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イノベーションの必要性
企業の多くが、これまでにない困難に見舞
われていることは疑いようのない事実です。
米国内においては住宅ローン危機が金融危機を生み、金融危機
が金融恐慌を生み、金融恐慌が政府による大規模な経済刺激策
および救済策につながりました。一方、グローバルエコノミーも、深刻
かつ大規模な不景気に突入しています。景気後退のために予算が
削減され、予算が削減されたことで、人員削減、一時解雇、休暇の

強制取得などが発生しています。
今日のような経済環境を引き起こした原因として、批難の矛先が主に、ここ10年ほどの間に

起こった「金融工学」へと向けられています。アメリカのビジネス誌では、イノベーションの不足
が金融危機を引き起こす条件を生み出したのではないかと伝えています。この記事では、現
在の状況に陥った原因としてウォールストリートや銀行には責任がないとは言ってはいません
が、私たちがイノベーションによって生産性向上やアウトプットの向上が実現できたと感じるよう
になる上での根拠となった統計の多くが誇張されたものであった、と指摘されています。同誌
では、「景気後退というこの状況から抜け出せるかどうかは、一部、イノベーションが再開する
かどうかにかかっています」と伝えています。
私たちは皆、少しのリソースでより多くのことを行わなければならない（Do more with less）、と

言われた経験があるはずです。この言葉を、これまで以上に実感している人がほとんどなの
ではないでしょうか。実際のところ、私たちエンジニアや研究者は、より多くのことを成し遂げる
ためにはどうすべきか、その方策を探し出さなければなりません。個人的にも、ビジネスの観点
から言っても、私たちはより効率よく、イノベーティブに物事を進める方法を見つけなければなら
ないのです。
「Do More（より多くのことを行う）」、それを実現する鍵を握るのは、一人の人間でもなくひと
つの会社でもなく、ひとつの技術でもありません。私たち全員が何らかの役割を果たさなけれ
ばなりません。ナショナルインスツルメンツでは、お客様がこれまでよりも多くの設計・制御・テス
トが行えるようなツールやソリューションを提供することで、何らかのお役に立てるものと信じて
おります。2001年から2003年にかけての景気後退の折にも行ったように、NIでは、苦しい時期
にこそ戦略的投資を行うことで、長期的にみれば大きな効果が得られるとの信念のもと、R&D
チームの強化を続けています。
このような投資を行った結果、多数の新製品が誕生しています。その中のいくつかを本号
のInstrumentation Newsletter内でご紹介しています。その代表的な製品が、NIのグラフィカ
ルシステム開発環境の最新版であるNI LabVIEW 2009です。最新版のテーマは「Do More」
です。皆さんに納得していただければ幸いです。

―マーケティング／カスタマーオペレーション バイスプレジデント
John Graff
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LabVIEW 2009の新機能：
並列プログラミング、ワイヤレステクノロジ、リアルタイム数式処理
環境の変化にいち早く対応できる、
急速な進化が可能な柔軟性の高いツールが必要な時代が来ました。
NI LabVIEW 2009は、並 列 マル チコアとFPGA（field-
programmable gate array）ベースのアーキテクチャを有効に
活用できる新機能のほか、ワイヤレスセンサや数式処理アル
ゴリズムをリアルタイムハードウェアに簡単に実装できる、新し
い組込機能を搭載した全プラットフォーム対応の最新ソフト
ウェアです。この最新バージョンのLabVIEW 2009を導入す
れば、新しいプログラミング機能と生産性向上機能を使用し
て、アプリケーションの効率化とパフォーマンスの向上が可能
となり、進化し続けているPCや組込技術プラットフォームをより
効果的に活用できるようになります。
世界的に経済状況が悪化している現在、エンジニアと研

究者には、リソースの消費を抑えつつ多数のプロジェクトを推
進しなければならないというプレッシャーが重くのしかかって
います。しかし逆に、こうした近年の金融危機と金融恐慌の
おかげで、科学と技術が真の成長と回復の起爆剤になると
いう点が大きくクローズアップされるようになりました。実際、景気沈滞
に直面したあとに経済を刺激しようとする動きが強まり、医療研究、
デバイス開発、インフラストラクチャ整備、環境モニタリングで新たな
成長の機会が生まれています。LabVIEW 2009の開発にあたっては、
これらの新しい分野における成長の機会を有効に活用し、イノベー
ションを迅速かつ効率的に推進するのに、エンジニアがどのような
機能を求めているかを重視しました。

並列プログラミング
多くの市場でマルチコアPCが広く使われている現在では、高性能で
直観的なプログラミング環境であるLabVIEWが、並列プログラミン
グソリューションを代表するものとなっています。以前のバージョンと同
様、LabVIEW 2009でも、同じ並列設計手法を使用して、マルチコア
PCやFPGAなどのハードウェアプラットフォームの並列プログラミング
を容易に行うことができます。
�マルチコアプログラミング― LabVIEW 2009では、データ参照言
語、LabVIEW独自の繰り返し処理言語、高度なオブジェクト指向
プログラミング言語など、アプリケーションの開発に必要な様 な々
汎用言語を強化しています。なお、LabVIEW 2009は、ひとつの
Forループの繰り返し処理を複数のコアに自動的に分散させること
ができる並列Forループという新機能を搭載しています（これは、
「ループアンローリング」と呼ばれることもあります）。並列Forループ
では、新しいワーカ数を入力することを除き、このループ構造が
LabVIEWの一般的なForループと同じになるように、データの入出
力処理を分割し再解析する仕組みになっています。例えば、For
ループを100回繰り返すアルゴリズムがある場合、このアルゴリズ
ムを2つのワーカに分散させて実行すれば、デュアルコアマシン上
の2つのコアで繰り返し処理を50回ずつ行えることになります。
LabVIEW 2009に搭載されているその他の高度な機能について
の詳細は、ni.com/labview/whatsnew/jaをご覧ください。

�FPGAプログラミング―現在使用できるハードウェアアーキテク
チャの中で最も並列性が高いアーキテクチャと言えるのがFPGA
です。LabVIEW 2009 FPGAモジュールは、LabVIEWの並列プロ
グラミングをベースとしており、Xilinx Virtex-5 FPGAに直接プログ
ラムが書き込めるようコード生成するため、LabVIEWを使い慣れて
いるユーザは簡単にFPGAのプログラミングが行えます。その他に
も、LabVIEW 2009は、FPGAリソースの消費量やタイミング制約を
早期に確認できるコンパイラフィードバックのほか、クリティカルパス
のタイミング違反のデバッグ、高スループットの計算と信号処理に
利用できる新しいIP（Intellectual Property）をサポートしています。
これらの新しい開発およびデバッグツールを搭載したLabVIEW
2009は、経験豊富なFPGA設計者がLabVIEWのグラフィカルな
プログラミング環境をそのまま利用して、設計を簡単に調整し繰り
返すことができる環境も実現します。LabVIEW 2009 FPGA
モジュールおよびその他のLabVIEW 2009対応モジュールの
詳細については9ページをご覧ください。

�仮想化―現在では、多くのエンジニアが複数のOSを利用して
アプリケーションを実行し、リアルタイム処理、ユーザインタフェース
グラフィックス、各種のプログラム／サービスなど、様 な々恩恵を享
受しています。これまでは、複数のOSを利用するアプリケーション
を利用するには、複数のコンピュータが必要でしたが、仮想化技
術が登場した現在では、2つ以上のOSを1台のコンピュータにイン
ストールし、システムの一元化を図ることができます。LabVIEW
2009とともにリリースしたNI Real-Time Hypervisorソフトウェアパッ
ケージでは、この仮想化技術を使用して、LabVIEW Real-Timと
Windows XPの両方のOSを、マルチコア搭載のシングルボード
PXIまたは工業用コントローラ上で並列動作させることができます
（同時に、確定性とリアルタイム性を維持することもできます）。なお、
Real-Time Hypervisorがプリインストールされたシステムを購入す

トピック

図1.新しいNI Real-Time Hypervisorでは、仮想化技術を使用して、
LabVIEW Real-TimeとWindows XPの両方のOSを、

マルチコアを搭載したシングルコントローラ上で並列動作させることができます。

（4ページに続く）
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れば、ハードウェアコストと全体的なシステムフットプリントの削減が
図れると同時に、これまで不可能だった方法でマルチコアプロセッ
サを活用できるようになります。仮想化技術の詳細については25
ページをご覧ください。

ワイヤレステクノロジ
ナショナルインスツルメンツでは、従来の有線システムと比べて柔軟
性と低コスト性に優れたワイヤレスデータ集録（DAQ）デバイスを提
供しています。このデバイスを導入した場合には、固定ネットワークや
システム設定にとらわれることなく、また工場内にケーブルを引き込む
必要もないため、デバイスの設置や保守よりも、計測に多くの時間を
かけられるようになります。従来と同じように、LabVIEW 2009も、このワ
イヤレステクノロジを普及させる重要な役割を担っています。
�ワイヤレスセンサネットワークプラットフォーム（WSN）―ナショナル
インスツルメンツでは、LabVIEWと、信頼性に優れた低消費電力
タイプの新しいワイヤレス計測ノードで構成されるリモートモニタ
リングソリューション「ワイヤレスセンサネットワーク（WSN）プラット
フォーム」を提供しています。この計測ノードをLabVIEWでプログ
ラミングして使用すれば、リモートモニタリング、環境モニタリング、リ
ソースモニタリングで新たな機会を創出することができます。また、
このノードは、コンピューティングリソースの消費量と電力消費量を
抑えながら数年間にわたって動作するように最適化されています
が、LabVIEWWSNモジュールPioneerを利用して各ノードの動作
を個別にカスタマイズすることも可能となっています。なお、この
WSNプラットフォームでは、直感的なグラフィカルプログラミング環
境を使用して、各ノードのバッテリの寿命を延ばしたり、カスタム解
析を実行したり、ノードに条件判断機能を組み込んで応答時間を
短縮したりすることができますが、以前にこうしたメリットを享受する
には、組込OSとローレベルのイベントベースプログラミングに関する
専門知識が必要でした。WSNプラットフォームの詳細については
8ページをご覧ください。

�RFワイヤレステスト―現在では、大半の家電製品にワイヤレス通
信・制御機能が搭載されるようになり、家電メーカ各社は機能テス
トの要件にワイヤレステストを加える必要に迫られています。こうし
たニーズに対応するため、ナショナルインスツルメンツでは、ベース
バンドから26 GHzまでの信号に対応した計測ハードウェア（RFス
イッチやオシレータなど）とともに、従来の機能テストプラットフォーム
にワイヤレスデバイスを簡単に組み込んでテストできる独自のソフ
トウェア定義型システムを提供しています。また、GPS、WLAN、
WiMAXの各システムのほか、一般的な多重入出力（MIMO：
multiple input, multiple output）システムのテストにも使用できる新
しい標準ツールキットをLabVIEW 2009に搭載し、増大するワイヤ
レス規格との互換性を高めるという取り組みも行っています。
MIMOテストの詳細については18ページをご覧ください。

リアルタイム数式処理
組込システムを設計する際には、頑丈で扱いやすい小型の組込プ
ロセッサ上で、実環境I/Oと信号処理・制御アルゴリズムを組み合わ
せて動作させる必要があります。これまで、エンジニアや研究者がこ
のようなデバイスアルゴリズムを扱うには、特定の信号処理・制御分
野の専門知識が必要であり、デバイスの実装を担当するエンジニア
も、パッケージング、コスト、物理リソースを考慮に入れながら作業を行
わなければなりませんでした。また、専門家が設計ツールを使用して
開発したアルゴリズムの多くには、ハードウェア上で正常に動作させ
るために、C言語を使用して再実装する必要があるという問題があり
ました。
LabVIEWを導入すれば、このようなアルゴリズムの設計から、リア

ルタイムハードウェアを使用した試作までのステップを短縮できるだ
けでなく、設計・試作に携わった担当者が信号処理・制御ハードウェ
アの開発まで担当できるようになります。それに加え、LabVIEWの
ユーザは、アルゴリズムをリアルタイムにI/Oに簡単に実装し、オリジナ
ルのシステムを実環境データで迅速に試作できます。なお、ナショナ
ルインスツルメンツでは、LabVIEW 2009 MathScript RTモジュール

図2. LabVIEWとNI WSNプラットフォームを使用すれば、低消費電力タイプのワイヤレス計測ノードを用いて
分散型のワイヤレスモニタリングを実現することができます。
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リアルタイムプロセッサおよびその他のハードウェア

従来の方法

LabVIEW 2009のリアルタイム数式処理手法

.mファイル

を提供することによって、LabVIEW MathScriptをリアルタイムに実行
できるようにし、リアルタイム数式処理のオプションの幅を広げてい
ます。例えば、各分野の専門家がこのモジュールを使用すれば、.m
ファイルとして作成しておいた数式処理スクリプトをLabVIEWに直接
読み込んで再利用し、デスクトップ上で実行したり、リアルタイムに実
行したりすることができます。多くの分野の専門家が様 な々言語で開
発したアルゴリズムをリアルタイムプロトタイプ作成環境に直接読み
込んで簡単に実行できるのが、LabVIEW 2009の特長です。

様々な新機能を搭載したLabVIEW 2009
景気が後退している現在、どの企業も、優先順位を再考して新たな
ビジネス機会を迅速に捉えなければなりません。このように低迷して
いる景気を回復させるうえで重要な役割を担っているのがエンジニ
アと研究者です。ナショナルインスツルメンツでは、LabVIEWを年に
一度リリースするという戦略を展開しており、様 な々新機能を迅速に

