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将来のエンジニア育成に向けて
エンジニアリング（技術工学）は様 な々ことを実現するのに役立って
います。友人に電話をかけたり、明かりをつけたり、食べ物を冷蔵庫
に入れて鮮度を保ったりするといったこともエンジニアリングの賜物
です。技術工学はこのような日常的な些細な事象だけでなく、複雑
化する世界が抱えている大きな社会・経済問題にも対応する必要
があります。たとえば、単価10ドル以下の医療機器を開発したり、
太陽エネルギーのコストを削減したり、世界中の人 に々綺麗な水が
行き渡る環境を整備する、などは、エンジニアである私たちが協力し

合うことで実現することができます。しかし、そのためにはまず次世代のエンジニアを育成する
ことから始めなければなりません。
子どもたちは生まれながらにして、発見や創造性、チームワークといった感覚を備えて

います。しかし、子どもたちがエンジニアリング分野に進んでその創造力を活かし、社会に
大きな改善をもたらそうとしても、文化によって抑圧されてしまうことが多 あ々ります。また、エン
ジニアリング分野に進みたいと考えている学生に実践的な経験を積む場を提供することが
できない現在の教育制度も、学生のイノベーションに対する意欲を阻害する一因となって
います。そこで私たちは、エンジニアリング技術を楽しく習得できる実践的な学習環境を用意
すれば、より多くの学生に「イノベーターになろう」と思ってもらえるのではないかと考えました。
ナショナルインスツルメンツは現在、FIRST（For Inspiration and Recognition of Science and
Technology）やLEGO� Education社、Project Lead the Wayなどの様 な々企業・団体とパート
ナーシップを結んでおり、生徒／学生の学習経験を変革したり、高度な技術社会に対応・貢献
できる生徒／学生の育成に努めている教育者をサポートすることで、社会に大きなインパクトを
与えようと努力しています。
学生が社会において活躍できるか否かは、どのような教育を受けたかに左右されます。

なぜなら、学生が生まれながらに持っている創造的思考能力、チームワーク能力、問題解決
能力を高めて社会のQOL（生活の質）向上につなげるのが教育の役割だからです。このよう
な教育を通じてエンジニアリングと科学に対する学生の関心を高めることは、全ての人の特権
であり、また義務でもあります。
NIでは、地域のFIRSTロボット競技チームを指導していただける方を募集しています。それ

と同時に、プログラム、コラボレーション、製品開発、寄付を通じて、小学生から大学院生まで
の児童・生徒・学生の技術力向上を支援するコーポレートシティズンシップ活動にも取り組ん
でいます。現在エンジニアとしてご活躍の皆様も、社会に大きく貢献できる学生たちを育成
するために変革を進める必要があることをどうか忘れないでください。

－ナショナルインスツルメンツ 開発／アカデミック関連担当副社長
Ray Almgren
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多チャンネル計測に対応する新しいソリューション
ナショナルインスツルメンツでは、チャンネル数を数千にまで拡張できる、拡張性に優れた
センサ計測システムを必要とする業界やアプリケーションのニーズにも対応できる新しい
ソリューションを開発しています。

一般に、従来のセンサ計測システムには制約があり柔軟性に欠ける
ため、アプリケーション要件の変化に応じてチャンネル数を拡張した
り、新しいコンピューティング技術にアップグレードするといったことが
できないようになっています。そこで今回NIでは、センサ計測技術を

備えた新しい「NI SC Express」製品ファミリをリリースすることで、
業界標準のPXIプラットフォームを使って拡張性に優れたセンサ計測
システムを構築するための、様 な々状況に適応できるシンプルな
アーキテクチャを提供するに至りました。なお、この製品ファミリには、
複雑さを軽減する以外に、1）高い計測精度、2）柔軟な同期機能、
3）高データスループットという3つの大きな特長があります。

1 信号調節機能を内蔵することで高い計測精度を実現
多くの場合、センサの出力を正確にデジタル化するには、
信号の増幅や励起、絶縁、フィルタリングなどの信号調節を
行う必要があります。従来は、1台のデータ集録システムに
信号調節回路を接続して使用し、アナログ信号を調節して
からデジタル信号に変換していました。しかし最近では、新技
術の登場と小型化によって、信号調節機能とアナログ／デジ
タル変換機能を同一のデバイスに統合することが可能と
なり、間違えやすかった配線やコネクタがなくなり、高精度な
計測が行えるようになりました。また、信号調節機能を内蔵
することにより、計測システムで使用するコンポーネント数を
減らして多チャンネル計測システムのフットプリントとコストを
削減すると同時に、設置、メンテナンス、校正の効率化を図る
ことも可能になりました。

新しいSC Expressモジュールは、信号調節機能を内蔵することに
より、PXIプラットフォーム上での高精度なセンサ計測システム構築を
可能としています。なお、PXIプラットフォームには現在、70社以上の
ベンダから提供される1,500種類以上ものモジュールがあり、PXIを活
用することで独自のフォームファクタやデータバスを用いるリスクを排
除するだけでなく、多くの計測アプリケーションからの様 な々ニーズに
柔軟に対応できる一体型の計測システムを構築できるというメリット
があります。

このSC Expressの活用例として、サーマルチャンバ内で高精度
かつスケーラブルな計測を行うことが挙げられます。ただし、この
場合には、数百もの熱電対を高精度で計測し、サーマルチャンバ内
の温度分布を正確に計測・制御できるようにする必要があります。

このような場合、「NI PXIe-4353（SC Express
モジュール）」を使用すれば、1台のPXIシャーシ
で最大544チャンネルの熱電対を正確に計測
することができます。

2 柔軟性に優れた高性能な同期機能
データを効率的に利用して解析するには、データの時間相関
を把握する必要があります。センサの種類も様々で複数の
デバイスに分散されているようなチャンネルからデータを集録
したり、センサが広い空間で分散されて配置されているような
場合には、データの相関付けや同期化が非常に困難になり
ます。そのため、計測システムを選択する際には、このような
同期要件を十分に考慮する必要があります。

PXIプラットフォームは、10年以上にわたり、計測システムにおいて
卓越した同期性能を提供してきました。PXI ExpressはPXIプラット
フォームの中でも最新の技術で、下位互換性を維持しながら、複数
の計測I/Oデバイスを確実に同期させることができます。また、PXI
Expressバックプレーンで100 MHz差動クロックを使用して複数の
デバイスのサンプルクロックを同じリファレンスに合わせたり、バック
プレーントリガラインによってシャーシ内の全てのデバイスのトリガを
同じ100 MHzクロックエッジに合わせて調整することも可能です。
以前のPXIシャーシと同様、タイミング／同期モジュールを利用して、
1台のPXI Expressシャーシで高精度なタイムベースをバックプレーン
クロックの代わりに使用したり、複数のPXI Expressシャーシに挿入
されている各計測デバイスを同期させたりすることもできます。さらに、
かなり離れた場所に配備されている複数のシャーシを同期させる
必要がある場合でも、GPSモジュールやIRIG-Bモジュールを使用
して複数のシャーシを共通のクロック信号に同期させることができ
ます。

