シェルプログラムを修正する必要はありません。そのほかにも、ロジ
カルで操作性に優れ、必要な情報を全て表示してくれるようなテスタ
用フロントパネルを、LabVIEWを使って作成しました。このフロント
パネルでは、テスト結果を色分けして表示します。プログラムによって
欠陥のある電池が検知されると、赤で表示され、ユーザに対し、当該
の電池を分離させるよう通知を発します。検査結果はログファイルに
保存され、Excelやテキストエディターで作業できるようになってい
ます。

ENG Systems
Hungary Ltd.
Zoltan Vanyi氏

本ユーザ事例の全文
（英 語）は、ni.com/jp
にアクセスの上、Info
Code欄 に「nsi8131」
と入力するとご覧いた
だけます。

ユーザ事例

監視システムに採用したシステムアーキテクチャは、それ
ぞれのチームを調整する上で大いに役立ちました。

このENG電池テスタは様 な々製品群に対応すること
ができます。
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DAQTron Trident：デジタルテレビハードウェアを
テストする
ナショナルインスツルメンツのセレクトアライアンスパートナーである
DAQTron Inc.社は、LabVIEW、NI TestStand、PXIハードウェア
プラットフォームをベースとした、デジタルテレビ技術のテストに用いる
ソフトウェア／ハードウェアのセット、「Trident Suite」をリリースしました。
Trident Suiteは、デジタル放送に使用する機器のテスト全般に使用
でき、以下を含みます。
�Trident Transport Stream Generator（TSG）－ビデオの静止
画やストリーム、オーディオサンプルやストリームなど、カスタム仕様
のトランスポートストリームを作成します。その結果生まれるストリーム
には、DVBやATSC、ISDBなどの規格に対応した情報が含まれ
ます。
�Trident Digital Video Generator（DVG）－カスタム仕様の
トランスポートストリームファイルを、PXIベースのNI RF信号発生器
（RFSG）ハードウェア上で再生するのに適したデータ形式に変換
します。
� Trident Digital Video Player（DVP）－DVGで生成されたデータ
をNI RFSGハードウェアにストリームします。その他にも、DVPは
ビットエラーレート（BER）テストを行ったり、信号の品質テストの
ため、障害を加えることもできます。

�Trident Digital Video Analyzer（DVA）－NI RFSAを使って、
バンドパワー、MER、EVM、コンステレーションマップ、周波数誤差
を解析します。

DAQTron Trident Suiteは、デジタルビデオ技術を採用している
デバイスのテストを行うにあたり、最高レベルの柔軟性、更新性を
低コストで提供します。また、LabVIEW、NI TestStand、PXIプラット
フォームの活用により、既存のソリューション（オーディオテストやアナ
ログビデオテストなど）とも簡単に統合できるため、さらなる効率の
向上が期待できます。

詳細については、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi8132」と入力
するとご覧いただけます。

VI Service Network社：RFIDテスタを提供
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VI Service
Newtork社が開発したNI-VISN-100
RFIDテスタは、無線ICタグ（RFID：
radio frequency identification）デバ
イスの適合性のテスト・測定用の
ソリューションです。これは、RFIDプロ
トコルスタックとリアルタイム通信機能
を内蔵した世界初の計測器です。
このテスタはNIベクトルRFモジュール
をベースとしており、2.7 GHzのPXI
アップコンバータを1台、2.7 GHzの
PXIダウンコンバータを1台、3 GHz
RFプリアンプを1台、FPGAベースの
RF受信機を1台使用しています。リアルタイムベクトルRF信号生成／
解析機能を備えたこのテストは、全てのRFID規格に従ってRFID
信号の生成・解析を行うことができます。
適合性テストでは、ホストコントローラから標準の、もしくはカスタマ

イズされたコマンドやパラメータをRFモジュールにダウンロード
します。RFモジュールを使用することで、テストはベースバンド信号を
RF信号に変換し、ケーブルやエアを介してテスト対象となっている

RFIDユニットに転 送します。RF
モジュールは、PXIのシステムハード
ウェアトリガを使用して、テスト対象物
（UUT：unit under test）からの応答
信号を同時に集録することができ
ます。
RFIDの製品開発者や認証機関、