追加してプラットフォームを進化させると同時に、ユーザのアップグ
レードプロセスの改善を図っています。LabVIEW 2009は、最先端の
並列プログラミング、ワイヤレステクノロジ、リアルタイム数式処理を提
供するとともに、LabVIEWユーザに特化した様 な々新機能と強化さ
れた機能を搭載しています。

―LabVIEW FPGAプロダクトマネジャー
Rick Kuhlman

―LabVIEWプロダクトマネジャー
Jeffrey Phillips

LabVIEW 2009についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info

Code欄に「nsi9301」と入力するとご覧いただけます。

1．VIスニペットツール：ブロックダイアグラムの一部を画像として保存し、ドラッグ＆ドロップでブロックダイアグラムに挿入できます。
2．部分ダイアグラムクリーンアップ：ブロックダイアグラムクリーンアップツールが改良され、コードの一部を自動で再配置します。
3．アイコンエディタの機能強化：アイコンエディタが改良され、テンプレート、テキスト入力、レイヤー機能が搭載されました。
4．プローブ監視ウィンドウ：デバッグ作業中にワイヤに付けたすべてのプローブを、1つのウィンドウ内で閲覧／管理できるようになりました。
5．VI再帰：VIサーバ機能を使わずに、サブVIの再帰呼び出しができるようになりました。

LabVIEW 2009の新機能は、ni.com/labview/whatnew/ja/features.htmからご確認いただけます。

LabVIEW 2009の新機能トップ5

図3.従来の数式処理ツールで開発したスクリプトをマルチコア搭載のリアルタイムハードウェアターゲットに実装する場合には、
いくつかのステップを踏まなければならないことがあります。
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デプロイメント

LabVIEWアプリケーションビルダ
（LabVIEW Application Builder）

LabVIEW Real-Timeモジュール
（LabVIEW Real-Time Module）

LabVIEW FPGAモジュール
（LabVIEW FPGA Module）

マイクロプロセッサ
SDK

（LabVIEW Microprocessor SDK）

ソフトウェアエンジニアリングプロセス

要件管理

NI Requirements
Gateway

アプリケーション
アーキテクチャ

LabVIEWステートチャートモジュール
（Statechart Module）

開発

LabVIEWデスクトップ
実行トレースツールキット
（Desktop Execution Trace Toolkit）

NI リアルタイム
実行トレースツールキット
（Real-Time Execution Trace Toolkit）

検証

LabVIEWユニットテスト
フレームワークツールキット
（Unit test Framework Toolkit）

LabVIEW
VIアナライザツールキット
（VI Analyzer Toolkit）

複雑なテストアプリケーションを
LabVIEW 2009で確信を持って開発
テストエンジニアが直面するソフトウェア／ハードウェア課題の難易度は、
この20年間で飛躍的に高まっています。
かつてテスト／計測向けソフトウェアは、主に計測器の制御ツールと見
なされていました。しかし現在では、スループットの改善やテスト対象
範囲の拡大を図るべく、自動テストに対するニーズが高まっており、こ
れらのソフトウェアは自動テストシステムに不可欠な要素と位置付け
られています。ソフトウェアの重要性が増すにつれて、テストエンジニア
には今日、きちんと機能するだけでなく、高い品質基準を満たすテスト
ソフトウェアを提供することが求められています。
さらにテストエンジニアは、機能がどんどん複雑になる製品を、以
前よりも数多くテストしなければならないというジレンマを抱えてい
ます。こうした状況下でスループットを改善したりテスト対象範囲を拡
大したりするため、現在の自動テストシステムではFPGA（Field
Programmable Gate Array）やマルチコアプロセッサといった高性能
テクノロジの採用が欠かせません。これらのテクノロジをLabVIEW
2009と組み合わせて活用すれば、ワイヤレステストやリアルタイム
テストなどの高度なアプリケーションの開発や検証を、標準的な開発
プロセスに沿って確信を持って進めることが可能です。

新型ソフトウェアエンジニアリングツールでテストシステムを検証
現在テストエンジニアに求められているのは、単にユニットの機能を
テストするソフトウェアを開発することだけではありません。技術的な
テスト要件を満たしつつ、テストシステムを自動化するソフトウェアそ
のものの品質を保証する必要もあります。例えば疑似衛星をテストする
場合は、数十個に及ぶサブシステムを数十種類もの計測器を使って、
しかもあらかじめ決められた開発プロセスや検証プロセスに沿って
実行する必要があります。ソフトウェアエンジニアリングやコード検証
用にLabVIEWが新たに用意したツール群を活用すれば、開発者は
複雑なテストシステムに向けた規格やソフトウェアエンジニアリングの
ニーズを、より簡単に満たせるようになります。

LabVIEW 2009が備える新たなソフトウェアエンジニアリングツー
ル群は、図1に示すように、ソフトウェアエンジニアリングプロセスの各
工程において開発者の作業の軽減に役立ちます。まず要件管理の
工程では、要件管理ツールであるNI Requirements Gatewayが用意
されています。開発者はこれを使って、テストシステムをLabVIEW上
で実装する際の要件をトレースできます。開発の工程では、動的コー
ド解析ツールであるLabVIEWデスクトップ実行トレースツールキット
（Desktop Execution Trace Toolkit）が新たに追加されました。これを
使えば、VI（Virtual Instrument）の実行に関する低レベルの詳細を
把握できるため、アプリケーションのデバッグが容易になります。次に
検証の工程では、LabVIEWユニットテストフレームワークツールキット
（Unit Test Framework Toolkit）を使ってVIの機能テストを自動化
し、各VIが仕様を満たしているかどうかを確認することが可能です。
これらの新しいソフトウェアエンジニアリングツール群は、LabVIEWが
大規模アプリケーションの開発に向けて従来から備えていた機能を
補完するもので、開発者が信頼性の高いテストシステムをより短期間
で作成できるように支援します。

FPGAで高度なテスト要件をクリア
半導体チップから前述の衛星に至るまで、現在の先端技術を駆使
した製品は、テスト装置に高度な要件を求める場合がほとんどです。
具体的には、製品を構成するサブシステムのシミュレーションや同期
に向けて、カスタム仕様の高速通信プロトコルに対応したり、複雑なタ
イミング機能やトリガリング機能を備えたりする必要があります。
LabVIEWはこうした要求に応えるため、NI Rシリーズや新しいNI
FlexRIO PXIモジュールなど、プログラム可能なFPGAを内蔵した計
測ハードウェアへのアクセスを提供しています。データ集録装置

特集

図1. LabVIEW 2009では、開発プロセスの各工程に向けて新たにソフトウェアエンジニアリングツールを用意しました。
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変調精度（EVM：Error Vector Magnitude）（10回計測の平均値） 
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（DAQデバイス）であるNI Rシリーズは、オープンな（ユーザが任意
のハードウェアを実装できる）FPGAと品種ごとに異なる特定機能の
I/Oフロントエンドを搭載しています。一方でNI FlexRIOモジュール
は、オープンなFPGAを内蔵している点は同じですが、フロントエンド
については自由度が高く、市販品やユーザが独自に開発したフロン
トエンドを組み合わせることが可能です。これらに内蔵されたFPGA
を活用すれば、アプリケーションを高速に実行できます。FPGAは原
理的にハードウェアによる並列処理が可能な上に、プログラマブルな
特性によって様 な々要件に対応できる高い柔軟性を備えているから
です。LabVIEWは、使いやすいグラフィカルな開発環境を提供する
ことで、テストエンジニアがVerilogやVHDLといったハードウェア記
述言語を習得しなくてもFPGAを活用できるように支援します。
LabVIEW2009では、ユーザがFPGAのプログラミングに費やす時

間をさらに削減できるように、アプリケーション実行時やシミュレー
ション時、コンパイル時のフィードバック情報を改善しました。例えば
図2に示すように、ユーザの所望の速度で実行できないループを見つ
け出したり、コード中でそのループのサイクル時間を決定しているクリ
ティカルパスをハイライト表示したりすることができます。

ワイヤレステストとリアルタイムテストに向けてマルチコアプロセッサ
のパワーを解き放つ
LabVIEW 2009では、進化し続けるマルチコアプロセッサを活用して
ワイヤレステストシステムとリアルタイムテストシステムの性能を高める
各種ツールを提供しています。ワイヤレスデバイスに対する要求が高
まる中で、テストエンジニアはその要求に応えるべく、より高速なテスト
システムを開発しなければなりません。モジュール方式の計測システ
ムにおいて市販のマルチコアプロセッサを利用すれば、RF計測の大
幅な高速化が可能になります。マルチコアプロセッサに対応した新
製品のNI無線LAN計測ツールキット（NI WLAN Measurement
Suite）を使うと、図3に示す通り、IEEE 802.11a/b/g規格に準拠した各
種計測を従来の計測器と比べて5～10倍も高速に実行できます。こ
のほかにもソフトウェア定義のアーキテクチャには、同一のハードウェ
アでWiMAXやGPSといった複数の無線規格に対応できるというメ
リットがあります。
マルチコアプロセッサはこのほか、HIL（Hardware-in-the-Loop）テ
ストやリアルタイムテストといった、時間的な制約が厳しいテストアプリ
ケーションの実行性能向上をもたらします。リアルタイムテストでは、ソ
フトウェアとI/Oを確定的に実行する必要があるため、プロセッサリ
ソースへの依存度が高くなります。例えば、ナショナルインスツルメンツ
が新たに提供するリアルタイムテストソリューションであるNI
VeriStandを使えば、マルチコアプロセッサ上でシミュレーションモデ
ルを実行することが可能になり、より高いループ速度が得られるように
なります。このテクノロジの詳細については、10～11ページを参照して
ください。
テストエンジニアが直面する課題は尽きません。エンジニアたちは
競争力を維持するために、信頼性の高いテストソフトウェアを構築し
たり最新のハードウェアを使いこなしたりする能力が求められてい
ます。LabVIEW 2009を駆使することで、テストエンジニアは難易度
が増すこれらの課題を乗り越えられるでしょう。

―NI TestStand/NI Requirements Gateway
プロダクトマネジャー
Santiago Delgado

複雑なテストアプリケーションにおけるLabVIEW

2009のさらなる活用法については、ni.com/jp/

infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9305」

と入力して表示されたページをご確認ください。

図2. LabVIEW 2009 FPGAモジュールを使えば、所望の速度で処理できない
ループを見つけ出せるため、開発期間を短縮できます。

図3. LabVIEWとマルチコアプロセッサを使えば、無線LANテストのスペクトルマスクテストや
変調精度（EVM：Error Vector Magnitude）測定といったワイヤレス計測が高速化できます。
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信頼性に優れた、低電力のワイヤレス計測が行える
最新WSNプラットフォームが登場
NIワイヤレスセンサネットワーク（WNS：wireless sensor network）は、
NI LabVIEW（グラフィカルプログラミングソフトウェア）と、リモート計
測用の信頼性に優れた低電力ワイヤレスノードとで構成される、
リモートモニタリングソリューションです。
NI WSNプロトコルはIEEE 802.15.4規格をベースとしており、メッ

シュルーティング機能を備えています。つまり、WSNのルータでエンド
ノードから中央ゲートウェイまで計測データの受け渡しが
行えます。メインのルータが利用できず、他のルータが利
用できる状態にあるような場合は、そちらのパスを使って計
測データの受け渡しをするよう、自動的にルーティングし
ます。NI WSNプラットフォームでは、最長300 mの見通し
距離で、ゲートウェイからエンドノードまで信頼性に優れた
接続が可能となっています。メッシュネットワークを使用す
ることで、ルータはゲートウェイからエンドノードまでの総距
離の延長を図っています。
NI WSNノードは、毎秒1サンプルで動作させた場合、

単3電池4個で最長3年間動作可能と
なっています。NI WSN-3202電圧ノード
は16ビットのアナログ入力チャンネルを4
個備え、入力範囲は±10 V、±5 V、±2
V、±0.5 Vから選べます。また、デジタル
I/Oラインも4本利用で
きるほか、外部センサ
に電力供給する際に
は12 Vで最大20 mA
まで供給可能です。
NI WSN-3212熱電対
入力ノードは24ビット
の熱電対チャンネル
が4個付いています。
対応している熱電対
のタイプはJ、K、R、S、
T、N、B、Eで す。デジ

タルI/Oラインが4本利用できるか、デジタル出力チャンネルでは、0.5 A
まで供給可能となっています。
NI WSNプラットフォームをLabVIEWと組み合わせて使用する

ことにより、ワイヤレスシステムの構成や計測データの抽出、解析、
データの表示などをドラッグアンドドロップで行えるようになるため、
システム構成やシステム開発が従来よりも簡単に、短時間で行え

ます。 LabVIEWではその他にも、離れた場所
からデータにアクセスしたり、インターネット上で
データを表示したりすることのできるWeb
サービスが標準で利用できます。NI WSN-9791
Ethernetゲートウェイは、標準のEthernetを介し
てWindows PCやLabVIEW Real-Timeコン
ピュータと接続します。LabVIEWを使用すると、
エンジニアは既存の有線計測ハードウェアと新
しいワイヤレスシステムとを併用することができ、
これまでにソフトウェア開発にかけた投資も無駄
にすることなく有効活用することができます。
LabVIEWとNI WSNデバイスを組み合わせる

ことで、リモートモニタリングや環境モニタリング、
リソースモニタリングなどのアプリケーションにも
対応できる、信頼性に優れた低電力システムを
実現することができます。