トピック

モジュール 計測タイプ チャンネル数 サンプリングレート 精度

NI PXIe-4300 絶縁電圧 8 250 kS／秒／ch 2.460 mV

NI PXIe-4330 ブリッジベースセンサ、歪みゲージ 8 25 kS／秒／ch 計測値の0.02％

NI PXIe-4353 熱電対 32 90 S／秒／ch 0.30℃

表1.新しいNI SC Express製品ファミリモジュールの比較
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SC Expressモジュールは、1台または複数台のシャーシに挿入されて
いる各デバイスと、PXI Expressバスを介して緊密に同期させること
ができます。たとえば、NI PXIe-4330ブリッジセンサ入力モジュール
は、1枚のモジュール上で、あるいは同一のシャーシに挿入されている
複数モジュール上で、チャンネル間スキューを100 ns未満に抑えるこ
とができます。また、NIでは、1台のシャーシに挿入されている複数の
SC Expressモジュールが同期するように設定できる新しい機能をNI-
DAQmxドライバソフトウェアに組込み、このソフトウェアの機能強化を
図っています。以下のブロックダイアグラムをご覧ください。このダイア
グラムから分かるように、NI LabVIEW（グラフィカルプログラミング環
境）や一般的なテキストベース言語（.NETなど）で1つのNI-DAQmx
マルチデバイスタスクを実行するだけで、システム内の複数のデバ
イスの構成を行ったり、複数デバイスからデータを読み込むことが
できるため、必要なコードの量を大幅に削減することができます。
なお、このプログラミング手法では、NI-DAQmxドライバソフトウェア
がパフォーマンスを損なうことなく、全てのタイミング／トリガラインを
自動的にルーティングする仕組みになっています。
構造試験では、計測によって得られた応力値と、有限要素解析

モデルで求めた応力分布を正確に比較するためにも、歪みゲージと
加速度計からの同期計測が必要となることが多々あります。この
ような場合、新しいNI PXIe-4330（ブリッジセンサ入力モジュール）と
NI PXIe-4496（加速度計入力モジュール）で計測した歪み値と振動
値を1つのNI-DAQmxマルチデバイスタスクで同期させて読み込め
ば、応力を簡単かつ正確に求めることができます。SC Express
モジュールは従来の計測器とは異なり、時間が経つにつれ複雑化が
進む部品（軽量で丈夫な材料を使用した航空機翼など）の構造
試験のニーズ変化に柔軟に対応します。

3 高データスループット
多チャンネル計測システムで集録したデータをリアルタイムに
解析したり事後解析を行ったりするには、大量のデータをそれ
ぞれホストコントローラとディスクにストリーミングする必要が
あります。ところが、これまではシステムのチャンネル数や最大
集録速度が通信バスの帯域幅によって制約されていま
した。この制約を回避するには、集録デバイスに大容量の
オンボードメモリを搭載して集録速度を一時的に向上させる
しかありませんでしたが、この方法には、コストが上昇する
だけでなく、集録ソフトウェアが複雑化してデータをリアル
タイムに表示できなくなるというデメリットもありました。

SC Expressモジュールでは、PXI Expressバスを利用して、デバ
イス1台あたり250 MB／秒の帯域幅でデータをコントローラに送ること
ができます。また、この新しいモジュールのデータスループットは、通信
バスの帯域幅を超えることなく、チャンネル数に応じて向上します
（図2参照）。
ただし、通信バスの帯域幅によって計測速度やチャンネル数が
制約されない場合でも、処理速度やディスクへのストリーミング性能
がシステムのパフォーマンスを妨げることがあります。このような場合
でも、NI-DAQmxドライバを利用すれば、データをTDMS（テクニカル
データ管理ストリーミング）ファイルフォーマットに直接ストリーミングして
ロギングスループットを400 MB／秒まで向上させ、数テラバイトの
データを高速にレンダリングすることができます。さらに、LabVIEW
DataFinderツールキットやNI DIAdem（データ管理ソフトウェア）を
使用すれば、こうした大容量のデータセットから重要なデータを読み
込んで、管理や解析、可視化、レポーティング等を簡単に行うことが
できます。

図1. NI-DAQmxマルチデバイスタスクを実行すれば、NI PXIe-4330ブリッジセンサ入力モジュールと
NI PXIe-4496加速度計入力モジュールで集録した歪み値と加速値を同期させて読み込むことができます。
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航空宇宙用のテストセルでは、様 な々電圧およびグランドレベルの
アナログ信号を計測しなければならないため、計測システムには
数百のチャンネルに拡張できる柔軟性と、テストセルから送られてくる
信号を確実に計測できるチャンネル間絶縁入力が求められます。
新しいNI PXIe-4300（高電圧アナログ入力モジュール）と、TDMS
機能を搭載したNI-DAQmxは、こうしたテストセルの問題に適切に
対応することができます。

拡張性に優れた多チャンネルセンサ
計測システムを迅速かつ簡単に
構築する方法
卓越した同期性能を備え、優れたデータ
スループットを実現するSC Express
モジュールでは、PXI Expressバス上で
信号調節とデータ集録を行って、計測を
高精度に実施する環境を提供します。
これらの計測モジュールとNI-DAQmx
機能（TDMSやマルチデバイスタスク
など）を組み合わせて使用すれば、
多チャンネル計測アプリケーション固有
のニーズに対応する拡張性に優れた
センサ計測システムを従来よりも簡単に
構築することができます。

－ナショナルインスツルメンツ
信号調節計測システム
グループマネジャー
Andy Deck

新しいSC Expressモジュールについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセス
の上、Info Code欄に「nsi0201」と入力するとご覧いただけます。

NIでは、信号調節機能を備えた3種類の高性能なPXI Expressデータ集録（DAQ）モジュール
を新たに提供しています。歪み、フルブリッジ、熱電対、高電圧の計測に最適なこれらの
SC Expressモジュールは、高精度、高データスループット、緊密な同期を実現し、多チャンネル
計測に対応します。各チャンネルに24ビットADCを搭載している「NI PXIe-4330（ブリッジ入力
モジュール）」は最大25 kS／秒のサンプリングレートでのデータ集録が可能で、「NI PXIe-4353
（熱電対入力モジュール）」は24ビットの分解能、0.3℃の精度、300 Vバンク絶縁を特徴として
います。また、「NI PXIe-4300（高電圧アナログ入力モジュール）」は、チャンネル間絶縁機能と

ADC（各チャンネルに搭載）を搭載し、最大300 Vの同時信号入力に対応します。なお、PXIプラットフォームに組込めるSC Express
モジュールは、NI XシリーズDAQデバイス、ダイナミック信号集録（DSA）モジュール、モジュール式計測器などの様々なPXIモジュール
と簡単に同期させることができます。

SC Express技術についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0202」と入力するとご覧いただけます。

信号調節機能を内蔵した新しいPXI Expressデータ集録モジュール

図2. SC Expressモジュールの総スループットは、チャンネル数の増加とともに向上します。
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NI RIOハードウェアプラットフォーム