プロトコルの適合試験団体は、「テスト
パネル」で基本的なテストアイテムを
実行し、高度なテストやカスタム仕様
のテストは「テストツールキット」を使っ
て構築することになります。また、RFID
テストツールキットを使ってテストシー
ケンスを作成し、NI TestStandなどの

テスト管理ソフトウェアと統合することで、製造テストシステムを作成
したり、プロトコルの適合性を検証したりすることができます。
NI-VISN-100 RFIDテスタはVI Service Network社が提供して

います。日本では、株式会社ペリテックが提供しています。

詳細は、ni.com/jpにアクセスの上、Info Code欄で「nsi8133」と入力すると
ご覧いただけます。

アライアンス

DAQTron Trident Suiteを使用すると、デジタルテレビ関連機器のテストを自動
化することができます。

NI-VISN-100 RFIDテスタでは、RFIDデバイス用の適合試験が行え
ます。
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Fig.1 計測システムの概念図

Fig.3 GFRP引張における
接着型センサとDICMの精度比較

Fig.4 形状変形を伴うAl梁に
おける理論値と計算値の比較

（a）Al梁変形量の計算値と理論値

（b）変形量修正をしたDICMによる
ひずみの計算値と理論値

アプリケーションコンテスト入賞作品
前号のニュースレターに引き続き、今号でも2007年アプリケーションコンテストの入賞作品を紹介させていただきます。今回は学生部門で最優秀
賞に輝いた東京工業大学 平岡直樹様の作品と、優秀賞に輝いた東京理科大学大学院 小川友岳様の作品の二点を紹介します。
なお、過去のアプリケーションコンテスト入賞作品は、ni.com/jp/apconからご覧いただけます。

デジタル画像相関法を使用したタイヤの
非接触ひずみ・変形同時計測システム
【学生部門 最優秀賞】
東京工業大学
工学部 機械宇宙学科 轟研究室
平岡 直樹氏
1．背景
世界全体の自動車の90％がABSを標準装備しておりABSの供給は十分に高いが、
それでもなお、多くの人身事故が雨や雪による路面の摩擦係数低下により引き起こされて
いる。現在、走行中の路面状態を運転者が直接認識する手段がないため、高い運転
技術を持った運転者にとっても路面状態に合わせた運転を行うことは非常に困難であり、
路面状態認知支援システムの開発が急務となっている。
これに対して、すでに米国ではタイヤ空気圧監視装置の装着義務化が開始され、
車両制動制御の向上を目的として、タイヤ変形計測センサを備えたインテリジェントタイヤ
の開発が始まろうとしている。しかし提案されているセンサは、タイヤにセンサを直接接着
する方法であり、長期間の使用により柔軟材料であるゴムからはく離する問題があり難航
している。そこで、本研究ではホイールリムにイメージセンサと複数のレーザダイオードを
装着し、画像処理診断から非接触でタイヤの3次元変形を計測する革新的なシステムを
構築する。タイヤの3次元変形モニタリングにより、路面とタイヤとの摩擦係数μをリアルタイ
ムで計測することが可能になり、スリップ比と摩擦係数の応答を見ることで、路面状態を
自動車運転手が認知する路面状態認知支援システムが実現される。この路面状態認
知支援システムにより、悪路面環境を走行中に運転者に警告することで、運転者は路面
状態をリアルタイムで認知することが可能になり、悪路面でのスリップによる車両・人身
事故は大幅に減少すると期待される。

2．課題
本システムの目的は、イメージセンサから取り込んだ画像を元に、タイヤの変形形状およ
びタイヤ内面の二次元的なひずみをリアルタイムに計測することである。画像分析による
ひずみ計測法の一つに、画像の特徴ピクセル移動量からひずみ量を計算するデジタル
画像相関法（DICM：Digital Image Correlation Method）が存在する。しかし、タイヤの
ような撮影対象に大きな形状変形が伴う場合は、この方法で直接ひずみ量を求めること
はほぼ不可能である。よって、ひずみ計測を行う前にタイヤの形状変形を撮影画像より
計算し、その結果を用いてデジタル画像相関法の結果を修正する必要がある。
リアルタイムにタイヤの変形・ひずみを計測するためには高速、かつ正確なサブピク
セル精度のパターンマッチングが要求される。しかし、三次元的な変形を伴う対象に対す
る高精度のパターンマッチングは非常に計算が複雑であり、高度な専門知識を必要と
する。