NI WSNプラットフォームについ

ての詳細は、ni.com/jp/info

にアクセスの上、 Info Code

欄に「nsi9306」と入力すると

ご覧いただけます。

NIのWebサイト（ni.com）上にあるNI Wireless Network Communityでは、環境モニタリングなど、リモート計測アプリケーションで、ユーザが
ワイヤレステクノロジをどのように活用しているかを知ることができます。NI Wireless Network Communityでは、ワイヤレス関連の新製品情
報、WSNノードのカスタマイズに役立つサンプルプログラム、ワイヤレスネットワークの実装に役立つ技術資料をご紹介しています。

NI Wireless Network Communityに参加するには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9307」と入力してください。

製品情報

NI Wireless Network Communityに参加してみませんか

新しいNI WSN Ethernetゲートウェイ、Ethernetノードを既存のNI CompactRIOシステムに接続することもできます。
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LabVIEW 2009では各種アドオンモジュールも進化、その新機能を紹介
LabVIEW 2009は、単なる従来版のマイナーアップグレードにとどまらない、
プラットフォーム全体の新リリースです。従って、LabVIEWのコア機能のアッ
プグレードはもちろんのこと、各種アドオンモジュールやツールキットについて
も改良を施しました。さらに、LabVIEWモジュールのユーザがこれまで以上
に生産性を高められるように、ブロックダイアグラムクリーンアップツールの改
良や、VIスニペットツールの追加、クイックドロップ機能の強化を行ったほ
か、プログラミング言語そのものの機能も高めており、具体的にはデータ値
リファレンスや並列Forループ、再帰呼び出しなどに対応しました。この記
事では、各種LabVIEWモジュールの新機能について説明します。
LabVIEWモジュールを使ったプログラミングが初めての方は、ni.com/
labview/family/jaにアクセスし、モジュール製品群の概要をご覧ください。

LabVIEW 2009 Real-Timeモジュール

LabVIEW Real-Timeでは、タイミングストラクチャと呼ぶタイミングループに
おいて、ネットワーク上のタイミングソースから絶対時間を取得できる機能を
用意しました。これを利用すれば、システム内に分散配置した複数のリア
ルタイムターゲット上でタスクを同期させて実行したり、午後11時59分01秒
など毎日特定の時刻に実行したりすることが可能です。このほか今回は、
UDP（User Datagram Protocol）に基づくマルチキャスト機能に対応したほ
か、リアルタイムターゲットのバックアップや復元、複製に向けたツール群を
改良しました。
さらに、NI CompactRIOスキャンモードについても数多くの改善を施して
います。例えば、コンフィギュレーション機能を備えるI/O APIを用意したた
め、実行時にプログラムでI/O変数に動的にアクセスし、CompactRIOス
キャンモードに対応したNI Cシリーズモジュールをコンフィギュレーションす
ることが可能になりました。このほか、FPGA（Field Programmable Gate
Array）で処理したデータをNIスキャンエンジン（NI Scan Engine）内に直
接挿入できるようになったので、システムのホストコントローラはFPGAで処
理したデータをI/O変数を介して読み取ることができます。

LabVIEW 2009 FPGAモジュール

ナショナルインスツルメンツは今回、多くのユーザから寄せられていた要望
に応え、FPGAのコンパイル工程を大幅に改良しました。具体的には、ユー
ザインタフェースを強化するとともに、最適化に向けたオプションを増やした
ほか、メモリ使用量を削減しました。さらに、FPGAのリソース使用量やタイ
ミング違反の予測に基づいて、コンパイル工程の早い段階でアラートや

レポートを出力する機能も盛り込んでいます。今回の改良によってユーザ
は、コンパイラに与える処理条件を調整することでFPGAに実装する回路を
規模や動作周波数を指標として最適化できる上に、その回路がターゲット
とするFPGAに収まるかどうかをより早期に判断できるようになります。

このほかLabVIEW 2009では、タイミング違反が発生した際のデバッグ
機能を大幅に改善しました。コンパイル結果にタイミング違反があると、
LabVIEWブロックダイアグラム内でその原因になっているコードを正確に
特定することが可能です。実際には、タイミング違反を引き起こしているクリ
ティカルパス中の各ステップが強調表示される仕組みです。
LabVIEW FPGAモジュールはほかにも数多くの機能を備えていますが、

その中でもう1つ注目すべきは、今回新たに追加した高スループットの数
式／信号処理IPです。これによってユーザは、新たに三角関数や指数関数
などの超越関数を実装できるほか、高速フーリエ変換（FFT）や、データに
窓関数を掛け合わせる処理（windowing）、100 MHzのクロックレートでの
リサンプリングなど、従来から対応していた各種関数についてもより高速に
実装することが可能です。

このほかのアドオンモジュールもさらに充実

LabVIEW 2009では、このほかのアドオンモジュールについても機能の充
実を図っています。例えば制御系設計／シミュレーション（Control Design
and Simulation）モジュールでは、外部モデルインタフェース（External
Model Interface）を新たに用意し、サードパーティ企業のマルチフィジックス
モデリングツールからモデルをインポートできるようになりました。さらに、カルマン
フィルタを拡張するとともに、制御系設計機能に向けたLabVIEWMath Script
のサポートも追加しました。加えて、HMI（Human Machine Interface）の開
発に向けて、新しいビルトイン型ナビゲーションコントロールも備えています。
これ以外にも、ステートチャート（Statechart）モジュールにドキュメントの自動
生成機能を搭載したほか、ARMマイクロコントローラ対応LabVIEW組込
モジュール（Embedded Module for ARMMicrocontrollers）ではファイル
システムと共有変数に対応しました。またLabVIEW 2009では、新しい
モジュールも2つ追加しています。LabVIEWMathScript RTモジュールと
LabVIEWワイヤレスセンサネットワーク（WSN）モジュールパイオニア版です。
これらの新モジュールの詳細については、4～5ページをご覧ください。

LabVIEW 2009のアドオンモジュールについてさらに詳しくは、ni.com/jp/info

にアクセスの上、Info Code欄に「nsi9308」を入力してください。

製品情報

図2. FPGAブロックダイアグラムでLabVIEW 2009の新しい高スループット
数式処理の1つを実装しているところです。手前は新しいコンパイルウィンドウで、
回路規模を早期に予測したり、コンパイル処理の進行状況を示したり、

中間レポートを出力する機能を備えています。

図1. CompactRIOスキャンモードを利用したプログラマチックな
新しいI/Oインタフェースによって、ループ内でI/O変数の名称のリストを介して
インデックス化するといったプログラミング技法が使いやすくなりました。
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NI VeriStandでリアルタイム
テストアプリケーションを作成
リアルタイムテストとは、テストシステムにリアルタイム環境を組込むことで、
より高い信頼性や確定性を実現する技術です。
NI VeriStandは、ナショナルインスツルメンツが新たに投入した構成
ベースのソフトウェア環境です。リアルタイムテストシステムの開発に
向けてあらかじめ定義済みの機能を備えており、ユーザはその構成
を指定することで所望のアプリケーションを作成できますが、必要に
応じてカスタマイズすることも可能です。この記事では、リアルタイムテ
ストの代表的な事例をいくつか示しながら、それらをNI VeriStandを
使って実装する方法について解説していきます。

閉ループ制御
一般的なリアルタイムテストの手法の1つとして、閉ループ制御を使っ
てテスト中に変数を自動的に変更するというものが挙げられます。例
えば、圧力チャンバなどの環境テストシステムを構築する場合は、
テスト対象物（UUT：Unit Under Test）に何らかの刺激を与えてそ
の応答を監視するだけでなく、テストチャンバをある一定の状態に維
持しなければなりません。チャンバ内の圧力は、チャンバの漏れや
UUTの特性変化といった多くの変数に影響されます。このためエン
ジニアは、閉ループ制御アルゴリズムを実装して圧力センサの値を
監視し、チャンバ内の圧力がテスト仕様で規定されたプロファイルに
一致するようにポンプやバルブを自動調整する必要があります。この
自動制御を実際に行う際には、コントローラがシステムの状態を計測
し、その結果に基づいて調整します。このとき、コマンドを更新する時
間間隔は一貫していなければなりません。言い換えれば、時間間隔
が確定的であることが不可欠です。こうした環境テストチャンバのほ
か動力計や風洞など、閉ループ制御が必要なリアルタイムテストアプ
リケーションでは通常、制御アルゴリズムを確定的に実行するために
リアルタイムOS（RTOS：Real-Time Operating System）やFPGA
（Field Programmable Gate Array）を利用します。

現実的モデルシミュレーション
HIL（Hardware-In-the-Loop）テスト技術を使えば、組込制御システ
ムを効率的にテストできます。プラントと組込制御ユニットからなる組
込制御システムを考えてみましょう。実際の運用状態では、組込制御
ユニットとプラントが閉ループで接続され、相互に作用し合います。
従って組込制御ユニットをテストする場合も、実際の運用時と同様に

プラントを接続しなければ、正しい評価ができません。しかし、安全性
やプラントの可用性、コストなどを考慮すると、プラントを実際に接続し
てテストすることは現実的でないという可能性があります。こうした場
合に使うのがHILシミュレーションです。実際のプラントの代わりに、プ
ラントから実環境において組込制御ユニットに送られる信号を模擬
的に生成するプラントモデルを利用することで、実際のプラントを接
続せずに組込制御ユニットをテストするリアルタイムテスト技術です。
ここで、プラントと組込制御ユニットの相互作用を精度良くシミュレー
ションするためには、テストシステムは一貫した（確定的な）時間間隔
でプラントモデルの演算を実行しなければなりません。この時間間隔
は通常、10マイクロ秒（μs）～10ミリ秒（ms）の範囲であり、これを満た
すHILテストシステムを実装するためにはリアルタイムOSやFPGAの
利用が不可欠です。

プロトコル認識インタフェース
リアルタイムテスト手法のほかの例としては、半導体やRFデバイスの
テストに向けたプロトコル認識インタフェースが挙げられます。半導
体／RFデバイスのテストアプリケーションは要求が厳しく、自動試験
装置（ATE：Automated Test Equipment）にはUUTである半導体／
RFデバイスとキロヘルツ（kHz）～ギガヘルツ（GHz）の速度でインタ
フェースすることが求められます。さらにATEは、応答時間を1クロック
サイクル以内に抑えたり、大量のデータを演算処理したり、データを極
めて高速に転送しなければなりません。半導体／RFデバイスの複雑
化が進むにつれて、標準的なテストベクトルを使うことはますます難し
くなっています。
こうした複雑化に対応するために登場したのが、プロトコル認識
ATEです。UUTが利用する通信プロトコルを認識し、オンボード処理
を実行することでタイミング要件を達成することが可能です。こうした
タイプのリアルタイムテストアプリケーションでは、高い性能要件に応
えるために、通常はFPGAを使ってカスタムトリガリングやデータ圧縮、
プロトコル認識テスト、コプロセッシングといった機能を実装してい
ます。

ランタイムの信頼性と開ループの性能
このほか刺激プロファイル（シーケンス）ベースのテストシステムなどの
より一般的なテストシステムでは、リアルタイムテストプラットフォームに
移行することで、信頼性と性能を高めることが可能です。また、キー
ボードやマウス、モニタをといったユーザインタフェースを備えないヘッ
ドレスのテストシステムでは、そうしたユーザインタフェースを接続しな
くても、あるいはランタイムとのやりとりが限定的もしくはまったく無い遠
隔地でも動作することが求められます。このような状況下では、リアル
タイムテストシステムを導入することで高い信頼性を実現できるように
なります。

テストテクニック

アプリケーション要件 アプリケーション例 主に使われる
リアルタイム技術

閉ループ制御 動力計、環境テストシステム リアルタイムOS、FPGA

現実的モデル
シミュレーション HILテストシステム リアルタイムOS、FPGA

プロトコル認識インタフェース 半導体テスト FPGA

信頼性 ヘッドレス／遠隔操作 リアルタイムOS

開ループの確定性 リアルタイムスティミュラス／
シーケンシング リアルタイムOS

表1.リアルタイムテスト技術を使えば、テストシステムの
様 な々要件を満たす性能を実現できます。
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リアルタイムテスト用ソフトウェアNI VeriStand
ナショナルインスツルメンツは10年以上にわたって、リアルタイムテスト
システム作成用プラットフォームを提供してきました。具体的には、
LabVIEWやNI TestStand、LabVIEW Real-Timeモジュール、
LabVIEW FPGAモジュールです。ユーザは以前からこれらを組み合
わせて使うことで、アプリケーションのほぼ全ての要求に対応可能な
モジュール式のリアルタイムI/OやFPGAベースのI/Oをフロントエンド
とした、リアルタイムテストアプリケーションをプログラミングすることが
可能でした。今回NI VeriStandがリリースされたことでユーザは新た
に、コンフィギュレーションベースの開発手法を使ってリアルタイムテス
トアプリケーションを作成するというフレームワークを利用できるようにな
りました。しかも、必要に応じてLabVIEWやNI TestStand、.NET、C/
C++、Pythonなどのソフトウェア環境でカスタム機能を追加することも
可能です。
NI VeriStandは、ユーザが入手してすぐに簡単に使えるソフトウェア

環境であり、各種リアルタイムテス
トタスクを構成することができ
ます。例えば、リアルタイムI/Oイン
タフェースやFPGAベースのI/O
インタフェース、トリガ可能なデー
タロギングの構成、リアルタイムの
刺激信号生成、イベントアラーム
といったタスクです。さらにNI
VeriStandは、ユーザが制御アプ
リケーションやHILテストアプリ
ケーションの作成に向けて
LabVIEWやサードパーティ企業
のモデリング環境で開発した、既
存のシミュレーションモデルをイン
ポートする機能も備えています。
こうしてリアルタイムテストタスク
の構成が完了すると、そのシステ
ム構成がNI VeriStandエンジン
に展開されます。このエンジンは、
アプリケーション性能を高めるた
めにマルチコアでの実装に向け
て最適化されています。システム
構成が展開されると、このエン
ジンとNI VeriStandユーザインタ
フェースの間での通信が可能に
なります。このインタフェースは、
ランタイム編集が可能なワークス