プロセッサ

上記のハードウェアは
各層に分類されます。

FPGA I/O

CompactRIO統合システム

Cシリーズ
I/Oモジュール

CompactRIO
バックプレーン

CompactRIO
コントローラ

PXI対応
NI FlexRIOモジュールPXIコントローラ NI FlexRIO

アダプタモジュール

CompactRIO
工業用コントローラ

NI Single-Board RIO

PCI対応
NI Rシリーズボード

NI RIO技術が提供する様 な々メリット
ナショナルインスツルメンツが7年前にリリースした再構成可能I/O（RIO）PXIプラグイン
ボードは、その後も進化し続けています。
NIが最初にリリースした再構成可能I/O（RIO）PXIプラグインボード
「NI PXI-7831R」は、1MゲートFPGA（field-programmable gate array）
と内蔵のアナログ／デジタルI/Oを特徴としていました。NI PXI-7831R
の“R”は、オンボードFPGAチップのプログラミングや再構成を
行って、オンボードI/Oのタイミング、処理、制御をカスタマイズし、高度
なデータ集録・制御・テストシステムを開発できる「reconfigurable I/O
（再構成可能I/O）」技術を意味します。なお、NI PXI-7831Rでは、NI
LabVIEWグラフィカルツールを使用してボード上のFPGAチップを
プログラミングし、ソフトウェアとハードウェアを組み合わせることが
できたため、エンジニアや研究者は設計段階からFPGA技術を
組込んで使用できるというメリットを享受することができました。
NIは、2003年から2010年までの間に広く普及した再構成可能I/O

（RIO）技術を主な投資対象とし、この7年間の間に、様 な々組込・
工業・テスト用途に対応する数百種類のRIOファミリ製品を提供して
きました。現在では、世界中の数千人ものエンジニアや研究者がこの
RIO技術を設計やシステムに取り入れて活用しています。

NI RIOプラットフォームの中核を担っているのは、グラフィカルシス
テム設計ツール「LabVIEW」で、このソフトウェアを使って共通の
ハードウェアアーキテクチャを備えた各種のRIOハードウェアをプロ
グラミングします。アナログI/O、デジタルI/O、通信I/OにFPGAを直接
接続し、各I/O要素のタイミングと処理をカスタマイズすることも可能
です。それに加え、NI RIOプラットフォームでは、設計から制御、テスト
までの様 な々用途で共通して使えるアーキテクチャのほか、設計プロ
セス全体で標準のLabVIEWプログラミングツールチェーンも利用
することができます。

NI RIOハードウェアプラットフォーム
NIでは、共通のRIOアーキテクチャを備えた、様 な々パッケージ製品
やボードレベルのハードウェアシステムを開発しています。そのため、
エンジニアリングおよび研究プロジェクトで設計・試作したハード
ウェアとソフトウェアを組込実装や自動テストに再利用することが
可能となっています。

特集

図1. NI RIOプラットフォームでは、高度な組込・工業・テストシステムの開発を支援する様 な々ボードレベルおよびパッケージシステムを利用することができます。
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■    アナログ／デジタルI/Oに対応する
   プレビルドドライバ
■    プロセッサとFPGA間の通信用に転送
   エンジンを内蔵
■    通信ドライバ（シリアル、Ethernet、USB）

■    グラフィカルFPGAプログラミング
■    固定小数点解析・制御、通信IP
■    既存のVHDLを統合することが可能

■    マルチコアおよびRTOSプログラミング
■    ユーザインタフェース、信号処理、制御、
　Webパブリッシング、ロギング機能を内蔵
■    既存のCコードを統合することが可能

NI-RIOおよびLabVIEWドライバLabVIEW FPGALabVIEWおよびLabVIEW Real-Time

I/OFPGAプロセッサ

NI RIOテクノロジソフトウェアプラットフォーム

組込アプリケーション向けの製品例として、単一のボードにリアル
タイムプロセッサとFPGA、アナログ／デジタルI/Oを集積した「NI
Single-Board RIO」が挙げられます。他にも、「NI CompactRIO」
プラットフォームがありますが、これはリアルタイムプロセッサとFPGAを
同じシャーシに搭載した一体型のシステムと、リアルタイムコントローラ
とFPGAシャーシを交換できるモジュール式システムという2つの構成
で提供しています。CompactRIO/EtherCAT拡張システムでは、
100種類以上あるEtherCAT対応サードパーティ製モジュールとNI
CシリーズI/Oモジュールを使って、様 な々センサやアクチュエータに
接続することができます。
また、プラグインタイプの「PCI/PCI Express FPGA Rシリーズ
ボード」を使用することにより、NIの工業用コントローラやその他のPC
（工業用PCなど）と組み合わせて、高性能なマルチコアプロセッサを
搭載した堅牢なRIOシステムを構築することができます。最後に、
高度なテスト用途にも使用できる「PXIプラットフォーム」には、マルチ
コアPXIコントローラやPXI FPGA Rシリーズモジュール、PXI / PXI
Express NI FlexRIO FPGA モジュール、NI FlexRIOアダプタ
モジュールなどがあり、これらを使用してカスタム仕様のテスト／通信
システムを構築することができます。

NI RIOソフトウェアプラットフォーム
NI RIO技術を使用する場合には、グラフィカルシステム設計ツール
「LabVIEW」が不可欠です。LabVIEW、LabVIEW Real-Time、
LabVIEW FPGAの各ソフトウェアを使用すれば、ローレベルのソフト
ウェア／ハードウェアの設計経験がなくても、マルチコアプロセッサの
プログラミングを行ったりNI RIOハードウェア上にあるFPGAをカスタ
マイズしてカスタム組込／テストシステムを構築し、カスタムシステムの
開発に伴うコストや複雑性を回避することができます。
LabVIEWとLabVIEW Real-Timeでは、信号の処理、制御、通信、

ロギングなどに必要な数百の浮動小数点対応関数をマルチコア
プロセッサやリアルタイムプロセッサに組込むことができます。また、
高度なユーザインタフェースを迅速に作成できるだけでなく、既存の

Cコードやテキストベースの数式処理プログラムを統合することも
可能です。一方、LabVIEW FPGAソフトウェアでは、FPGAチップを
グラフィカルにプログラミングすることで設計の複雑性を低減させら
れるため、FPGA技術を簡単に利用できるようになります。さらに、
LabVIEW FPGAソフトウェアは、固定小数点計算、信号処理、
信号制御に必要な関数や、既存のHDL / Xilinx COREGen IP
（intellectual property）を統合するための関数を搭載しています。
また、NI-RIOドライバとLabVIEWドライバを利用すれば、従来の
ツールを使用した場合よりも簡単に、I/Oの統合や各RIOハードウェア
コンポーネント間の接続を行うことができます。なお、LabVIEWドラ
イバでは、I/OへのアクセスやプロセッサとFPGA間のインタフェース
への接続を容易にするI/Oドライバ、DMA機能、シングルポイント
通信インタフェースも利用することができます。

RIOの用途と今後
今日、数千人ものエンジニアや研究者がNI RIOアーキテクチャを
使用して様 な々システムを開発しています。たとえば、医療、ロボット、
再生可能エネルギーなどの業界では、数多くの組込エンジニアが
システムの迅速な試作・実装にRIO製品を活用しています。RIO
製品は、カスタム制御や高速計測を必要とする工業システムや
マシンの開発にも威力を発揮します。また、テストエンジニアも、
高性能なRIOシステムを利用することで、カスタムRF計測やHIL
（Hardware-In-the-Loop）テストなどの高度なテスト／検証ニーズに
対応しています。なお、NIでは、今後もRIO技術への投資を積極的に
展開しながら、高度な組込／テストシステムの開発に伴う問題を解決
するのに最適なソリューションを工学界・科学界に提供していきます。

－ナショナルインスツルメンツ 工業・組込技術担当グループマネジャー
Todd Dobberstein

RIO製品および技術関連資料は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code
欄に「nsi0203」と入力するとご覧いただけます。