3．ソリューション
3-1．システム構成
システム構築にはNIのLabVIEW 8.2を使用した。また、画像解析用ソフトウェアとしてNI
Vision開発モジュール 8.2.1を使用した。
計測システムの概要をFig. 1に示す。CCDカラーカメラで撮影したイメージを画像集録

ボードNI PXI-1411に取り込む。レーザダイオードの光によってマーキングされたタイヤ
表面上の定点を検出するために画像の二値化をし、そして粒子フィルタ等を通すことで
不必要な情報を削除する。計測したレーザ点の移動からタイヤの形状変形を計算する。
また、取り込んだ画像から複数のROIを切り取り、それをテンプレートとしてサブピクセル
精度のパターンマッチングを行い、ROIの変位量からひずみを計算する。二値化の際の
閾値や必要な情報のみを取り出すための画像処理法、およびパターンマッチングの際の
精度と計算時間の比重を決める各パラメータはフロントパネル（Fig. 2）で設定できる。

フロントパネルの各項目は、
�変形計算進行状況
対象の変形計算について、
何枚の画像を処理したか、
その処理に何秒かかったかを
視覚的・数値的に表示する

�計算した平面形状
計算結果から得られた情報を
元に、平面形状を三次元
グラフで描写する
�変形形状分を修正した画像
変形情報を画像に適応し、適切な大きさ・傾きに修正した画像

�ひずみ計算進行状況

ひずみ計算について、何枚の画
像を処理したか、その処理に何
秒かかったかを視覚的・数値的
に表示する
�ひずみ計算結果
計算されたひずみをグラフに表
示する

�画像上のマッチング状況
パターンマッチングで追跡した
ROIの位置情報を、画像上の赤
いマークで表示する

3-2．結果
本システムの最終目的はタイヤの変形・ひずみを計測することであるが、タイヤは柔軟材
料ゆえに正確なひずみを知ることが難しく、システムの有効性を確認しがたい。よって、ひ
ずみ本システムの有効性および計測精度を確認するために、ひずみセンサや理論式な
どにより正確な変形・ひずみが容易に分かる物質を対象に計測を実施した。

DICMのひずみ計測精度を示す一例として、
ランダムパターンの存在するGFRPの平板に
引張荷重を加えたときの、DICMプログラムによる
計算値と歪みゲージの測定値の比較をFig. 3に
示す。画像分析であっても、サブピクセル精度の
マッチングを行うことで、接触型センサと比べても
遜色のない計測精度が出ていることが分かる。
また、単純支持Al梁に荷重を加え変形させた

ときの変形の計測値と梁のたわみの式より計算し
た理論値、およびDICMで計算したひずみの
計算値と、梁の式より計算したひずみの理論値
の比較をFig.4に示す。梁のたわみという三次元
的な変形を伴う場合のひずみ計測を、一つの
固定カメラによる画像分析のみで行うことは通常
不可能である。しかし、形状変形の計測とDICM
によるひずみの計測結果をすり合わせることで、
Fig.4のように正確なひずみを計算することが
できる。
以上の結果から、本システムが変形・ひずみ

同時計測において有用であることが確認でき
た。

まとめ
NI Vision開発モジュールを用いたことでサブピ
クセル精度のパターンマッチングを行うプロ
グラムを極めて短時間で開発することができた。
画像分析により得られた各データを数値的に
処理することで、面外変形を考慮したひずみ
計測システムを構築することができた。また、
各画像処理の有無やパラメータをフロントパネル
から容易に変更できるため、撮影対象や撮影
条件が変わってもすぐに対応可能という、きわ
めて柔軟なシステムの運用が可能となり、シス
テムの応用範囲が予想以上に広がった。
LabVIEWという直観的で分かりやすいグラ

フィカル言語でプログラムを作成することで、
自分のような初心者でもすぐに実用的なソフト
ウェアが開発可能であった。事実、サブピクセル
精度のDICMを用いたひずみ計測という、通常ならば2年程度をかけて組み立てる計測
システムを、学部生の自分がわずか4ヶ月で作成することができた。
一般に、画像分析による非接触ひずみ計測が可能な測定機器は、単純な一軸引張