ペースであり、データ／システム運用状態の監視や、チャンネル値の
強制、アラームの監視といった機能に向けて、ユーザがそのまま利用
できるツール群を備えています。
NI VeriStandを使ってリアルタイムテストシステムを構築すれば、開

発期間を短縮したりアプリケーション保守費用を低減したりできるだ
けでなく、NI VeriStandがバージョンアップされるたびに機能や性能
を改善することが可能です。

―リアルタイムテスト／HILシミュレーション
プロダクトマネジャー
Chris Washington

NI VeriStandによるリアルタイムテストアプリケーション実装手法の詳細は、ni.

com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9309」と入力して表示された

ページをご確認ください。

図1. NI VeriStandには、各種機能があらかじめ用意されており、ユーザはそれらの構成を指定することで
（構成ベースで）リアルタイムテストアプリケーションを作成できます。
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PWM

アナログ出力

デジタル通信
プロトコル

液晶ディスプレイ

モータ制御
アナログセンサ

デジタルセンサ
解析

ARMマイクロコントローラ
対応LabVIEW
組込モジュール

米カリフォルニア大学バークレー校、
組込システム設計の教育にLabVIEWを導入
工学分野の学生の多くは、組込システム設計は敷居が高いと感じて
います。そこで有効なのが、開発プロジェクトを模擬的に体験させる
授業手法です。学生はインタラクティブな体験学習を通じて工学の
実際を理解し、その理論を詳しく学ぶことができます。この記事では、
こうした授業の実践例として米カリフォルニア大学バークレー校（UC
Berkeley）の取り組みを紹介します。同大学の講師陣は、学生が複
雑な組込システムを簡単に学べるように、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（NI LabVIEW
Embedded Module for ARMMicrocontrollers）を活用しています。
このソフトウェアは直感的な開発環境を実現することができ、組込シ
ステムのコンセプトの指導に最適です。

実習で理論を補強
同校の実習カリキュラムでは、講義や理論の学習に加えて、実際に
ハードウェアとソフトウェアに触れる体験の場を設けることで理論の補
強を図っています。組込システム設計においてカギとなるコンセプトは、
外界とのやりとりを行うソフトウェアシステムを構成する上で不可欠な、

複数の計算モデルを扱うことです。具体的には、テキストやデータフ
ロー、ステートチャート（状態遷移図）、割込駆動型プログラミングなど
です。学生は、C言語とLabVIEW、ステートチャートを組み合わせて、
ソフトウェアのモデリングやシミュレーションに取り組みます。
ソフトウェアのモデリングが終わると、次に学生は組込ターゲットを
プログラムして実際に外界の信号を取り込みます。ここではARMマイ
クロコントローラ対応LabVIEW組込システム開発モジュールに、米
Luminary Micro社（2009年5月に米Texas Instruments社が買収）の
ARMマイクロコントローラCortex-M3向け評価ボードを組み合わせて
使います。学生は、自分で作成したソフトウェアモデルを基にロボット
の組込ハードウェアをプログラムして、坂を登らせたり、狭い道を倒れ
ないように進ませたりといった動作に挑戦します。
このようにLabVIEWを活用することで、学生は様 な々計算モデル
を単一のツール上で学習したり、並列性やスレッド化などの概念をつ
かんだりできるほか、周辺ハードウェアと簡単にやりとりすることが可能
です。LabVIEWがグラフィカルコードとテキストコードを組み合わせる
ためのフレームワークとして機能するため、学生はプログラミングや解
析、アルゴリズム開発の様 ア々プローチを自由に統合できます。

最終課題はロボットを製作
学期の最後に、学生は提出用の最終課題に取り組みます。
LabVIEWとLuminary Micro社の評価ボードを利用して、自律型ロ
ボットを製作する課題です。様 な々センサとやりとりし、取得した情報
を使って経路探索する機能を備えたヘリコプタや車両ロボットを製作
します。このようにLabVIEWは、同校の学生がソフトウェアを設計し、
シミュレーションして、組込アプリケーションに実装するという一連の過
程を短期間で体験できるようにサポートしています。

ARMマイクロコントローラ対応LabVIEW組込システム開発モジュールを活用し

たカリフォルニア大学バークレー校の学習プロジェクトについて動画でご覧いた

だけます。ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9310」を入力し

てください。

世界各国の政府は現在、世界的な景気後退の影響を抑えるために、かつてない規模の対策投資を進めています。例えば米国では、米国
再生再投資法（ARRA：American Recovery and Reinvestment Act）に基づき、米国経済の活性化に向けて7800億米ドルを超える政府
助成金が投じられます（出所：recovery.gov）。ナショナルインスツルメンツでは、この助成金の受給を申請する企業をサポートするため、申
請の参考になる各種資料を集約したNI Stimulus Funding Resource Centerをホームページ内に立ち上げました。ここにアクセスすれば、製
品レベルの質問に答えられる専門家に連絡したり、助成金の申請に関する支援を依頼したりできるほか、下記に挙げた分野について各種
ツールや詳細な技術情報をご覧いただくことが可能です。
�再生可能エネルギ、グリーンエンジニアリング �構造物モニタリング
�医療機器設計 �学術分野の研究開発
�従業員のトレーニング／継続的教育

NI Stimulus Funding Resource Centerに関する詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9311」を入力してください。

アカデミック

景気刺激策の助成金申請をナショナルインスツルメンツが支援

カリフォルニア大学バークレー校の学生は、
ARMマイクロコントローラ対応LabVIEW組込システム開発モジュールを使って、

自律型ロボットの開発に取り組んでいます。
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システム状態監視、
任意の制御

進路のプランニング

認知
オブジェクトの分類、
位置の推定

I/O

安全性、
フィルタリング、
PIDモーション制御

I/O

シンク

ユーザインタフェース

LabVIEW 
Real-Timeモジュール

LabVIEW 
FPGAモジュール

センス、アクト

アクチュエータ
モータ、リレー

センサ
LIDAR、カメラ、
距離計

プランナ、挙動、
モーションプランナ

自律型ロボットの3要素
「測る・判断する・動く」をLabVIEWで制御

Joseph Engelberger氏とGeorge Devol氏 が1956年に 開 発した
「Unimate」は、世界初の産業用ロボットとして知られています。このロ
ボットは、ドラムメモリに格納された命令を読み出してシステム的なタ
スクを実行する能力を備えていました。1961年になるとUnimateは、ダ
イカストの搬送や溶接など、排気ガスによる中毒や手足を失うといっ
たリスクがある作業を人間に代わって行うようになりました。つまり
Unimateは、人間にとって危険な作業のために実用化された最初の
ロボットだといえます。そして現在では、ロボットや自律型システムが
多くの人間の命を守ったり、生活の質を改善したりするために役立て
られています。
エンジニアリングの観点から見ると、ロボットを定義するための標準
的な要件は、「センス・シンク・アクト」というフレームワークに集約するこ
とが可能です。実はこのフレームワークは、ナショナルインスツルメンツ
の再構成可能I/O（RIO：Reconfigurable I/O）アーキテクチャやNI
LabVIEWソフトウェアが備える機能との親和性が非常に高いの
です。まず「センス」ですが、これはロボットがセンサを利用して周囲
の状況を理解したり、認識したりすることを指します。次に「シンク」と
は、例えば移動ルートを計画するなど、情報を処理して何らかの決定
を下すことです。最後の「アクト」は、この決定に沿って行動し、周囲の
環境に合わせて動作する能力のことです。このフレームワークは、包
括的ではありませんが、ロボットのアーキテクチャを考える上で必要不
可欠な構成要素を押さえています。

ロボット開発のトレンド
現在あらゆるロボットや自律型システムにおいて、技術トレンドの革新
が急速に進んでいます。例えば移動や動作に関しては、バイオミメ

ティクス（生物模倣）と呼ばれる新たなメカニズムの応用が始
まっています。火災時の救出システムや探索システムなどに
役に立つとされる、ヘビや魚の動きを模倣する取り組みです。
センシングの分野では、ライダー（LIDAR：Light Detection
and Ranging）や 慣 性 計 測 ユ ニ ット（IMU：Inertial
Measurement Unit）などの従来の高性能センサから、スマー
トセンサやワイヤレスリモートセンサといった特定用途にさらに
特化したセンサへの移行が進んでいます。アルゴリズムの面
でも、位置の推定と地図の作成を同時に行う旧来のSLAM
（Simultaneous Localization and Mapping）方式から、特定ア
プリケーション向けの自律アルゴリズムや群行動アルゴリズ
ム、遺伝子／神経アルゴリズムなどへ開発が進展しています。
このように技術が進化する一方で、ロボットや自律型シス
テムの実現技術はいまだ標準化されておらず、ソフトウェアや
ハードウェアのプラットフォームは登場していません。技術革
新に取り組むエンジニアは、低レベルの実装に関する細かい
部分に苦労しているのが実情です。センシングや機械的動
作、移動などを実現する標準的なIPが存在していないので、
全てをゼロから作らなければなりません。しかし、解決策を見
いだしたロボットエンジニアもいます。例えば、米バージニア工
科大学と米TORC Technologies社の共同設計チーム

VictorTangoは、自律走行車Odinを開発する際に、スケーラブルな
標準ツール群を活用しました。NI CompactRIOや、複雑な自律シス
テム設計に向けたマルチコアシステムなどです。この自律走行車は
米国防総省国防高等研究事業局（DARPA：Defense Advanced
Research Projects Agency）が主催するコンテストUrban Challengeに
出場し、入賞を果たしています。LabVIEWとCompactRIOは、高度な
自律システムの構築に向けた強固な基盤や、ユーザがカスタムIPを
組込める柔軟性、アルゴリズムの実装を簡略化する統合性を提供
し、ロボット産業で切望されている標準化を促進します。

LabVIEWとNI RIOハードウェアを使った無人走行車の動作をビデオでご覧い

ただけます。ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9312」を入力

し、表示されたページで「再生」をクリックしてください。

ナショナルインスツルメンツは、LabVIEWユーザに向けたコミュニ
ティサービスをインターネット上で提供しており、既に100以上の
グループが立ち上げられています。類似のアプリケーションに取り
組むユーザ同士や、同じ地域のユーザ同士で情報を交換する
ことが可能です。これらのオンライングループに参加すれば、
LabVIEWのコードやチュートリアル、ブログ、イベント情報、技術
的な議論といった最新情報を入手できます。

LabVIEWオンライングループに参加したり、新しいグループを立ち上げた

りするには、ｎi.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9313」

を入力してください。

LabVIEW Everywhere

LabVIEWオンライングループに参加してみませんか

「センス・シンク・アクト」のフレームワークは、NI再構成可能I/O（RIO）プラットフォームに
うまく当てはまります。このプラットフォームによるシステム設計の支援によって、
ロボット開発者は適切なレベルの確定性や制御性を簡単に実現できます。
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オープンプラットフォームで
LabVIEWをさらに使いこなす
NI LabVIEWソフトウェアやオンラインコミュニティには、開発者の皆さまにこれまで以上にオー
プンな環境を提供する、新たなツール群が用意されています。互いの技術を利用し合ったり、
新しいコードやツール、革新的なアイデアを共有したりすることが可能です。

サンプルコードやドライバを1カ所に集約
LabVIEWを使ってユーザ独自のアプリケーションを構築する際
には、サンプルコードやハードウェアドライバの活用が欠かせま
せん。ところがこれらは従来、ナショナルインスツルメンツのウェブ
サイト内で複数のページに分散しており、ユーザが各ページにア
クセスして見つけ出す必要がありました。そこで今回新たに、NI
Code Exchangeと呼ぶ専用ページを開設しました。URLはni.
com/codeです。このページ1カ所にアクセスすれば、7,000本以
上のサンプルコードや4,000本以上のLabVIEW用ドライバを閲
覧・検索したり、ダウンロードしたりすることが可能です。これらの
中には、NIが用意したものに加えて、ユーザが作成したものも含
まれています。すなわちNI Code Exchangeでは、ユーザが新た
に作成したサンプルコードを投稿したり、既存のサンプルコードを
編集したりすることができます。

コードファイルの共有について詳細は、ｎi.com/jp/infoにアクセスの上、

Info Code欄に「nsi9314」を入力してください。

製品への意見・要望に関するオープンフォーラム
LabVIEW 2009のリリースに併せて、ユーザ向け公開サイトNI
Idea Exchangeを新たに開設しました。ユーザはLabVIEW製品
に対する要望を投稿したり、ほかのユーザの投稿について意見
を交わしたり、一番良いと思う意見に投票したりすることができ
ます。ナショナルインスツルメンツのLabVIEW開発チームもこの公
開サイトでやりとりされるユーザの意見を参考にしており、最も人
気が高く優れた意見についてはLabVIEWの将来のリリースに盛
り込んでいきます。

NI Idea Exchangeをご覧になるには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、

Info Code欄に「nsi9315」を入力してください。

特集

LabVIEWオンラインコミュニティの拡充
LabVIEW 2009のリリースでは、それ自体に数多くの新機能が追加されたことに加えて、オンラインツールも拡充されました。ユーザ同士
のコード共有が容易になったほか、LabVIEWの開発チームが今後の改良に向けてユーザから新機能の要望を取り入れやすくなり
ました。
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LabVIEWスクリプ ティング
（LabVIEW Scripting）は、ナショ