図2. LabVIEWグラフィカルシステム設計ツールを導入すれば、マルチコアプロセッサ、FPGA、I/Oなど、
RIOアーキテクチャ全体を共通の方法でプログラミングすることができます。
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企業 有線I/O
NI 9792 WSNゲートウェイ

PAC

WSN
ルータノード

Ethernet Ethernet

LabVIEW Real-Time

ローカル
データロギング

Webサービス

WSN
エンドノード

WSN
エンドノード

WSN
エンドノード

WSN
エンドノード

データベース

プログラマブルWSN
エンドノード

LabVIEW WSN

計測ノードに
インテリジェンスを追加

計測ノードに条件
判断機能を追加

グローバルに分散配備した計測器を手元で管理
橋から建物、家庭用品に至るまで、あらゆるものに多数のセンサが取り付けられ、それらが使用
状況やシステムの運行データをWeb上で表示し続けている、そんな様子を想像してみてくだ
さい。

NI LabVIEWは、直感的なグラフィカルプログラミング手法を提供
することで、20年以上にわたりエンジニアや研究者が最先端の技術
をプロジェクトに取り入れられるようサポートしてきました。このNI
LabVIEWの進化は、ソフトウェアを用いてボックス型計測器の制御
を自動化するという仮想計測器（virtual instrumentation）から始まり
ました。その後は、グラフィカルプログラミング環境が進化するにつれ
て、カスタムハードウェアをFPGA（field-programmable gate array）上
に構築したり、並列実行とリアルタイムによってマルチコアプロセッサ
の能力を最大限に引き出せるようになりました。今日、ナショナルイン
スツルメンツは世界規模でデータを集録・解析・表示できる環境を
提供するため、LabVIEWの機能をさらに強化しています。

場所を選ばずに設置できるセンサ
離れた場所に複数のインテリジェントな低電力ワイヤレスセンサを
分散配備して長期間稼動させることのできる時代がやって来ま
した。NIワイヤレスセンサネットワーク（WSN）プラットフォームでは、
計測ハードウェアを一般的なバッテリで最大3年間動作させることが
できます。このワイヤレスセンサは、網目状に無線のネットワークを
構築し、これらのセンサから出力されたデータは、有線システムに
接続されている中央のゲートウェイに送信され、このゲートウェイで
まとめられることになります。このようなシステムを構築すれば、これ
までワイヤレス計測が不可能とされていた場所や採算が合わな
かった場所でも計測が行えるようになります。
このWSNプラットフォームでは、WSNシステムごとに使用するコント
ローラをPCベースのホストコントローラかリアルタイム組込コントローラ
（NI CompactRIOなど）か自由に選択することができるため、有線／
ワイヤレス計測双方のメリットを取り入れたシステムを簡単に構築し、
実装することができます。また、LabVIEWWSN Module Pioneerを
使用すれば、NI WSNノード上で直接動作するシステムを構築して

ワイヤレスで実装し、条件判断機能を
実行したり、バッテリの寿命を延ばした
り、インタフェース解析などのカスタム
解析機能をセンサに組込んだりすると
いったことも可能になります。

どこからでもデータにアクセスできる
Web対応ハードウェア
この世にある全てのデータは、それを
集録し、解析し、意思決定に役立てる
ことができなければ意味がありま
せん。「NI 9792（プログラマブルWSN
ゲートウェイ）」は、NI WSN計測ノード
が収集したデータをまとめる役割を果
たす組込コントローラです。LabVIEW
Real-Timeモジュールを使用してこの
ゲートウェイをプログラミングすれば、
PCを使用しなくても集録データの
ロギング、アラーム設定、解析を実行
するシステムを構築することができ
ます。

特集

図1. LabVIEWとNI WSNプラットフォームを使用すれば、
バッテリ式のワイヤレス計測器を既存のNIシステムに簡単に組込むことができます。
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図3. LabVIEWを使用すれば、一般的なWebサービスを介して、
データをWeb対応デバイスに送信することができます。

また、NI 9792（WSNゲートウェイ）には、ITグレードのサーバマシンか
らスマートフォンまでの様 な々Web対応デバイスにLabVIEWWeb
サービスを介して接続でき、世界中のデータにアクセスできるシス
テムを構築できるというメリットもあります。

概念実証－NIの敷地内にある池を監視
NIのエンジニアチームは、世界中のデータにアクセスできる分散計測
システムの概念を実証するため、NIの本社（テキサス州オース
ティン）敷地内にある池を監視するWSNシステムを構築しました
（図2参照）。NIの設備や施設の管理を担っているファシリティチーム
は、地域の河川水が道路や駐車場に流出しないようにする役割を
担うこの広大な防災調整池を管理すると同時に、この池が正常に
機能するように最低水位とpHを維持しています。NIがWSN技術を
発表する以前であれば、この池の監視を自動化する有線システムを
設置するとなると、NI本社の入口の下にケーブルを這わせる必要が
あるため、数千人の社員の業務に支障を来すとともに、桁違いの
費用がかかっていたはずです。しかし、今回は計測器にワイヤレス
で接続できるWSN技術を使用することができたため、電力ケーブル
や通信ケーブルを這わせる必要はありませんでした。また、LabVIEW
とNI WSNプラットフォームを利用したことで、ファシリティチームのメン
バーはデスクを離れずに池を監視することが可能となり、時間とともに
変化するデータをロギングし、その傾向を把握できるようになりました。
現在、この池の監視業務では、NI WSN計測ノード上でLabVIEW

WSNコードを実行し、センサの出力を制御してバッテリの寿命を
維持したり、組込解析を実行してセンサ電圧をpH値に変換したり
するといった作業を行っています。また、水位値の平均を求めて、
水流の乱れによるノイズとデータ転送量の低減も図っています。計測
したデータは、200 m以上離れた場所にあるTruchard Design Center
R&Dビルの屋上に設置されているWSNゲートウェイに一旦ワイヤ
レスで送信されてから、一般的なWebサービス（LabVIEW Real-
Timeモジュールで実行）を介して社内ネットワーク上のサーバ（IT部
門がサポート）に送られる仕組みになっています。その後、データは
このサーバでアーカイブされてからWeb上で公開されることになり
ます。

このシステムを利用して池で集録した
データは、様々なWeb対応デバイスや
システムから確認することができます。
なお、NIでは、分散計測システムのインタ
フェースとして機能するブラウザベース
のシンクライアントシステムを構築できる
新しいツールの開発にも取り組んでい
ます。

Apple iPhoneソフトウェア開発キット
でシステムを試作
このアイデアをもう一歩先に進めるため、
NIのエンジニアがNI 9792 WSNゲート
ウェイ上でホストされているWebサービス
にアクセスできるシステムをiPhoneソフト
ウェア開発キットを使って構築したところ、

本社敷地内のどこからでも電流計測値とノードのヘルスデータを
確認できるシステムを開発することができました。LabVIEWは、携帯
電話では動作しないものの、NI WSN計測ノードにインテリジェンスを
持たせると同時に、NI 9792 WSNリアルタイムゲートウェイでデータを
集録・解析し、一般的なWebサービスで送信できるというメリットを
持っています。

－ナショナルインスツルメンツ リアルタイム／組込ソフトウェア
プロダクトマネジャー
Kurt Williams

LabVIEWとNI WSNプラットフォームを使用して分散計測システムを構築する
方法についての詳細は、ni.com/wirelessdevicesをご覧ください。