でも200万円～、2台のカメラを用いた三次元計測ともなると1000万円～、と非常に高価
である。一方、LabVIEWでプログラムを開発し計測機器を市販のカメラなどで代用する
ことで、全て合わせても50万円程度で計測システムを構築することが可能であり、大幅な
コスト削減を達成できた。その結果、測定する意義はあるがあまりコストは掛けられない、
といったところも含めた広範囲でのシステムの使用が可能となった。

アプリケーションコンテスト
入賞作品

Fig.2 計測システムのフロントパネル
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極超音速エンジン開発におけるTCP/IPを用いた
同時多点圧力計測
【学生部門 優秀賞】
東京理科大学大学院
工学研究科機械工学専攻
小川 友岳氏

1．背景
現在、独立行政法人宇宙航空研究開発機構では、将来の超音速・極超音速航空機用
エンジンとして、液体水素を燃料とする極超音速ターボジェットエンジンの研究開発が
進められている。このエンジンは、極超音速での飛行を可能とするために、空気予冷却器
と呼ばれる熱交換器を持つのが特徴である。空気予冷却器において、エンジンに流入
する高温高圧空気を、極低温の液体水素燃料で冷却することにより、Mach数5以上の
飛行速度を実現することが可能になる。日本における極超音速ターボジェットエンジンの
開発は、1990年に旧宇宙科学研究所においてスタートし、約10年間の地上燃焼試験
フェーズを経た後、2003年に、推力100 kgf級の飛行実験用サブスケールエンジン開発
が始まった。これまでに、要素単体試験が終了し、2007年度にはエンジン全体システムの
総合地上燃焼試験が、2008年度には第1回目の飛行試験が計画されている。
飛行試験機に搭載される計測装置には、機器の小型軽量化が強く求められる。圧力

計測において従来の地上試験で使用していた計測機器（PSI社製system8400）は大型
（高さ312×幅483×奥行き533 mm、重量35.6 kg）であり搭載には不適であることから、
新規の計測機器を採用することになった。圧力計測機器として、フォーミュラカー開発にも
用いられているCANdaq（高さ29×幅69×奥行き105mm、重量0.23kg）と小型電子圧力
スキャナESP-64HD/DTCを用いることとした。重量に関しては、約150分の1程度である。
図1に飛行試験機を示す。この飛行試験機は、大気観測用大気球によって高度40 km
程度まで高度を上昇した後、気球から切り離され、自由落下により超音速飛行状態を
模擬する。下部にはエンジンが取り付けられており、計測機器は上部の計測機器収納
スペースに収納されなければならない。

2．課題
新規に採用された計測機器は、バスとしてイーサネットを用いてデータ集録を行うことが
できる。従来の機器（system8400）のバスはGPIBを用いていており、計測プログラムも
GPIB用に作られていた。そのため今回は新規にイーサネットによるTCP/IPを用いたプロ
グラムを作成する必要があった。また、計測機器の制御に用いるコマンドに関しても、
コマンドとパラメータ、通信が正常に行われたか否かを確認するパリティコードを作り
なおす必要があり、新たにコマンドの生成も行うプログラムを作成する必要があった。
飛行試験では搭載計算機（NI社製CompactRIO）に組み込まれて圧力計測を行う。

そのため、サブVI化を想定したプログラム作成となった。通常の使用では常時圧力
データをモニタリングできるようにし、サブVIとなったときには、メインVIから計測の指令が
あった時のみデータを通信、記録するようなプログラムとした。

主に解決すべき問題は以下の通りである。
�イーサネットを用いたデータ通信
�計測器制御のためのコマンド生成
�イーサネットを用いたデータ集録

3．ソリューション
3-1．システム構成
ソフト NI社製 LabVIEW 8.20 計測機器制御、データ集録
ハード NI社製 NI cRIO-9104 搭載計算機

NI社製 NI PXI-8196 地上計算機
Chell社製 CANdaq データ転送・A/D変換
Chell社製 QD-VP バルブ操作
PSI社製 ESP-64HD 電子圧力スキャナ（最大64点）