ナルインスツルメンツのLabVIEW開発
チームが長年にわたって利用してきたAPI
であり、現在はユーザコミュニティでも利用
できるように公式にサポートされています。
これを使えば、LabVIEWのコードをプログ
ラム的に編集したり、VIサーバに追加した
様 な々クラスやプロパティ、メソッドを公開
したりすることが可能になります。JKI RCF
は、LabVIEWスクリプティングを利用した
プラグイン（Right-Clickプラグイン）を管理
するインタラクティブダイアログを提供し
ます。

JKI RCFを導入すると、各プラグ
インに右クリックで開くオプション

メニューが追加され、LabVIEW上で様々
なタイプのブロックダイアグラムやフロントパ
ネルオブジェクト（関数、構造、制御など）
を選択できるようになります。つまり
LabVIEWスクリプティングを使えば、ユー
ザはワイヤエラーケースストラクチャ（Wire
Error Case Structure）のように何度も繰り返
し登場するプログラミングタスクを自動化
するプラグインを素早く構築でき、生産性
を高めることが可能になります。さらに、作
成したプラグインはNIコミュニティ内でほか
のユーザと共有することができます。

ユーザが右クリックオプションの
メニューから1つを選択すると、

JKI RCFはそのメニューに関連付けられた
プラグインに対してLabVIEWの当該オブ
ジェクトのリファレンスを渡します。そして、
そのプラグインが各オブジェクト上で動作
を実行するという仕組みです。ユーザはこ
れを活用することで、以前は複数の手順を
踏む必要があったプログラミングタスクを
たった1回の右クリックで自動化することが
可能になりました。

LabVIEWプラットフォームの拡張
LabVIEWスクリプティングを利用した米James Kring Inc.（JKI）のRight-Click Framework（RCF）や、LabVIEW 2009の新しいスニペット
ツールを利用すれば、コード生産性の向上やサンプルコードの共有をこれまでになく簡単に実現できます。

LabVIEWスクリプティング―JKI RCF

LabVIEWのユーザ環境のカスタマイズやツールキットの開発についてさらに詳しくは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9316」を入力して

ください。

VIスニペットツール
LabVIEW 2009の新機能であるVIスニペットツールを使用すれば、
これまで以上に簡単にVIを共有できるようになります。この新ツール
は、ブロックダイアグラムの一部を画像として取り出して、その画像
にVIコードを埋め込む機能を備えています。こうして作成した画像
はオンラインのコミュニティやディスカッションフォーラムなどに投稿で
き、それを閲覧者が各自のVIにドラッグすると画像に埋め込まれた
コードが自動的に表示される仕組みです。

VIスニペットツールについてさらに詳しくは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、

Info Code欄に「nsi9317」を入力してください。
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データ管理方法を統合し、
より価値の高いデータを得る
エンジニアや研究者はこれまでよりも熱心にデータ収集を行っており、
こうして集めたデータを最大限に有効活用するにはどのようにすれば
よいか頭を悩ませています。このような問題を解決するために、ナショ
ナルインスツルメンツでは、データの保存、整理、検索に役立つデータ
管理プラットフォームを開発いたしました。このプラットフォームには、性
能アップにつながる様 な々機能が搭載されています。そして新しい
NI LabVIEW 2009 DataFinder Toolkitを使用することにより、カスタム
仕様のデータ管理インタフェースをこれまでよりも自由に作成すること
が可能となります。
ユーザがデータ管理をより効率よく行えるように、ナショナルインスツ

ルメンツでは様 な々取り組みを行ってきました。以下にその中の代表
的な4つの例を示します。

1. TDMSファイルへのデータのストリーミング速度を最大12倍にま
で向上―TDMS（Technical Data Management Streaming）ファイ
ル形式を使用すれば、非常に体系的なストラクチャ内で、ディスク
へのデータの高速ストリーミングが可能となります。LabVIEW 2009
のTDMSインタフェースでは、インターリーブデータが標準で使用
できるようになっているほか、Windows OSバッファをバイパスする
オプションも付いています。また、TDMSファイルにデータを保存す
る際に、加工前の整数データをストリームすることもできるため、前
バージョンのLabVIEWの最高4倍のスピードでディスクにデータを
保存することができます。そのスピードは最高で400 MB／秒にも
のぼります。
さらに、ナショナルインスツルメンツではTDMSロギング機能をNI-
DAQmxドライバでも利用できるようにしました。その結果、NI-
DAQmxドライバが、LabVIEWでファイルにデータを書き込む際の
最も簡単で速い方法となっています。NI-DAQmxパレットのNI-
DAQmx Configure Logging VIを使用すれば、最高1.2 GB／秒で
ファイルにデータを書き込むことが可能となります。

2.機能が向上したNI DataFinder Server Editionを使ってテスト
データを自動管理―NI DataFinder Server Editionの最新版で
は、NI DataFinderのインデックスのクエリーを行うことで、従来よりも
最大20倍速くデータのテストが行えます。

NIは、集録時に保存されるデータファイルの管理・整理を簡単に、
効率よく行い、膨大な量のデータの中から必要な結果を短時間で
検出することを目的にこのNI DataFinderテクノロジを開発しま
した。

3. LabVIEW DataFinder Toolkitを使ってカスタム仕様のデータ管
理アプリケーションを作成する―新しいLabVIEW DataFinder
Toolkitを使用して、NI DataFinderのクエリーをプログラムから行
い、テストデータの傾向や異常値を見つけだします。その後、NI
DataFinderを用いてカスタム仕様のデータ管理アプリケーションを
独自に開発し、社内（組織内）のクライアントにそれを実装すること
もできます。また、LabVIEW DataFinder Toolkitをデータ集録アプ
リケーションに統合させ、過去のテストデータとの直接的な関連性
を見出し、より短時間で意思決定を下すことが可能となります。

4.大規模なグループのデータ管理をNI DIAdem 11.1で標準化―
テストデータの管理・解析・レポート生成用ソフトウェア「NI
DIAdem 11.1」では、大規模なグループのデータ管理をより快適に
行うことのできる機能が追加されています。新しいCalculation
Managerを使用すると、複雑な数式を対話式に作成し、それを分
配して解析方法の標準化を図ることが可能となります。メモリに保
存された大容量のデータをプレビューしたり、フィルタリングするた
めに提供されている新しい機能を用いれば、興味のあるデータを
短時間で検出することができます。

NIのデータ管理プラットフォームを使用すれば、生のデータから処
理済みのデータまで短時間で確認できるため、データを最大限活用
することができます。

NIのデータ管理プラットフォームについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセス

の上、Info Code欄に「nsi9318」と入力するとご覧いただけます。

Before

After

製品情報

図2.新しいLabVIEW DataFinder Toolkitを使用すれば、
カスタム仕様のデータ管理アプリケーションを作成して
テストデータの検索や傾向の割り出しが行えます。

図1.新しいConfigure Logging VIを使用すれば、データ集録（DAQ）デバイスか
らのデータをこれまでよりも簡単に、そして短時間で保存することができます。
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高速データストリーミングが可能な200 MHz PXI
Expressデジタルモジュールが登場
今日では、携帯電話やハイビジョン（HD：high-definition）
テレビ、コンピュータ、GPS機器のほか、これらよりもはるかに
シンプルな半導体デバイスでも、テストや特性評価を行うの
に、高速で大容量のデジタルデータが必要とされます。この
ようなアプリケーションに対応するために、ナショナルインスツ
ルメンツではこの度、高速クロックレートやデータタイミング
レートを必要とする場合に最適な高速デジタルI/Oデバイス
「NI PXIe-6544」、「NI PXIe-6545」をリリースいたしました。
NI PXIe-6544/6545には、最大100 MHz（NI PXIe-6544）

ないし200 MHz（NI PXIe-6545）でクロックできる双方向
チャンネルが32個付いています。電圧レベルも1.2 V、1.5 V、
1.8 V、2.5 V、3.3 Vの中から選択できるため、一般的な論理
レベルに対応しています。また、アナログ／デジタル変換器
（ADC）やデジタル／アナログ変換器（DAC）、ASIC、マイクロ
コントローラなどの半導体デバイスのテストにも理想的なデ
バイスとなっています。例えば、200 MS／秒デュアルチャンネ
ルDAC（16ビット、パラレルインタフェース）のテストにNI
PXIe-6545を使用すれば、32本のラインでデータを生成し
（連続もしくはバーストモードで）、当該DACを最大クロック
レートでテストすることが可能となります。このデバイスを他のNI製の
モジュール式計測器（デジタイザやソースメジャーユニット＜SMU＞
など）と組み合わせれば、スプリアスフリーダイナミックレンジ（SFDR）
や信号／ノイズ比（SNR：signal-to-noise ratio）、相互変調歪み
（IMD：intermodulation distortion）、積分非直線性（INL：integral
nonlinearity）、微分非直線性（DNL：differential nonlinearity）など
を用いてDACの特性評価を行うことができます。
NI PXIe-6544/6545のホストPCメモリへのデータ転送レートは660

MB／秒、ホストPCメモリからは400 MB／秒で、高い転送レートを必要
とするアプリケーションには最適です。また、これらのモジュールを使
用して、ハイビジョンデジタルビデオ信号を伝送してデータ生成や集
録を行うことも可能です。さらに、LCD画面、テレビの部品、ハイビ
ジョン信号（60 Hz時で最大1080 p）、RFベースバンドデバイス、およ
びHDラジオのテストにも使えます。
NI PXIe-6544/6545には、パワフルなタイミング／同期機能も備わっ

ています。オンボードDDSクロックは最大200 MHz（サブヘルツの分
解能）のため、外部クロックを使用せずに、高確度でデータ（生成や
集録）をクロックすることができます。また、任意のクロック周波数が必
要なテストアプリケーションでは、PXI Expressシャーシのバックプ
レーンまたはデバイスのフロントパネルのSMBコネクタを使用して他
の計測器にオンボードクロックを出力することもできます。さらに、フロン
トパネルまたはバックプレーンを使用して外部クロックを入力し、その
クロックレートでデータ計測することができます。これらの機能を使用
して、NI PXIe-6544/6545を別のアナログまたはデジタル計測器と同
期させることができます。

NI PXIe-6544/6545を使用した200 MS／秒DACのテスト方法について紹介し

たWebビデオは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9319」と

入力するとご覧いただけます。

NI PXIe-1082は8スロットを備えたPXI Expressシャーシです。1スロットあたり最大1 GB／秒の帯域幅が利用で
きるPXI Expressスロットを7つ備えているほか、4スロット幅までのPXI Express組込コントローラを1台インストー
ルすることができます。NI PXIe-1082の動作周辺温度は0～55℃で、各モジュールの消費電力が38 Wまで
であれば冷却できます。

NI PXIe-1082の仕様、価格情報は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9320」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

高帯域幅8スロットPXI Expressシャーシ新登場

NI PXIe-6544/6545にはそれぞれ、最高100 MHz（6544）、200 MHz（6545）の
クロックレートが実現できるデジタルI/Oチャンネルが32個付いています。
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NI TestStandで
Perl、Python、Tclを呼び出す
Perl、Python、Tclといったスクリプト言語は、優れた文字列解析を特
長とすることから、ネットワーク／通信デバイステストの自動化に役立ち
ます。NIテスト管理ソフトウェアの最新バージョンであるNI TestStand
4.2を使用すれば、どのようなスクリプト言語で記述されたテストプロ
グラムでも、データの呼び出しおよび配列ができるようになります。
NI TestStand 4.2では、Perl、Python、およびTclを呼び出す際、特

別なテクニックは用いずに、全ての
スクリプト言語を呼び出すのに共
通した方法を使用します。Call
Executableステップタイプが強化さ
れたことにより、スクリプト言語のイン
タプリタを実行して、スクリプト言語
で記述されたコードのデータを入
出力できるようになりました。
また、データをコードに入力する
には、スクリプト言語のインタプリタ
の標準入力ストリーム、またはコマン
ドラインの引数を使用します。どちら

の方法でも効率よくデータをコードに入力することができますが、レガ
シーコードの要件に従ってどちらかのオプションを選択することができ
ます。
スクリプト言語が標準出力および標準エラーストリームを使用して

データを取得して出力すると、NI TestStandは一般的な方法によって
そのデータを取得します。NI TestStandは全てのスクリプト言語を呼

び出すための共通手段を実装
することにより、未来における新し
いスクリプト言語の呼び出しにも
対応し、テストシステムの寿命の
延長にも貢献することができ
ます。

NI TestStandによるスクリプト言語の

呼び出しの詳細は、ni.com/jp/infoに

アクセスの上、Info Code欄に「nsi

9321」と入力するとご覧いただけます。

PXI RF計測器を同期させて
ビームフォーミング／MIMOテストを実行
MIMO（multiple input, multiple output）アンテナシステムは、次世代
のワイヤレス通信規格である、IEEE 802.11n、3GPP（3rd Generation
Partnership Project）、LTE（Long Term Evolution）、およびモバイル
WiMAX（IEEE 802.16e-2005）がデータレートを向上するための鍵と
なります。MIMOシステムでは、同期する複数の送受信アンテナを
空間的に離れた位置に配置して、通信リンクが持つ空間領域のメ
リットを活用します。通常の4×4
MIMOシステムにおいては、充
実したチャンネル環境（複数の
マルチパス信号が受信できる
製品）によって、理論上では、従
来 のSISO（single input, single
output）チャンネルの4倍のデー
タスループットを実現できること
になります。
MIMO通信システムの設計