図2. NIのエンジニアは、LabVIEWとNI WSN計測ノードを利用して本社敷地内にある池の状態を監視しました。
これを有線計測プラットフォームで行おうとすれば、莫大な費用がかかっていたことでしょう。
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Intel Core i7-820QMプロセッサのTurbo Boost技術は、
アクティブなCPUのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

アクティブなコア数 モード ベース周波数（GHz）
Turbo Boostモード使用時の
CPU最大周波数（GHz）

4 クアッドコア 1.73 2.0

2 デュアルコア 1.73 2.8

1 シングルコア 1.73 3.06

NIが業界初のクアッドコア搭載
PXI Express組込コントローラを提供
「NI PXIe-8133」は業界初のクアッドコア搭載PXI Express組込コント
ローラで、最大3.06 GHzのクロック周波数で動作するIntel Core i7-
820QMクアッドコアプロセッサを搭載しています。また、最大8 GBの
DDR3 RAM（1333 MHz）をサポートし、高性能な7,200 RPMドラ
イブを装備しているNI PXIe-8133は業界最速の3U型PXI Express
組込コントローラでもあり、1,024サンプルの高速フーリエ変換（FFT：
Fast Fourier Transform）を最大210,000回／秒の速度で実行する
ことができます。これは、従来のデュアルコア組込コントローラと
比べて約75％の高速化と言えます。さらに、同コントローラは、優れた
CPU性能を発揮するだけでなく、非常に高いデータスループットも
提供しています。

あらゆるタイプのシステムのパフォーマンスを向上
NI LabVIEWソフトウェアのコード並列処理機能を使用すれば、
PXIe-8133組込コントローラ上に存在する4つのコアの性能を最大限
に引き出すシステムを構築することができます。なお、Intel Core i7-
820QMプロセッサには、マルチコア処理用に最適化されていない
システムのパフォーマンスを向上させる「Turbo Boost技術」が搭載
されています。この技術によってパフォーマンスが向上したシステム
では、特定のプロセッサコアをベースクロック周波数よりも速い速度で
自動的に動作させることができます。たとえば、このシステムが1つの
CPUコアしか使用していない場合には、Turbo Boost技術がCore i7-
820QMプロセッサ上にあるアクティブなCPUコアのクロック周波数を
1.73 GHzから3.06 GHzに高めると同時に、他の3つのコアをアイドル
状態にして、4つのコアが同じクロック周波数で動作しないように
します。そうすることで、あらゆるタイプのシステムのパフォーマンスを
最大限に高めることができます。

データスループットを高め、高速ストリーミングを実現
今日、多チャンネルシステムや高速データ記録・再生システムの
登場により、高速データストリーミングに対するニーズが高まって
います。NI PXIe-8133には、PXI Expressシャーシのバックプレーン
とのインタフェースとして機能するx4 PCI Express Gen 2レーンが4つ
搭載されており、高性能なPXI Expressシャーシに取り付けることで、

8 GB／秒のトータルシステムスループットを実現することができます。
たとえば、NI PXIe-1075（PXI Expressシャーシ）にNI PXIe-8133
（組込コントローラ）を実装すれば、32個の入力チャンネルからの
データを16ビット分解能、100 MS／秒のサンプリングレートでシステム
メモリにストリーミングし続けることが可能となり、解析やポスト処理を
スムーズに行うことができます。

メモリ消費量の多いシステムに最適なコントローラ
NI PXIe-8133組 込コントローラは標準で2 GBのDDR3 RAM
（1333 MHz）を装備していますが、連続したメモリ空間を確保する
必要がある、メモリ消費量の多いシステムを構築する場合には、NI
PXIe-8133のシステムRAMを8 GBまで拡張することができます。
なお、NI PXIe-8133では、その構造上の制限により、32ビットOSでは
4 GB以上のシステムRAMにアクセスすることはできませんが、
Windows 7 64ビットOSを選択できるオプションも用意しているため、
全てのシステムRAMにアクセスできるシステムを構築することが可能
です。

新しいNI PXIe-8133組込コントローラの仕様／価格の詳細は、ni.com/pxiを
ご覧ください。

製品情報

優れたCPU性能とデータスループットを提供する
NI PXIe-8133組込コントローラは、データ解析を頻繁に行ったり、
データを高速にストリーミングしたりする必要があるシステムに

最適なソリューションです。
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構造試験・監視に最適な解析ソフトウェア
様 な々物理的条件下に置かれる構造物の特性を把握するには、
まず応力計測、歪み計測、振動計測のいずれかを行いますが、その
後、一連の計測データを解析したり、計測結果とシミュレーション結果
を比較したり、設計が様 な々条件を満たしているかどうかを確認する
といった作業が必要になることも多 あ々ります。その際には通常、疲労
解析を実施し、構造物に繰り返し荷重や変動荷重を加えて疲労を
予測します。
構造物の耐用年数を左右するパラメータには、構造物の形状や

構成材料など、様 な々ものがあります。たとえば、構成材料は、繰り
返し荷重だけでなく単純な静的荷重が加わっただけでも特性が
変化し、耐用年数に影響を及ぼします。なお、応力寿命解析（S-N
法）として知られる疲労解析では、こうした構造物にかかる応力を
計測すると同時に、材料固有のS-N曲線を求めて特定の材料に
規則正しく繰り返し加わる応力の量と、材料が破壊するまでの繰り
返し数の関係を把握することができます。また、一定振幅応力のサイ
クルが規則正しい場合には、このS-N曲線を使用して破壊に至る
までのサイクル数に応力履歴をマッピングすることもできます。
しかし、実際の構造物には応力が規則正しく定期的に加わること
はないため、S-N曲線を直接利用できることはほとんどありません。
したがって、このような不規則な応力の影響を受ける場合の建造物
の耐用年数を評価する際には、別の方法を使用して概算することに
なります。
その一例として挙げられるのが、レインフローサイクルカウント法を
用いて時間領域における不規則な応力パターンを低減し、重要な
応力サイクルを抽出する方法です。この方法では、S-N曲線から
求められる一定のダメージ量に対する各応力サイクルの寄与度を
Palmgren-Miner則を用いて合計し、総合的な耐用年数を評価する
ことができます。

NI LabVIEWは、解析用関数を豊富に備えたライブラリや高度な
可視化ツール（3Dセンサマップなど）を搭載しているほか、高性能な
I/Oとの接続性にも優れるため、センサ計測やテスト制御にも活用
できるなど、構造テストシステムの開発には最適な環境となってい
ます。また、ナショナルインスツルメンツが先ごろリリースした疲労解析
用のLabVIEWパレット（NI Labsから入手可能）では、ピーク／トラフ
検出、レインフローサイクルカウント法、Palmgren-Miner則を実行する
ことができます。

疲労解析についての詳細、および疲労解析用のサンプルVIのダウンロード
方法は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0204」と入力
するとご覧いただけます。

Wiss、Janney、Elstner Associates（WJE）社では、橋、スタジアム、建物の耐久性を維持する
ために、建設中・建設後に構造ヘルスモニタリングを必ず行うようにしています。同社のエンジ
ニアは先ごろ、PCベースのNI CompactDAQ計測システムを使用してこれら建造物の歪み、
応力、傾き、変位、温度を計測し、それらのデータをNI LabVIEW SignalExpressソフトウェアで
リアルタイムに監視することで疲労評価を実施しました。その後、NI CompactDAQで使用した
NI Cシリーズモジュールをより堅牢なNI CompactRIOシステムに移行して長期的なモニタ
リングを行い、これによって得られたデータを利用して耐用年数を予測するとともに、顧客の
ニーズに合った補修計画を策定しました。