システム構成の概念図を図2に、試験模型を図3に示す。エンジン各部に備えられた
圧力計測点の圧力は圧力導管を介し圧力スキャナ（ESP64HD）に届く。スキャナで計測
された最大64点の圧力信号（アナログ出力）はスキャナコントローラに送られる。スキャナ
コントローラでA/D変換が行われ（分解能16ビット）、デジタル出力がイーサネットを介し
搭載計算機（cRIO）に送られる（サンプリング周波数10 Hz）。このデータはさらにイーサ
ネットを介し、地上計算機（PXI）に送信され、別機器で計測されるデータと一括して記録
される。

3-2．結果
LabVIEW 8.20を用いて計測プログラムを作成し、極超音速ターボジェットエンジンの
地上燃焼試験で実際に運用して、エンジン各部の圧力計測を適切に実施できることを
確認した。
図4に計測プログラムのフロントパネルを示す。フロントパネル上で、計測器のIPアドレス

や通信を行うポート番号を指定すると、計測機器とTCP/IP通信が行える。また。コマンドは
プルタブから選択できるようになっており、必要に応じて、コマンドの送信が可能となって
いる。圧力データは随時、右側のグラフで確認することができる。
イーサネットを使用しTCP/IP通信を利用することにより、遠隔からの制御、データ取得が
可能となった。これは地上における試験においても、燃焼試験のように供試体を遠隔操作
しなければならない場合に、とても有効である。今回試験を行ったエンジンは水素を燃料
として用いているため、安全確保に十分に気を配らなければならない。この点においても、

イーサネットを用いた計測機器の制御、データ集録は非常に有効である。さらに、多くの
実験施設においてイーサネットはすでに敷設されている。実験を行うにあたり、新たにケー
ブルを用意し、引き回さなくてもよいため、実験準備や撤収作業にかかる時間が大幅に
短縮された。
今回使用したCANdaqには、メーカ供給の計測プログラムが付属していた。ただ、付属

プログラムでは、圧力計測のみが可能であったため、温度や空気流量といったものは
まったく別のプログラムで計測する必要があった。一方、LabVIEWにより作成した本プロ
グラムで、圧力計測が可能になったことにより、他の計測機器で計測されている温度や
流量といったデータを一つの計算機でまとめて取り扱うことが可能となる。これは
LabVIEWで作成したプログラムで制御、計測できる計測機器が多岐に渡ることによる。
そのため、データ集録の同期性も確保でき、さらには計算機の数を減らすことができる。
これは、飛行試験では重要課題である軽量化、省スペース化を容易とするものである。
さらに本プログラムはサブVI化を想定して作成したものであるため、汎用性が高い
プログラムとなった。したがって、今回のようなエンジンの燃焼試験に限らず、前述のフォー
ミュラカーの開発や航空機機体の開発などにも、すぐに適用可能であると考えられる。
特にPSI社製の電子圧力スキャナ（ESP-64HD）は同時に64点の圧力計測が可能と
いった非常に高い計測能力を持つものであり、このような機器をLabVIEWで作成した
プログラムによって、イーサネットを介し制御や計測が可能となったことは、非常に有意義
なことである。
プログラム作成においても、標準のアイコンとしてTCP/IP通信に関するものが用意され
ていたため、他の言語（C言語やVBなど）でプログラムを作成するより大幅に準備時間を
短縮できた。また、制御におけるコマンド生成についても、バイナリ‐ASCIIの変換が簡単
に行えたことや、パリティの生成が効率的に行えたことで、時間の短縮に大きく寄与した。
コマンド作成に関してもVIを作成することで有機的に問題を解決することができた。

アプリケーションコンテスト
入賞作品

図1 飛行試験機（下部：極超音速エンジン）

図2 計測システム概念図

図3 試験模型（左：上流側から全体、右：コアエンジン部）

図4 計測フロントパネル
［写真提供：JAXA］
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新製品情報 2008年2月～4月
【PXI製品】
■PXI用高出力ソースメジャーユニット
「NI PXI-4130」
�チャンネルの1つに測定精度を高める
4線式リモートセンス機能とソース（供給）
とシンク（吸い込み）を可能にする±20 V
の四象限出力機能を搭載