およびテストにおいては、マルチ
チャンネルRF信号発生器／ア
ナライザの各チャンネル間の緊
密な同期が、要件でもあり、また
難題でもあることが多々あり
ま す。NI PXIe-5663 6.6 GHz

RFベクトル信号アナライザやNI PXIe-5673 6.6 GHz RFベクトル信
号発生器といったPXI RF計測器は、モジュールがサンプルクロックと
ローカルオシレータ（LO）の両方を共有することができるアーキテク
チャに基づいています。4チャンネルMIMOアナライザは、1台のNI
PXIe-5663に、3台のNI PXIe-5663 MIMO拡張キット（ダウンコンバー
タとIF周波数デジタイザ）を組み合わせて構成されています。図に

示したとおり、各シングルス
テージダウンコンバータは、共
通のLOを共有することによっ
て同期しているため、計測シス
テムは、各RFチャンネル間の
搬送波ジッタが0.1度未満で、
正確に位相同期が取れたRF
計測が実行できます。

NI MIMOテストシステムの詳細は、

ni.com/jp/infoにアクセスの上、

Info Code欄に「nsi9322」と入力

するとご覧いただけます。

製品情報

NI TestStand 4.2では、全てのスクリプト言語のインタプリタに
共通した呼び出し方法を使用して、どのようなスクリプト言語でも

呼び出すことができます。

4チャンネルのMIMOアナライザは、各RFチャンネル間の
搬送波ジッタが0.1度未満で位相同期がとれたRF計測を実現します。
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新しいNI 9213の登場でCシリーズプラットフォームの
モジュールが50種類以上に拡張

NI 9213 Cシリーズモジュールには16の熱電対入力チャンネルがあ
り、NI CompactDAQ、NI CompactRIO、およびCシリーズのキャリアを
使用して、多チャンネル温度計測システムを構築することができ
ます。NI 9213は、24ビットの分解能、70 S／秒／chを超えるサンプリン
グレートで、J、K、T、S、B、E、R、およびNタイプの熱電対計測を行うこ
とができます。
NI 9213はその他にも、50 Gの耐衝撃性、‐40～70℃の温度範囲

といった特長を持っており、多数の熱電対を必要とする、堅牢性に優
れたデータロギングまたは制御アプリケーションに最適です。また、熱
電対をモジュールに直接接続するためのバネ端子が付いており、
セットアップも簡単です。
NI 9213は、チャンネル数を4倍にし、既存の熱電対モジュールの

サンプリングレートを大幅に向上することで、Cシリーズハードウェア製
品の熱電対計測の性能を拡張します。その他の熱電対モジュール
には、4チャンネルを備えた低コストのNI 9211、およびチャンネル間絶
縁を備えたNI 9219ユニバーサルモジュールがあります。現在、50種
類以上のCシリーズモジュールを組み合わせて、Cシリーズキャリアに
挿入し、ミックスドセンサテスト／制御システムを作成することができ
ます。

NI 9213の詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9323」

と入力するとご覧いただけます。

NIは、3タイプの新しいUSB
対応バスパワーMシリーズ
デバイスを発表しました。ど
れも堅牢性に優れた金属
ケース、BNC接続、USBロッ
キングケーブル、およびセ
キュリティケーブルスロットを

備えています。NI USB-6212/16/18 BNCデバイスは、最大400
kS／秒のサンプリングレート、および最大250 kHzのアナログ信
号生成を実現します。また、最大16の差動型アナログ入力、2つ
のアナログ出力、最大8つのデジタルI/O BNCコネクタ（最大26
のネジ留め式端子付き）を備えています。

USB対応バスパワーMシリーズデバイスの仕様／価格の詳細は、ni.com/

jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9324」と入力するとご覧いた

だけます。

強力なステッピング／サー
ボモーションコントロールア
プリケーションを実現する
に は、NI CompactRIO用
の新しいNI 951x Cシリー
ズドライブインタフェース
モジュールが最適です。
ナショナルインスツルメンツ
のLabVIEW 2009用NI SoftMotionモジュールの高レベル関数
を使用すれば、数百単位のドライブおよびモータとの直接接続
が可能になります。これらの関数によって、簡単な単軸から複雑
な連携多軸モーションまで、あらゆるアプリケーション開発が簡
易化できます。

CompactRIO用のドライブインタフェースモジュールの仕様／価格の詳細

は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9325」と入力す

るとご覧いただけます。

製品情報

CompactRIO用の新しいNIモーション
ドライブインタフェースモジュールBNC接続、USB対応の新しい

バスパワーMシリーズデバイス

最大16個の熱電対をNI 9213に直接接続します。
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Virtex-5 FPGAを搭載した
新しいPCI Express RIOデバイス
NIの再構成可能I/O（RIO）テクノロジの登
場により、再 構 成 可 能なFPGA（Field-
programmable Gate Array）チップ とNI
LabVIEWグラフィカルソフトウェアを使用し
てカスタム仕様の計測ハードウェア回路を
定義できるようになりました。この新しいテクノ
ロジを搭載したNI Rシリーズマルチファンク
ションRIOデバイスには、8つのアナログ入
力、8つのアナログ出力、および96のデジタ
ルI/Oラインが備わっています。こうした特長
が1つのデバイスに統合され、PCIおよび
PXI/CompactPCIなどのPCバスに対応して
います。NIではこの度、Rシリーズの製品ラ
インに、最新世代PCバスであるPCI Express
対応製品を追加しました。

PCI Express対応の高速データ転送
PCI Expressスロットは、デスクトップPCおよび工業用PCの標準仕様
となっています。複数のデバイス間で同じ帯域幅を共有するPCIとは
異なって、PCI Expressでは、各デバイスに対して専用の帯域幅を割
り当てます。PCI Expressを使用すれば、Rシリーズデバイスとの間で

高速データ転送を実現することができ
ます。

Virtex-5 FPGAで大幅な性能向上
新しいPCI Express Rシリーズデバイスには
Xilinx Virtex-5 FPGAが搭載されており、
旧世代のVirtex-II FPGAよりもさらに高速
化、効率化が進んでいます。Virtex-5
FPGAは、ロジックリソースの増加とロジック
実行レートの向上による性能向上を特長と
しています。
ハードウェア設計ツールやハードウェア記

述言語の豊富な知識がなくても、NI
LabVIEW FPGAモジュールを使用すれ
ば、インテリジェントデータ集録、制御、デジ
タル通信プロトコル、センサシミュレーション、

および信号処理に関する独自のハードウェア特性を定義することが
できます。

Virtex-5 Rシリーズターゲットのベンチマークについては、ni.com/jp/infoにアク

セスの上、Info Code欄に「nsi9326」と入力するとご覧いただけます。

低コストで低リスクの機械設計
SolidWorks社とナショナルインスツルメンツは、共同でエレメカ向け
バーチャル試作ツールを開発しました。SolidWorks 3D CADモデル
とナショナルインスツルメンツのLabVIEW 2009用NI SoftMotion
モジュールを使用し、LabVIEWをコントローラとして、SolidWorks内
でシミュレーションを動かすことにより、モーションコントロールシステム
のリアルなシミュレーションが可能になります。バーチャル試作ツール
を使用すれば、次のように多様な設計分
析を行うための、リアルな機械シミュレー
ションを作成することができます。

�リアルな機械操作を可視化する
�マシンサイクルタイムを試算する
�正確な力／トルク要件を解析
�モーションコントロールプログラミング
を検証して、衝突を検出する
�物理的な試作を構築する前に設計
を最適化する

SolidWorks CADモデルと新しいSolidWorksソフトウェアに対応し
たNI SoftMotionモジュールを使用すると、質量と摩擦の効果といっ
た機械的な力学やサイクルタイム、個 の々部品の性能のシミュレー
ションが行えます。このバーチャル試作により、設計の可視化・最適化
を図り、物理的な試作にコストをかける前に、別の設計コンセプトを評
価することができます。このように、両社の製品を統合することで、

シミュレーションを行う際に、CADモデル
内に既にある情報（部品の一致や結合、
材料の質量特性など）を再利用すること
ができるため、設計プロセスを簡素化す
ることが可能となります。
SolidWorksに対応したNI SoftMotion

モジュールには高レベルなモーション関
数が搭載されており、簡単な単軸から複
雑な連携多軸モーションまで、あらゆるア
プリケーションの開発が可能となります。

LabVIEW 2009用NI SoftMotionモジュール

の詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、

Info Code欄に「nsi9327」と入力するとご覧

いただけます。

製品情報

新しいPCI Express Rシリーズマルチファンクション
RIOデバイスはXilinx Virtex-5 FPGA
および統合型I/Oを特長としています。

デジタル試作を使用してリアルな
モーションシミュレーションが実現します。
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従業員のスキルを
検証する

コードの保全性を
向上させる

開発効率を向上させる テクニカルリーダを
配置する

資格を取得することのメリット
製品がCEやRoHSなどの認証を受けていると、その製品の性
能が保証されていることがわかります。例えば、製品の安全性
を保証する認証もあれば、特定の環境において製品が使用で
きることを保証する認証もあります。こうした認証がなければ、期
待する性能を持たない製品を購入してしまう可能性があり
ます。同様に、エンジニアやソフトウェア開発者が資格を保持し
ている場合、プロジェクトを効率よく完了できる能力や要求され
たタスクを実行できる能力があることの証明になります。
ナショナルインスツルメンツでは、NI LabVIEWソフトウェアの
認定資格を設けています。この認定を基に、プロジェクトのメン
バー選定において、エンジニア／開発者のスキルレベルを評価
することができます。LabVIEW準開発者認定試験（CLAD：
Certified LabVIEW Associate Developer）に合格すると、
LabVIEW環境の基本知識と、LabVIEWを使用した開発のベ
ストプラクティスを理解していることが証明されます。さらに、既
存コードを理解し、説明できるだけの、プログラミング環境に関
する十分な知識があることが証明されます。LabVIEW開発者
認定試験（CLD：Certified LabVIEW Developer）に合格すると、最
小限の開発期間でメンテナンスができる機能的なプログラムを設計
および開発できる能力が証明されます。LabVIEW設計者認定試験
（CLA：Certified LabVIEW Architect）に合格すると、設計者として
最上級の技術レベルを持ち、ハイレベルな要件に対しても開発チー
ム用アプリケーションのフレームワークを開発できる能力を証明し
ます。
NIソフトウェアを使用する5名以上の開発者から成るチームを管理

する場合、経験の少ない開発者に技術的な指導を行ったり、プロ
ジェクトの一般的なアーキテクチャを作成できる有資格開発者または
有資格設計者を最低1名リーダーとして配置することが重要です。
NIソフトウェアを使用している場合、この認定資格を取得するまでの

過程は、資格取得と同様、有益であるといえます。認定試験に合格
するには、基本的なコード理解とドキュメント作成のスキルを磨く必要
があります。こうしたスキルは、ソフトウェアの使用経験年数を重ねた
後でも大変役に立ちます。最終的には、どの資格レベルでも有資格
開発者がチームにいることによって、サポートコストが低減され、コード
のメンテナンスが容易になるといったメリットがあります。したがって、
開発者を製品の認定資格に合格させることは、信頼の獲得だけで
なく、優れた指導と開発期間の短縮を可能にするといった点からも、
十分その価値があるといえます。

NI認定資格の詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi

9328」と入力するとご覧いただけます。

日本ナショナルインスツルメンツでは、この度、2010年度上半期のトレーニングコーススケジュールをリリースいたしました。上級コースを含む
全11コースと各種認定資格試験の日程が掲載されております。

http://www.ni.com/training/ja/

サービス／サポート

2010年度トレーニングコーススケジュール

認定資格は、ソフトウェア開発の管理者に、開発コストの低減、
従業員の能力開発強化など、数多くのメリットをもたらします。
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LabVIEW 2009で計測器の制御セットアップを簡単に
LabVIEWを使えば、もちろんユーザの1日が何時間も延びるわけで
はありませんが、生産性が高まるため同じ1日を有効に活用すること
が可能です。テスト／計測システムをコンピュータ制御によって自動化
する際に、通常であれば開発者がすべき作業を軽減できるから
です。例えばLabVIEWは、各種の計測器ドライバをサポートしている
ため、ユーザは計測器ごとに固有の制御コマンドを習得する必要が
ありません。従って、システム開発に費やす時間を短縮できます。ただ
し、システムを構成する計測器ごとに適切な計測器ドライバを見つけ
出し、インストールする必要があります。不可欠な作業ですが、ユー
ザにとってはこの作業自体が本来の目的というわけではありません。
そこでLabVIEWは、ユーザに代わってこの作業を実行する計測器ド
ライバファインダ（Instrument Driver Finder）を備えています。この機
能を利用すれば、計測器の制御セットアップに費やしていた時間を
1/4に抑えることが可能です。

5ステップでドライバを簡単に検索／ダウンロード／インストール
1. LabVIEWのメニューバーから、「ツール（Tools）」≫「計 測
（Instrumentation）」≫「計測器ドライバを検索（Find Instrument
Drivers）」の順番で選択し、計測器ドライバファインダを起動します。

2.計測器ドライバファインダ上で、「接続されている計測器
（Connected Instrument）」の項目を開くと、システム内のVirtual
Instrument Software Architecture（VISA）リソースが表示されま
す。ここでVISAリソースとは、GPIBやUSBを介してホスト・コン
ピュータに接続された計測器などです。

3.表示されたリソースの1つをダブルクリックすると、その計測器の正
確な型名がサーチウィンドウに表示されます。型名の情報は計測
器に格納されており、それを計測器ドライバファインダが読み取っ
て表示する仕組みです。