WJE社がNIのハードウェアとソフトウェアを使用して構造ヘルスモニタリングを実施した事例についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi0205」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

ユーザ事例－NI製品で構造ヘルスモニタリングを実施

重要な応力サイクルを抽出できるレインフローサイクルカウント法を使用すれば、
時間領域における不規則な応力パターンを低減することができます。
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アクティブ画像部

水平帰線
消去期間

水平帰線
消去期間

垂直帰線消去期間

垂直帰線消去期間

280 1920 280

10
80

45
45

HDMI 1.4対応の3Dビデオ解析・テスト
ソリューション
家庭内での3Dビデオ鑑賞を希望する消費者が増えるにつれ、エンジニアはマルチメディア
デバイスのテストに伴う最も大きな課題の一つを克服する必要に迫られてきています。
こうした課題の克服を目指すエンジニアが3Dビデオコンテンツを
解析するには、最初に従来のデジタルビデオ信号の構造を把握する
必要があります。このビデオ信号は、1）垂直帰線消去部、2）水平
帰線消去部、3）アクティブ画像部の3つに分類することができます。
垂直帰線消去部には垂直同期パルス（新しいフレーム）が、水平
帰線消去部には水平同期パルス（フレーム内の新しいライン）が含ま
れており、このベンダ固有のインフォフレーム（Vendor-Specific Info
Frame）によってビデオ信号のフレームレートと解像度が規定されて、
水平・垂直同期パルスのタイミングが決まることになります。たとえば、
フルハイビジョン（HD）の1080p/60 Hz映像信号には、垂直帰線消去
パルス（新しいフレーム）が16.67 ms（60 Hz）ごとに、水平帰線消去
パルス（新しい水平ライン）が14.8 μsごとに挿入されます。この
14.8 μsの水平ライン期間は、水平帰線消去期間とアクティブ画像部
を含む2,200個のピクセルで構成されますが、この構成を実現するに
は、148.5 MHz（1/14.8 μsの水平ライン期間×2,200ピクセル）のピク
セルクロックによって、上記の3つの領域から成るビデオフレームを
生成する必要があります。
アクティブ画像部とは、ピクセルの中でディスプレイに表示される
部分のことです。なお、1つのピクセルには、通常RGBまたはYUV
（YPbPr）でエンコードされる3つのチャンネルに保持されるカラー値が
割り当てられます。また、各チャンネルのカラーレベルが8～12ビットの
範囲に入るため、各ピクセルのカラー値は24～36ビットになります。
計測を行ってこうしたビデオコンテンツの品質をテストするには、

コンテンツの保存方法とビデオ信号の様 な々タイミング要素を把握
することが不可欠です。

あらゆるビデオテストアプリケーションに対応する3種類の計測
ビデオ信号を評価する際には、タイミング、レベル、線形性の3つを
計測します。

業界標準を満たすマルチメディアデバイスを開発するには、まず、
水平・垂直帰線消去期間（HBI：Horizontal Blanking Interval、
VBI：Vertical Blanking Interval）のタイミングパラメータを計測する
必要があります。評価対象となるビデオ信号の重要なタイミングパラ
メータには、水平／垂直同期の振幅と幅、アクティブビデオの開始から
終了までの期間、水平ライン期間があります。なお、上記の3つの
チャンネルが同期して各コンテンツが適切なピクセルで表示される
かどうかをテストする場合には、チャンネル間の遅延（ずれ）を計測し
ます。たとえば、チャンネル間に7 ns（1/148.5 MHz）のずれがあった
場合、これは適切なカラー値が割り当てられているピクセルとそれ
以外のピクセルの差であると考えられます。
2つ目の計測では、画質を左右するアクティブ画像部をテストし、

コンテンツが適切にパッケージングされているかどうかを確認します。
このアクティブ画像部のコンテンツレベルを評価する際には、カラー
スペクトルを表示して各チャンネルを最大値と最小値でテストできる
カラーバーテストパターンが主に使われます。
ノイズや線形性を対象とする3つ目の計測では、チャンネル上の

ノイズとチャンネル間のノイズを計測し、システムにノイズが発生して
いないかどうかを確認します。ビデオコンテンツにわずかな変更を
加えただけでも画像に歪みが生じることがありますが、こうしたチャン
ネルノイズをテストする際にはランプパターンを使用するとよいで
しょう。たとえば、ゼロスケールをフルスケールに変更したランプ
パターンを使用してノイズを計測すれば、チャンネル上の様々な
ノイズを捉えることができるほか、全てのチャンネルを対象として同じ
計測を同時に行い、チャンネル間のノイズを確認することもできます。
線形性計測は複雑でビデオ画質の評価にも使用できます。また、
ランプパターンはノイズ計測よりも複雑な線形性計測にも威力を発揮
するため、ビデオ画質を評価できるこうしたチャンネル線形性計測で
ランプパターンを使用することで、各チャンネルの最下位ビット（LSB）
のエラーを最小限に抑えながら線形スロープを確認することができ
ます。各信号の色が黒から赤、緑、または青にスムーズに変化して
いない場合には、非線形性が存在していることを意味します。

次世代の3Dデジタルビデオテスト
今日、映画館で上映される最新の3D映画だけで既に3Dビデオに
対する大きな需要が生み出されており、様 な々家電メーカーが競い
合うようにして3Dビデオに対応する製品を市場に投入しています。
その陰で、3Dビデオのテスト要件を策定しているエンジニアは複雑
な問題に直面しています。
こうした3Dビデオをテストする場合には、3Dコンテンツに使われる
HDMI仕様のパッケージング技術を十分に把握していなければなり
ません。また、ソース（ブルーレイディスクプレーヤーやセットトップ
ボックス）とシンク（HDTV）の両方が3Dに対応し、一般的な3Dパッ
ケージング技術をサポートしていることを確認するとともに、マルチ

テストテクニック

図1.ハイビジョンデジタルビデオ信号は、水平帰線消去期間、
垂直帰線消去期間、アクティブ画像部で構成されています。
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フレームパッケージング

左

右

アクティブスペース

水平同期
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メディアデバイスがコンテンツのパッケージング、送受信、パッケージ
解除を適切に行うことができるかどうかをテストする必要もあります。
なお、このような一般的な3Dコンテンツパッケージング技術には、
フレームパッケージング、フィールド入れ替え、サイドバイサイド、
L＋Depth / L＋Depth＋Graphicsがあります。
3Dビデオをテストする際には、水平帰線消去期間と垂直帰線

消去期間のタイミング信号に注意する必要があります。3Dビデオコン
テンツは、これらの2つの信号がHDMI仕様を満たしていれば適切に
送信されますが、このコンテンツの品質をテストする場合には、2つ目
の計測を行わなければなりません。また、3Dビデオのタイミングパラ
メータをテストするには、所定のフレームレートで2倍以上のデータを
送信する必要があるため、エンジニアの能力が試されます。
たとえば、1080p/24 Hzのビデオ信号で2Dビデオコンテンツを送信
する場合、この信号のクロックレートは59.4 MHz（24フレーム／秒×
2,200ピクセル／ライン×1,125ライン／フレーム）で十分ですが、3D
ビデオコンテンツを送信する場合には、フレームパッケージング技術を
使用して、148.5 MHzにまで上げなければなりません。
この3Dビデオコンテンツの品質をテストする際には、左画像と右画
像が含まれるアクティブ画像部を調査すると同時に、これらの画像
が測色規格「CEA-861-D」や拡張色空間規格「IEC 61966-2-x」に
準拠しているかどうかをカラーレベルで確認する必要があります。
なお、これらの画像が8ビット、10ビット、または12ビットのカラーレベル
の仕様を満たしている場合には、ビデオソースが3Dビデオコンテンツ
を適切にパッケージングして送信していることを意味します。また、
急激に変化する場面（アクションシーンなど）でエラーが発生しない