�電圧・電流の出力と測定が可能なプログラマブル電源チャン
ネル搭載

�測定対象に応じた5通りの電流範囲を提供
Info code：jpguk4

■超高密度PXIスイッチ
「NI PXI-2535」、「NI PXI-2536」
�3U型のPXIスロット1つで得られるマトリクス密度としては業界
最高のクロスポイント数対面積を誇る544クロスポイントを提供。
（2008年2月19日現在、当社調べ）
�「NI PXI-2535」：4 x 136単線式マトリクス
�「NI PXI-2536」：8 x 68単線式マトリクス

電界効果トランジスタ（FET）技術を採用しており、無限の寿命、
無制限の同時接続数、毎秒50,000クロスポイントに上るスイッチ速度
を実現。

Info code：jpia79

【データ集録製品】
■USB型USBデータ集録デバイス5製品
�高確度（18ビット）データ集録デバイス
「NI USB-6281」、「NI USB-6289」

Info code：jpvevc
�信号調節機能付USBデータ集録デバ
イス（バスパワー式）

「NI USB-9219」、「NI USB-9229」、
「NI USB-9239」

Info code：jpkfk7

■USB型デジタルマルチメータ（DMM）
「NI USB-4065」
�より幅広いポータブル計測のニーズに
対応した、バスパワー式小型軽量デバ
イス（17.8 x 10.4 x 3.3 cm、281 g）

�61/2桁の分解能
�デジタイザモード：最大秒間10回（61/2桁）の計測、秒間
3,000回（41/2桁）の計測が可能

�±300 Vの絶縁・最大3 Aの電流計測、2線式もしくは4線式の
抵抗計測が可能

�独自のソフトフロントパネル付属
�「NI LabVIEW SignalExpress LE」（対話式計測ソフトウェア）
付属 Info code：jp5knx

【ソフトウェア製品】
■シミュレーションツールの最新版
「NI LabVIEW 8.5制御系設計／シミュレーションモジュール」
開ループモデルの動作解析や、閉ループ
コントローラの設計、システムのシミュレー
ション、リアルタイムシステムへの実装機能
などを備えており、自動車業界や電機業界
において、モデルベース開発や試作レス開
発を行う際に有用

Info code：jpwvbe

■PCベースのデータ集録に関するトレーニングテキスト
「初めてのデータ集録：成功への7つのステップ」（日本語版）
設計・セットアップ・テストに必要な7つのステップを学ぶことが
できる。 Info code：jpzmup

ニュース
■2008年3月11日 日本NI、ネオリウムとの協業により、制御／シミュレーション分野へのサポートを強化
日本NIは制御／シミュレーション分野において幅広いノウハウを持つネオリウムと協業することで、日本市場において制御／シミュレーション
向けアプリケーションへのサポート強化を目指します。またネオリウムが日本NIのアライアンスプログラムに参画することで、HILS（Hardware-
in-the-loop-simulation）においてモデルを含めたトータルソリューションを提供することが可能となります。本ニュースの全文は、（info code：
jpzzaa）にてご覧ください。

■2008年2月27日 日本NI、サポート強化のためNF回路設計ブロックとNI Multisim（対話式回路シミュレータ）の販売代理店契約を締結
NI Multisimの柔軟性に富んだシミュレーション機能と、エヌエフ回路設計ブロックの電子計測器、ハイブリッドICおよび電子回路設計技術
を組み合わせることで、高度な電子機器設計技術におけるトータルソリューションを幅広く提供する事が可能となります。本ニュースの全文
は、（info code：jpewkb）にてご覧ください。

新製品情報

詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info code欄に各製品のInfo Code
を入力するとご覧いただけます。
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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。

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

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。

展示会出展予定（2008年6月）
◆`08画像センシング展
【日 時】6月11日（水）～6月13日（金）10：00～17：00

【場 所】パシフィコ横浜 展示ホール 小間番号：29

【入場料】無料（展示会参加登録が必要です）

http：／／www.adcom-media.co.jp/sensing/getinv.html

無料セミナー
◆LabVIEWってなに？【体験形式】
1日でLabVIEWが分かる初心者向け大人気セミナー。LabVIEWをゼロから学び、プログラ

ミング構築まで1日で体験！ データ集録、解析、表示をプログラミングなしですばやく実行

できる、対話式計測ソフトウェアLabVIEW SignalExpressも紹介します。
�午前の部：「ゼロからのLabVIEW」
�午後の部：「LabVIEW実践セミナー」～実際にPCを操作して簡単なLabVIEWプログラムを