4.「検索（Search）」をクリックします。すると計測器ドライバファイン
ダは、インターネット上の計測器ドライバネットワーク（Instrument
Driver Network）（URLはni.com/idnet）に登録された数千ものド
ライバを検索し、ステップ3.でユーザが選択した計測器に対応す
るドライバを自動的に見つけ出します。

5.検索結果の中から所望のドライバを選ぶと、LabVIEWがそれをダ
ウンロードして、インストールも実行します。

このようにLabVIEWは、ドライバを自動的にインストールする機能
を備えていますが、ユーザの開発時間を短縮する効果はこれだけに
とどまりません。計測器ドライバネットワークからダウンロードした計測
器ドライバは、いずれもナショナルインスツルメンツが認証済みであ
り、それぞれに一般的な使用方法を想定した専用サンプルが付属
しています。小規模のアプリケーションであれば、VIをゼロから開発
するのではなく、これらのサンプルを基にユーザ独自の解析や出力を
追加すれば簡単に開発できます。規模が大きく、より複雑なアプリ
ケーションの場合も、これらのサンプルはAPIの使い方を理解する参
考になりますし、ホスト・コンピュータと計測器が正しく通信できることを
確認する際に利用できます。
LabVIEWは各種の計測器ドライバをサポートしていますが、その

中でも特に、LabVIEWプラグアンドプレイ計測器ドライバの利用を
推奨します。完全にLabVIEWで実装されている上、オープンな標準
規格であるVISAに準拠しており、ユーザが必要に応じてドライバを
任意に編集したり、ほとんどの計測器との互換性を確保したりできる
からです。なお、LabVIEWを使わない場合や、アプリケーションによっ
てはLabVIEWプラグアンドプレイ計測器ドライバではなく、IVIや
VXIPlug&Playといったほかの種類のドライバが必要になる場合も
あるでしょう。そうした場合も、計測器ドライバネットワークを利用して
所要のドライバを見つけることが可能です。

LabVIEWの計測器ドライバについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの

上、Info Code欄に「nsi9332」と入力して表示されたページをご確認ください。

計測器ドライバ

図1.計測器ドライバファインダ（Instrument Driver Finder）は、
システムに接続されている計測器を自動的に検出します。

図2.検出された計測器から選択するだけで、その計測器に対応した
ドライバをLabVIEWがダウンロードしてインストールします。
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Analog Devices社、PXIとLabVIEWを
使用してMEMS大量製造テストを実施
Analog Devices社（ADI）のあるチームでは、1年半をかけて、新しい
統合型マイクロマシン（iMEMS）デジタルマイクロフォンADMP421用
のPXIベースの製造テストシステムの開発に取り組んできました。この
チームでは、NI LabVIEWソフトウェアとPXI計測器をテストプラット
フォームとして使用しましたが、その理由は、従来の自動テスト装置
（ATE）と比較して、コスト、サイズ、および柔軟性の面でメリットが多
かったためです。ADIのシニアエンジニアである、Robert Whitehouse氏
とDan Weinberg氏に新しいテストシステムについて説明していただき
ました。

Q：ADIが、新しいMEMSマイクロフォンの製造テストソリュー
ションを変えようと思われたのはなぜですか。

A：私たちは、可能な限り低いコストで、製品テスト計画の要件を満
たすようなATEを必要としていました。製造現場の運用効率を上
げるためには、通常、ATEソリューションを最大限に利用して、同
じプラットフォームであらゆる製品をテストします。しかし、大型コン
ピュータを使用したATEソリューションでは、iMEMS専用マイクロ
フォンテスターのそれ程多くない計測要件を効率よく満たすには、
コストがかかりすぎる上に、無駄に機能も多くなり、物理的サイズ
も大きくなりすぎます。

Q：新しいテストハードウェアプラットフォームとしてPXIを選択した
のはなぜですか。

A：私たちがPXIを選択した理由は、PXIが低コストで小型であり、
柔軟性のある構成を可能にするからです。設備費用が低くてス
ループットが高い、というのは、ユニットあたりのコストを総合的な
視点から見た場合に理想的です。iMEMSマイクロフォンなどの
市販製品では、製造量の急激な増加にも対応できる必要がある
ため、低コストなPXIによって、最初の設備投資を抑えられること
は重要なポイントです。 さらに、PXIシステムは、大型のATEテ
スターとは対照的に小型なため、貴重な工場スペースを節約す
ることができます。最後に、PXIでは、あらゆる計測を選択すること
ができます。PXIラックには必要な計測器のみを収容すればよく、
これは、何のメリットもないのに設備費用だけはかさむ不要な計
測器やチャンネルを数多く備えた大型ATEテスターとは真反対
の特長です。

Q：MEMSマイクロフォンの最も重要なテスト仕様は何ですか。

A：マイクロフォンは、音響感度によって規定されます。これは、指定
した周波数（通常1 kHzにおいて94 dB）における音圧レベル
（SPL）に対する既知のマイクロフォンの出力応答の計測になり

ます。音響計測には独特の困難がつきものです。NI PXI-4461ダ
イナミック信号アナライザは、その他のPXI計測器と非常に相性
がよく、こうした問題の解決にも役立ちました。

Q：そのシステムでLabVIEWが果たした役割を教えてください。

A：このプロジェクトでは、テスト管理や外部とのインタフェースなど、
全てのコード開発をLabVIEWに任せました。また、STDF
（Standard Test Data Format）出力のカスタムVIを作成して、テス
ト結果をまとめました。

Q：従来のATE装置と比べて、全体の性能、コスト、および開発時
間に変化はあったでしょうか。

A：LabVIEWとPXIは、性能の点で、従来の大型コンピュータを使用
したATEシステムをはるかに上回りました。現在のATEで行う
iMEMSマイクロフォンのテストでは、コスト、重量、消費電力、設
置面積、および複雑性が軽減されています。LabVIEWおよび
PXIの計測器を使用することにより、設備投資コストは10分の1、
消費電力は20分の1に節約することができ、テストコードもすばや
く開発できるようになりました。将来的にこのテスト方法を他の
MEMS製品にも使用するかどうかを現在検討中です。

Analog Devices社のPXIベース製造テスターに関する完全なインタビュー記

事と詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9336」と入

力するとご覧いただけます。

ユーザ事例

Robert Whitehouse氏は、エンジニアチームを率いて、
PXIベースのMEMSマイクロフォン製造テストシステムを開発し、
従来のATEシステムの設備投資コストを10分の1に軽減しました。
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LabVIEW 2009対応ツールキットに注目
Compatible with LabVIEW（LabVIEW対応化）プログラムは、全て
のNI LabVIEWアドオンに対する品質基準となります。アドオンは、
LabVIEWツールメニューから起動するVI、ドライバ、またはユーティリ
ティで、LabVIEW環境をより充実させます。

要件
アドオンが、LabVIEWプログラムへの対応を検討／承認される対象
となるには、関数、スタイル、ドキュメント、および配布ライセンスの準拠
要件を満たす必要があります。LabVIEWに対応していると見なされ
たアドオンは、LabVIEWツールキットネットワークで紹介され、高い認
知度を得られるなどのメリットがあり、LabVIEW対応を証明するロゴ
を入れることができ、他のアドオンと差別化を図ることができます
（NIによって認証を受けたアプリケーションは、LabVIEW対応を証明
するロゴのラインセスを授与されます）。LabVIEW 2009の発表に伴
い、ナショナルインスツルメンツは、ベータプログラムの一環として、他
の企業や開発者と協力し、アドオンのLabVIEW 2009対応化に注力

しました。その一例がNeural ID社（neuralid.com）のCURE Virtual
Instrument Libraryです。CUREは、拡張可能なパターン識別エン
ジンで、センサフュージョン、バイオメトリクス、データマイニングなどの
複雑なパターン識別問題に関する迅速な開発をサポートするツール
キットです。

マーケティングメリット
アドオンがLabVIEWプログラムへの対応を承認されると、開発者に
対して、次のような複数のアプローチが可能になります。

�LabVIEWプラットフォームのユーザに利用してもらえる
�プログラムロゴを使用して、アドオンとして他との差別化ができる
�NIのサイトに企業と製品の名前が記載される
�LabVIEWツールネットワークのインデックスによって、検索エン
ジンの最適化が図れる

�NI Developer Zoneのオンライン技術資料に取り上げられる
�NIコミュニティにダウンロード可能なコンテンツを作成できる
�NIのニュースレターで製品を紹介してもらえる

プログラム参加方法
1. NIサイトで「Compatible with LabVIEW」の申込書に記入し
ます。
2.ロゴ使用契約を締結すると、アドオンやそのカタログなどにロゴ
を使用できます。

Compatible with LabVIEWプログラムの詳細は、ni.com/jp/infoにアクセス

の上、Info Code欄に「nsi9337」と入力するとご覧いただけます。

NIサイトのNI PXIコミュニティでは、他社製のPXIモジュールお
よび製品を検索することができるため、PXIベースシステムを構
築する際に大変便利です。マスインタコネクタ、バウンダリス
キャンコントローラ、アビオニクスバスインタフェースなど、最新の
製品を閲覧／検索することができます。

新しいNI PXIコミュニティサイトで最新のPXI製品を閲覧したり、製品を追

加したりするには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi

9338」と入力するとご覧いただけます。

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プログラム
でマネージャをしているJack Barber氏は、自身のブログで、NIア
ライアンスパートナーにベストビジネスプラクティスを紹介してい
ます。このブログをヒントに、NIアライアンスパートナーは、成長を
続けるNIプラットフォームを使用して、要件の厳しいアプリケー
ションに応えていくことができます。NIは、600を超えるコンサル
タント、システムインテグレータ、開発者、業界エキスパートから成
る世界規模のネットワークに依存しています。ビジネスに対する
鋭い洞察力は、企業の成功の鍵であり、このブログが最も力を
入れている点です。取り上げられているトピックには、総括経営、
マーケティング戦略、販売戦術、プロジェクト管理、会計、人事
に関するものがあります。

Building Stronger Partnersブログは、ni.com/jp/infoにアクセスの

上、Info Code欄に「nsi9339」と入力するとご覧いただけます。

ユーザ事例

NI PXIコミュニティで
他社製のPXI製品を検索

Building Stronger Partnersブログ

Neural ID社が開発したCURE Virtual Instrument Libraryアドオンは、
テールランプの主体識別などのアプリケーションに使用されます。
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コントローラ1

従来型の
リアルタイムシステム

NI Real-Time Hypervisorソフトウェア

仮想コントローラ

統合されたリアルタイムシステム

LabVIEW
Real-TimeターゲットWindowsホスト

LabVIEW
Real-Timeターゲット

コントローラ2

Windowsホスト

LabVIEW開発者コミュニティ
LabVIEWユーザグループに参加すると、身
近なLabVIEWユーザと情報交換を行ったり
ネットワーク作りを行うことができます。
LabVIEW開発者同士の交流を深めたりコー
ドをシェアしたり新しいプログラミングテクニッ
クを学んだり、問題解決に取り組むことのでき
るよい機会となります。会合に参加して、計測
やテストオートメーションアプリケーションにつ
いて他の参加者と意見を交わすことができ
ます。既に数多くのユーザグループが立ちあ
げられ、ナショナルインスツルメンツのエンジ
ニアやアライアンスパートナー、LabVIEW愛
好者によってサポートされています。
日本国内で活動しているLabVIEWユー

ザ会についてはhttp://www.quatsys.com/
labview/1109/index.htmをご覧ください。

LabVIEWユーザグループについての詳細、お住ま

いのエリアでのユーザグループの立ち上げ方につい

ての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info

Code欄に「nsi9341」と入力し、表示された画面から

ご確認ください。

仮想化技術を使って
リアルタイムシステムを統合する
長年にわたり、IT技術者は仮想化と呼ばれる技術を使って、サーバ
ハードウェアや電力にかかる費用の削減に努めてきました。複数の
OSを一台のコンピュータ上で走らせることにより、IT担当者は、購入
するコンピュータの数を少なく抑え、既存のマシンを有効活用すること
ができます。もちろん消費電力を抑えることも。
仮想化技術もエンジニアには有用な技術となり得ます。複数のOS

を単一のデザイン内で使用することには慣れているはずですから。

計測・制御システムでは、Windowsなどの汎用OSを使ってグラフィク
ス機能を提供したりOPC（OLE for process control）通信を行ったり、
サービスやアプリケーションのエコシステム全体にアクセスしたり
します。同時に、重要なアルゴリズムを確実に実行するのに、リアルタ
イムOSが必要とされます。
このように複数のOSシステムを使用しようとすると、これまでは2台
のコンピュータを用意する必要がありました。しかし、hypervisorと呼
ばれる仮想化用ソフトウェアを使用することで、これまで不可能とさ
れてきた方法でシステムを統合することが可能となります。NI Real-
Time Hypervisorと呼ばれるパイオニアソフトウェアは、NI LabVIEW
Real-TimeモジュールとWindows XPをマルチコア搭載PXIと工業用
コントローラ上で並列実行させることができます。Real-Time
Hypervisorでは一台のコントローラ上で複数のマルチコアプロセッサ
が利用できるため、ハードウェアの使用効率を高め、コストを低く抑
え、設置面積も縮小させることが可能となります。