か、カラーレベルが急変したりスムーズに変化したりするシーンで
スタックビットがカラー変換を妨げていないかを確認したい場合には、
応答時間をテストする必要があります。
2Dビデオ信号のタイミング、レベル、線形性を計測する際に使用

したのと同じ方法で、3Dビデオコンテンツの構造と品質も評価する
ことができます。また、3Dビデオテスト技術が進歩し、新しいビデオ
計測技術が登場すれば、ビデオシーケンスのフレームや逐次
フレームの左画像と右画像の関係も明らかになるでしょう。3Dビデオ
はHDMI 1.4の数ある新機能の一つにすぎないため、今後は世界中
のメーカーが、次世代のマルチメディアデバイスもテストできるように
自社のテスト戦略を再考する必要に迫られるものと思われます。
ナショナルインスツルメンツは、こうしたニーズに応えるため、アナログ／
デジタルビデオテストに対応するPXIとNI LabVIEWソフトウェアを
ベースとした先進的なパッケージ製品を提供しています。たとえば、
PXIベースのモジュール式計測器と「NI VideoMASTER」ソフト
ウェアを使用すれば、高スループットで高性能な計測システムを構築
し、最新のマルチメディアデバイスの開発・テスト期間を短縮すること
ができます。

－ナショナルインスツルメンツ
オーディオ／ビデオテストソリューションプロダクトマネジャー
Reggie Rector

マルチメディアデバイスのテストに関するWebキャストは、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi0206」と入力するとご覧いただけます。

MIMO（multiple input、multiple output）システムの試作、ビームフォーミング、方向探知など
のアプリケーションでは、多くの場合、位相同期が取れたRF信号の生成／集録を行う必要が
あります。ナショナルインスツルメンツは、このようなニーズに対応するため、位相同期が取れた
2～4チャンネルのRF信号発生器／アナライザを開発・提供しています。この製品とPXI
シャーシ／コントローラを一緒にご注文いただいた場合は、各計測器を事前に配線してお届け
します。また、PXIシャーシ用の新しいフロントパネル保護カバーも同梱いたします。

マルチチャンネルRF計測器についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0207」と入力するとご覧いただけます。

新しいテストニーズに対応するマルチチャンネルRF計測器

図2.フレームパッケージング技術では、水平・垂直帰線消去期間を長くして、1つの垂直同期期間で左画像と右画像を結合してから3Dコンテンツを送信します。
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NI ELVIS用に生体工学および環境エンジニアリング用の
プラグインモジュールが登場
実践的な技術を身に付け、理論をしっかり理解させるために、世界
中の教育機関で「NI ELVIS（NI Educational Laboratory Virtual
Instrumentation Suite）」が使用されています。このNI ELVISは、
試作用のワークステーションで、小型でありながら、使用頻度の高い
12種類の計測器の機能を備えています。NI LabVIEW開発環境を
ベースとし、NI Multisimやサードパーティ製プラグインモジュール
との接続性にも優れたNI ELVISは、回路やマイクロプロセッサ、

制御器、通信機などの様 な々概念の教育に最適なツールです。
今回、Quanser社やEmona社といった大手企業が提供を開始した
2種類の新しいプラグインモジュールとNI ELVISを組み合わせて
使用することで、生体医学やグリーンエネルギーを効果的に学習
できるダイナミックな環境を構築することもできます。
Quanser社が提供しているQuanser Myoelectric Trainerは、NI

ELVISとLabVIEWを使用して生体工学を学習できる優れたソリュー
ションであり、筋電図法の原理を利用して筋収縮のサーボ機構を
制御する方法を学ぶことができます。同キットには、実際のエンジニア
リングアプリケーション（筋電補綴、生体計測、神経筋疾患の特定な
ど）で使用されている概念を学習するのに有効な教材が含まれて
いるため、これらの教材を使用して筋電図信号を解析したり、様 な々
タイプのフィルタを実装したり、筋電図を処理してサーボを制御できる
タスクベースのシステムを構築したりすることもできます。
一 方、Emona社 が 提 供しているEmona HELEx Sustainable

Energy Trainerキットには、NI ELVISとLabVIEWの高度な機能を
使用して、太陽電池、電解、水素燃料電池の基本理論を教えること
ができるというメリットがあります。また、必要なツールを全て搭載して
いるこのキットでは、15種類を超える実験を行って、太陽エネルギー
の計測、光電池の内部特性、太陽電池の構成、アボガドロ数、ファラ
デーの第一法則といった様 な々基本概念を学ぶこともできます。

新しいNI ELVISプラグインモジュールについての詳細は、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi0208」と入力するとご覧いただけます。

Intelligent Control Systems with LabVIEW
モンテレー工科大学（メキシコ）
Pedro Ponce-Cruz著
Springer
ISBN 13：978-1-84882-683-0

本書は、NI LabVIEWソフトウェアを利用してファジーロジックとニューラルネットワークを設計・実装する方法を紹介した読みやすいテキスト
ブックです。なお、著者のPonce-Cruz博士は、本書にバンドルされているLabVIEW用のインテリジェント制御ツールキットを使用して環境エン
ジニアリングシステムやロボットシステムを構築し、研究を行っています。

本書についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0209」と入力するとご覧いただけます。

アカデミック

LabVIEW用のインテリジェント制御ツールキットをバンドルした新しいテキストブック

Emona HELEx Sustainable Energy Trainerキットなどのサードパーティ製
プラグインモジュールを使用すれば、様 な々アプリケーションに対応する

ダイナミックな学習環境を構築することができます。
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CompactRIOでPROFIBUSネットワークに接続
工場や工業オートメーションの効率化を図るために、新しい機能を
追加する必要がありますが、このような場面では、NI LabVIEWソフト
ウェアやNI CompactRIOハードウェアなどのツールを使用するのが
理想的です。ナショナルインスツルメンツでは、工業用プロトコルを
標準として使用している既存のシステムと簡単に接続できる2種類の
PROFIBUS DPインタフェース「CompactRIO PROFIBUSマスタ／
スレーブ モジュール」と「CompactRIO PROFIBUSスレーブ
モジュール」を提供しています。これらのNI Cシリーズモジュールを

使用すれば、プログラマブルオートメーションコントローラ（PAC）や
組込デバイス（CompactRIOやNIシングルボードRIOなど）をマスタ
またはスレーブとしてPROFIBUS工業用ネットワークに簡単に接続
することができます。また、これらのNI Cシリーズモジュールには、PCI/
PXI PROFIBUSインタフェースと同様に、デバイスとネットワークの
構成を行うためのスタンドアロン型ソフトウェア「COMSOFT
CONFIGURATOR」（グラフィカルに操作可能）が含まれています。
さらに、ヒューマンマシンインタフェース（HMI）システムやSCADA
（Supervisory Control and Data Acquisition）システムの開発に威力
を発揮するLabVIEW FPGA VIベースのAPI「CompactRIOドライバ
用NI-PROFIBUS」も搭載しています。
NIでは、プロセスオートメーションで一般的に使用されている