作成します。

【開 催 時 間】10：00～16：30

【開催日・場所】全国各地で定期開催中。最新情報は、ウェブサイトをご覧ください。

◆PCベースロギングってなに？【体験形式】
ソフトウェアLabVIEWを使ってつくるUSBロガー

あらゆる業界で必要とされる計測データを、PCを使って集録し処理するニーズが高まっています。

本セミナーでは、USBを使ったNIデータ集録システムを、実際にPCを操作しながら体験できます。
�午前の部：「PCベース計測におけるグラフィカルプログラミング言語‐LabVIEWの必要性」
�午後の部：「USBデータロガーとLabVIEWを使用したPCベース計測実践セミナー」

【開 催 時 間】10：30～16：30

【開催日・場所】5/30（金）岡谷、6/11（水）厚木、6/13（金）大阪、6/18（水）津、6/20（金）高崎

◆計測器制御入門セミナー【体験形式】
本セミナーでは、まず自動計測器制御に何が必要か、どの様な手順で行うかなどの自動計測の

基礎を説明します。

次に、自動計測器制御を行うのにあたり、LabVIEWをはじめ、どのようなソフトウェアがあり、どの

ようなメリット・デメリットがあるかを比較します。

最後に、従来自動計測器制御で主流であったGPIBに加え、近年はPC技術の発達でUSB、

LAN、PXI、LXIなど様 な々新技術が自動計測に用いられている中、これらのバス技術を比較し、

それぞれをどのようなときに使えばいいのかを事例を交えて説明いたします。

【開 催 時 間】10：30～16：30

【開催日・場所】6/12（木）八王子、6/13（金）千葉、6/20（金）つくば

◆音響・振動の集録と解析
高度な音響・振動解析に必要不可欠な要素は三つあると言われています。

1）純粋なアナログ信号を集録するための高精度マイクやセンサ

2）高いサンプリング性能、広いダイナミックレンジ、そして多チャンネル同時集録に対応する

拡張性を備えたAD変換用のハードウェア

3）複雑な解析を測定対象に応じて自在にプログラム・カスタマイズできるソフトウェア

本セミナーでは音響・振動解析に必要なテスト項目や、計測に最適な環境を構築するために

LabVIEWに代表されるNIのソフトウェア、そしてPXIに代表されるNIの同期プラットフォームが

どのように役立つか、デモや簡単なプログラミングを通じてご紹介します。

【開 催 時 間】13：30～16：30

【開催日・場所】6/18（水）八王子、6/20（金）名古屋、6/26（木）横浜、6/27（金）宇都宮

Web
◆LabVIEWとは？
LabVIEWについて、計測用途別に技術資料やビデオがご覧いただけます。

http：／／www.ni.com/labview/whatis

◆環境エンジニアリング
環境面・経済面に配慮した製品の設計、開発に役立つNIの計測・制御テクノロジについて

ご紹介します。

http：／／www.ni.com/greenengineering

◆LabVIEW FPGAのページがリニューアルしました。
http：／／www.ni.com/fpga

◆ni.com/jp/demoにて、以下の新規デモがご覧いただけます。
�LabVIEWの舞台裏－マルチコアの性能を引き出すテクノロジ
�LabVIEW FPGAの概要
�LabVIEWクイックガイド
�LabVIEW開発・実行環境の紹介

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（2008年6月末まで）
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、認定試験も何度でも受験していただけます。

SSP*加入の方：350,000円、SSP*未加入の方：400,000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）

◆スタンダード・トレーニング・メンバーシップ（2008年6月末まで）
SSP契約を2005年10月4日以降に結ばれた方は、自動的に「スタンダード・トレーニング・メン

バーシップ」に加入している状態となり、トレーニングコースをお申し込みいただく際、2コース目以

降は受講料が40％OFFとなります。

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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