NI Real-Time Hypervisorのパイオニアユーザになるには、ni.com/jp/infoに

アクセスの上、Info Code欄に「nsi9342」と入力して表示されたページをご確

認ください（英語）。

イベント

テクノロジアウトルック

LabVIEWユーザグループは定期的に会合を開き、LabVIEWのテクニック、技術、
アプリケーション設計パターンなどについて意見の交換を行っています。

Real-Time Hypervisorソフトウェアを使用すrば、LabVIEW Real-Timeと
Windows XPを一台のコントローラ上で並列動作させることができます。
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MシリーズUSBマルチファンクションデータ集録
（DAQ）モジュールの使い方（NI USB-6211編）
NI USB-6211は、バスパワー付きUSB Mシリーズマルチファンク
ションデータ集録（DAQ）モジュールで、高速サンプリングレートにお
いて高確度で集録を行うのに最適です。アナログ入力用に16チャン
ネル、アナログ出力用に2チャンネル、デジタル入力用に8ライン、デジ
タル出力用に8ラインを備えています。また、1チャンネルあたりのサン
プリングレートは250 kS/b秒、チャンネルごとに4つの入力範囲
（±0.2～±10 V）が設定でき、デジタルトリガが可能でカウンタ／タイ
マも2個搭載しています。
NI USB-6211は、特にモバイルやスペースに制約があるアプリケー
ションで真価を発揮します。ネジ留め式端子で直接接続できるため、
コスト削減や信号接続の簡素化が実現できる上、プラグアンドプレイ
接続により構成や設定にかかる時間を短縮できます。
今回は、NI USB-6211の使い方をご紹介します。

まずは概要からご覧ください。

機能ごとのWebビデオは、概要の下にある各ビデオクリップをご覧く
ださい。
アナログ信号集録、アナログ信号生成、カウンタ機能によるデジタル
イベント計測、トリガを使用したアナログ信号集録とデータ保存、アナ
ログ信号集録とデジタル警報信号生成、デジタル信号計測・出力
の6種類のデモがご覧いただけます。

www.ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「jpsi64」と入力するとご

覧いただけます。

◇NI USB DAQ使い方ガイド
https://lumen.ni.com/nicif/ja/infodaqhowto/content.xhtml

◇アカデミックキャンペーン実施中
ナショナルインスツルメンツ（NI）では、産業界で
広く採用されている最新テクノロジーを教育や研
究の場でも活用してもらえるように、多数のアカ
デミック製品を用意しています。今回のキャン
ペーンでは、最大35％OFFという製品も登場しま
した。この機会に是非、ご検討ください。
http:/ /digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/
web/all/0F11FC53B3E59D7C8625765B
00244930

◇Hi-Speed USB対応GPIBコントローラ33％OFF
Hi-Speed USB対応GPIBコントローラを使用する
ことにより、USBポートを備えているコンピュータを、
IEEE 488.2コントローラとして使用し、最大で14台
のGPIB計測器の制御を行うことができます。GPIB
ケーブルがなくても計測器と接続でき、プラグアン
ドプレイでインストールも構成も行えます。NI GPIB-
USB-HSは、ノートPCを使用するポータブルなアプ
リケーションや、内部I/Oスロットに空きがないPCを
使用する場合に最適です。

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/201586

新製品情報

NI からの耳寄り情報
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新製品情報 2009年9月～11月
◆カスタムモーションコントロールアプリケーション設計用ソフトウェア
「LabVIEW用NI SoftMotionモジュール」

�グラフィカル開発ツールを使用したカスタムモーション
コントロールアプリケーションを設計
�軌道生成、スプライン補間、位置／速度制御などの便利
な関数を搭載

�高レベル関数ブロックAPIを使用して、モーションプロ
ファイルの開発を簡易化
�標準I/O、カスタム制御アルゴリズム、通信インタフェース
などを含むカスタム軸を定義

�SolidWorks対応NI SoftMotionを使用した仮想試作を作成

◆NI-XNET CAN、NI-XNET FlexRay組込ネットワークインタフェース製品
「NI PCI-851x」、「NI PXI-851x」

�高性能CAN/FlexRayインタフェース（オンボードト
ランシーバ搭載、終端はソフトウェアで選択可能）
�LabVIEW、LabWindowsTM/CVI、C/C++でのアプ
リケーション開発に役立つNI-XNETドライバとAPI
が利用可能（CAN/FlexRay双方に対応）

�NI-XNETデバイス駆動型DMAエンジンで、メッ
セージ遅延を最小化し、全帯域幅のFlexRay/CANバスデータを通信

�統合型CANデータベースで、CAN/FlexRayフレームをFIBEXやCANdb
（.DBC）、NI-CAN（.NCD）などの工学レベル信号に自動的に変換
�ハードウェアの同期、NIデータ集録製品やデジタイザ、スイッチ、大規模シス
テムと1 μsタイムスタンプで統合可能

�一体型のオンボードトランシーバにより、セットアップが容易に行え、信頼性の
向上が図れるほか、「隠れコスト」を回避することが可能

�ポートごとに専用で使えるプロセッサが付いているため、最大128のハード
ウェア加速によるフレームが管理でき、ホストシステムの負荷とソフトウェアの
複雑化を回避することが可能

�バンドルソフトウェア：NI-XNETインタフェースには全てNI-XNETドライバと
API、NI-XNET Bus Monitor、NI-XNET Database Editorを搭載

◆音響／振動計測ソフトウェアパッケージ
「音響／振動計測ソフトウェアパッケージ2009」

�NI音響／振動計測アシスタントを使ったマウスクリッ
クやメニュー選択のみでのデータ解析とデータロ
ギング

�超高速のTHDおよびFRF処理のための継続的な
周波数スイープアルゴリズム

�心理音響計測の音響品質アルゴリズム
�タコメータ処理を含む、次数解析トラッキング／抽出

�ウォーターフォールプロット、多重座標、軸の中心線座標、軌道座標、ボード
線図、極座標

�ANSIおよびIECに適合したオクターブ解析および1/nオクターブ解析（1/3、
1/6、1/12、1/24）

◆動作温度拡張タイプのNI Single-Board RIOデバイス
「NI sbRIO-9602XT」

�400 MHzプロセッサ、256 MB不揮発性ストレージ、128
MB DRAMにより確定性に優れた制御・解析が可能

�カスタム仕様のタイミング、インライン処理、制御に適した
統合型2 Mゲート再構成可能I/O（RIO）FPGA

�110の3.3 V（5 Vトレラント）DIOライン
�10/100BASE-T EthernetポートおよびRS232シリアル
ポート、19～30 VDC電源入力

�動作温度範囲：－40～85℃

「NI sbRIO-9612XT」
�400 MHzプロセッサ、256 MB不揮発性ストレージ、128 MB DRAMにより確
定性に優れた制御・解析が可能

�カスタム仕様のタイミング、インライン処理、制御に適した統合型2Mゲート再
構成可能I/O（RIO）FPGA

�110の3.3 V（TTL対応／5 Vトレラント）DIOライン、32の16ビットアナログ入力
�10/100BASE-T EthernetポートおよびRS232シリアルポート、19～30 VDC電
源入力

�動作温度範囲：－40～85℃

「NI sbRIO-9632XT」
�400 MHzプロセッサ、256 MB不揮発性ストレージ、128 MB DRAMにより確
定性に優れた制御・解析が可能

�カスタム仕様のタイミング、インライン処理、および制御に適した統合型2M
ゲート再構成可能I/O（RIO）FPGA

�110の3.3 V（TTL対応／5 Vトレラント）DIOライン、32の16ビットアナログ入力、
4つの16ビットアナログ出力

�10/100BASE-T EthernetポートおよびRS232シリアルポート、19～30 VDC電
源入力

�動作温度範囲：－40～85℃

「NI sbRIO-9642XT」
�400 MHzプロセッサ、256 MB不揮発性ストレージ、128 MB DRAMにより確
定性に優れた制御・解析が可能

�カスタム仕様のタイミング、インライン処理、および制御に適した統合型2M
ゲート再構成可能I/O（RIO）FPGA

�110の3.3V（5Vトレラント）DIOライン、32の16ビットアナログ入力、4つの16ビッ
トアナログ出力、32/32の24V DI/DO
�10/100BASE-T EthernetポートおよびRS232シリアルポート、19～30 VDC電
源入力

�動作温度範囲：－40～85℃

◆高性能USBデータ集録デバイス用NI CompactDAQシャーシ
「NI cDAQ-9174」

�最大4つのCシリーズI/Oモジュールを収容可能
�複数のタイミングエンジンを使用し、異なるレートで
アナログ入力モジュールを実行

�4つの汎用32ビットカウンタ／タイマ内蔵シャーシ（デ
ジタルモジュールでアクセス）

�LabVIEW SignalExpress LEを含むNI-DAQmxド
ライバ付属

�Windows 7 OS対応
�NI信号ストリーミングテクノロジを採用したHi-Speed USB

◆「NI cDAQ-9178」
�外部クロックおよびトリガ機能（最大1
MHz）のための内蔵BNC接続

�複数のタイミングエンジンを使用し、異
なるレートでアナログ入力モジュール
を実行
�4つの汎用32ビットカウンタ／タイマ内

蔵シャーシ（デジタルモジュールでアクセス）
�LabVIEW SignalExpress LEを含むNI-DAQmxドライバ付属
�Windows 7 OS対応
�NI信号ストリーミングテクノロジを採用したHi-Speed USB

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
一人一台ずつ機器を操作しながら、短期間でわかりやすく技術を習得できる実践的なトレー
ニングを、レベルと目的別に定期開催しています。
2010年1月～6月のトレーニングスケジュールは、ni.com/jp/trainingからダウンロードでき
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、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。

認定資格プログラム
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。

無料セミナー
◆アカデミック向け教育・研究ソリューションセミナー【講義形式】
計測・制御分野においてプログラミング言語の世界標準ツールとして使用されている「NI
LabVIEW」の活用方法を、教育や研究開発者を対象に案内するセミナーです。
PCベースデータ集録の基礎、解析・信号処理、制御モデルの構築とシミュレーション、電子回路
の設計・試作といったアプリケーション分野のほか、教育・研究機関でNI製品がどのように活用
されているか、実例を交えて紹介します。

～LabVIEW紹介～
�LabVIEWとは？
�LabVIEWの基本機能
�NI製品での計測・制御について

～研究向けソリューション～
�PCベース計測でのメリット
�同期多点計測への応用
�研究事例の紹介

～教育向けソリューション～
�Multisim（電子回路シミュレータ）を用いた理論学習
�ELVIS（工学実験向け計測装置）の紹介
�教育事例紹介

【対 象 者】
�教員、大学院生、大学生
�教育・研究の場において、計測・制御システムの開発・研究に携わる方
�実践的な教育と研究の高速化、コストの削減などに興味のある方
�教育や研究の実用事例に関心のある方

【開 催 時 間】13：00～16：00

【開催日・場所】
12/2東京、12/16名古屋
※開催日程は変更される場合があります。最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

出展予定イベント一覧（12月）
◆Car Testing Japan2009にて特別講演決定！
【日 時】2009年12月9日（水）日本NIセッション（セッションNo.PS-1特別講演1）

11：10～11：40
【場 所】TFTホール（東京有明）HALL500
【参加費】無料（事前登録制）
https://cartesting.smartseminar.jp/public/application/add/32

～セッション内容～ 「高効率なモデルベース開発とは」
システムの複雑化と開発時間の短縮といった、ものづくりにおける相反する課題を同時に解決す
る有力な手法の一つが「モデルベース開発」です。しかし複雑化したシステムをすべて物理モデ

ルに落とし込むことは精度や開発サイクルを考慮すると、まだ実用に至っているところは少ないの
が現実です。本講演では、物理モデルと実機を融合させたモデルベース開発と、DOEを使用し
た実機検証試験の自動化によって、現状の課題を解決する手法を紹介します。

～製品展示～
【日 時】2009年12月9日（水）～12月10日（木）
【場 所】TFTホール（東京有明）HALL1000小間番号：25
【参加費】無料（事前登録制）
https://cartesting.smartseminar.jp/public/application/add/32
【出展製品】未定（最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。）

Web
NIでは、特定のアプリケーション向けのサイトも多数ご用意しております。最近公開・更新された
ページをご紹介させていただきます。
●データロガー
www.ni.com/data_logger/ja

●CompactDAQ
www.ni.com/new_compactdaq/ja
［技術資料］
�NI CompactDAQのメリット
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10531

�NI CompactDAQの概要
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5788

●テストエンジニアリング
�自動テストシステム設計のベストプラクティス
http：／／www.ni.com/automatedtest/ja/development.htm

�ソフトウェア定義の自動テストシステム
http://www.ni.com/automatedtest/ja/softwaredefined.htm

トレーニング／認定資格プログラム
＜お勧めパッケージ＞

◆NI Developer Suite Core Enterprise
NI Developer Suite基本パッケージにプレミアム・トレーニング・メンバーシップが付いたお得な
セットです。
それぞれの製品を単体で購入するよりも大変割安です。トレーニング予算を心配する事なく、
ソフトウェア購入直後からトレーニングを受講いただけます。

◆プレミアム・トレーニング・メンバーシップ（PTM）
1年間全てのトレーニングを繰り返し何度でも受講でき、認定試験2種類を1度ずつ受験いただけ
ます。
LabVIEWスキルとハードウェアの知識を向上させたい方にお勧めです。
またトレーニングで使用しているテキスト（全12種類40万円相当）をご希望により、前もって受け
取ることが可能です。
SSP（※）に加入している方：550,000円（税別）、SSP未加入の方：600,000円（税別）

※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）
6カ月間ご希望の4コースを繰り返し何度でも受講でき、認定試験2種類を1度ずつ受験いただ
けます。
短期間で認定資格取得をお考えの方にお勧めです。
SSPに加入している方：400,000円（税別）、SSP未加入の方：450,000円（税別）

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株式会社 プロダクト事業部
TEL：0120-527196 E-mail：salesjapan@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

https://lumen.ni.com/nicif/ja/trainingcalendar/content.xhtml