1ポートFOUNDATIONフィールドバスH1インタフェース「NI USB-
8486」もリリースしています。Windows搭載PCに対応するこのポータ
ブルなホストデバイスは、HMI／分散制御システム（DCS）アプリケー
ションのデータロギング、構成、制御に最適なソリューションです。
また、NIでは、PCIおよびPXIに対応する制御用DeviceNetボードも
提供しています。これらのマスタ（スキャナ）インタフェースボードを
LabVIEWでプログラミングすれば、ネットワーク上にある全ての
DeviceNetスレーブデバイスを簡単に管理・制御することができ
ます。

LabVIEWとPACを使用してNIの工業用通信製品を既存のネットワークと接続
する方法についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi0212」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エンジ
ニアがNI技術を利用して作成したデモ
プラットフォーム「NIRo」は、既製の部品
で構成された小型無人車両です。NI
LabVIEW Robotics Code Exchange

で紹介されている「ロボットレシピ」には、部品、ハードウェア、
ソフトウェアアーキテクチャなどの情報が書かれた「買い物
リスト」やダウンロード可能なコードを利用して、このNIRoを
簡単に組み立てることができます。

LabVIEW Robotics Code Exchangeのロボットレシピは、ni.com/jp/
infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0213」と入力するとご覧いただ
けます。

最新のPXIフォルト生成ユニット（FIU）
では、開放、ピン間短絡、バッテリ短絡、
グランド短絡といった不具合をシミュ
レートして組込制御システムをチェック
することができます。また、最大40 Aの
負荷に対応したFIUと、NI VeriStand

リアルタイムテストソフトウェアを組み合わせることにより、HIL
（hardware-in-the-loop）テストシステムの信頼性を検証
したり、このようなシステムの柔軟性を向上させることもでき
ます。

FIUについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi0214」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

このロボットレシピをエンジニアリング
マニュアルに追加してみましょう 新しいPXIフォルト生成ユニット（FIU）

NIでは、LabVIEWとNI PACとの接続用に
新しいPROFIBUSモジュールを提供しています。
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新しい画像処理アプリケーションに対応するFPGA技術

ナショナルインスツルメンツの画像処理ハードウェアは進化を続け、
要求の厳しいアプリケーション（高速処理や遅延時間の短縮、ハード
ウェア定義によるカスタマイズなどを必要とする）にも対応できるように
なってきています。その一例として、FPGA（field-programmable gate
array）内部でタイミングと同期を取り、ハードウェア上で画像を直接
処理する、というものがあります。画像処理用のアルゴリズムのほとん
どが並列で使用されるため（例：高速フーリエ変換＜FFT＞、
2値化、フィルタリング、演算処理など）、ピクセル／ライン／領域／
イメージ単位で処理を実行できるFPGAには、このようなアルゴリズム
が適しています。

これらのアルゴリズムに対応するFPGAは、大容量の画像を前
処理して、画像の特徴の改善、抽出、修正を行ってからCPUに送り、
詳細な解析を行うのに最適なソリューションと言えます。また、FPGA
は、ハードウェア定義による制御にも適しています。そうすることで、
画像特性の計測にかかる遅延時間を大幅に短縮しながら、外部
デバイスを出力信号で制御することができます。
最新の画像処理用モジュール「NI 1483（Camera Linkアダプタ

モジュール）」では、NI FlexRIOハードウェアプラットフォームを使用
して、画像処理・制御アルゴリズムを高性能なFPGAに直接組込む
ことができます。また、グラフィカルなプログラミングデータフローパラ
ダイム、ハードウェアの抽象化、市場投入期間の短縮を実現するNI
LabVIEW FPGAをベースとする初のFPGA画像処理ターゲットでも
あるNI 1483は、ユーザとインテグレータにとって最適なプラット
フォームであり、独自のタップ構成を使用しているCamera Linkデバ
イスからの画像入力、ハードウェアによる前処理が必要となるような
10メガピクセル（MP）以上の画像を集録する高分解能センサ、光
コヒーレンストモグラフィー（OCT）、レーザー位置合わせやソー
ティングなどで使われる高速制御システムなど、様 な々アプリケー
ションに対応しています。

NI 1483とFPGA画像処理アプリケーションについての詳細は、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0215」と入力するとご覧いただけます。

環境・医療・ロボット分野向けの
新しいプロトタイピングスタータキット
組込設計プロセスに欠かせないプロトタイピングは、アイデアを投資
家や顧客、会社の経営陣に分かりやすく示して予算を獲得する上で
有効な手段となります。ナショナルインスツルメンツのグラフィカルシス
テム設計ツール（NI LabVIEWソフトウェアなど）は、様 な々アプリケー
ション分野で機能的なプロトタイプを迅速に作成して動作させること
のできる便利なツールです。このNI LabVIEWを使用すれば、内蔵
プロセッサ、FPGA（field-programmable gate array）、I/Oを搭載した
既製のNIハードウェアをプログラミングして、環境、医療、ロボット、
工業用機械制御といったアプリケーションのプロトタイプを迅速に
作成することができます。
NIのエンジニアは、再生可能エネルギー、医療、ロボットの各アプ

リケーション分野で活躍しているエンジニアや研究者のニーズに
対応する3種類のプロトタイピングスタータキットを開発しました。
これらのスタータキットを使用すれば、NI組込ソフトウェア／ハード
ウェアツールで機能的なプロトタイプを短期間で作成する方法を
習得することができます。なお、プロトタイピングスタータキットには、
NI組込ハードウェア／ソフトウェア、他社製のハードウェアとセンサ、
ダウンロードしてすぐに使える既製のLabVIEWコードとIP
（Intellectual Property）が含まれています。また、これらのキットを
初めて使用する方のために、使用手順を示したチュートリアルも用意

しています。プロトタイピングスタータキットは、電力品質監視、医療
機器制御、自律型ロボットなどのアプリケーションに対応しています。

このスタータキットについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi0216」と入力するとご覧いただけます。コードのダウンロードも
可能です。

製品情報

NI FlexRIOプラットフォーム対応の新しいNI 1483 Camera Linkアダプタ
モジュールは、ハードウェア定義によるカスタマイズを必要とするような
要件の厳しい画像処理アプリケーションに威力を発揮します。

新しいプロトタイピングスタータキットには、NI製／他社製のハードウェア、
既製のLabVIEWコード、スタータキットを初めて使用する方のための

使用手順を示したチュートリアルが含まれています。
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USB-TC01熱電対計測デバイスは、NI InstantDAQ技術を採用した
最初のNI計測器です。

計測の効率化に役立つNI InstantDAQ技術
計測アプリケーションでは、複数のデバイスの同期、テストの自動化、
解析をサポートする強力なソフトウェアが必要になることがあります
が、基本的な計測だけを簡単かつ迅速に行いたい場合も多 あ々り
ます。最新のNI InstantDAQ技術は、PCを使用して簡単に計測を
行える環境を提供します。

ドライバのインストールが不要
大半のOSには予め様 な々デバイスドライバがインストールされて
おり、キーボードやマウスなどの一般的なデバイスを即座に認識する
ことができます。こうした内蔵ドライバを利用できるNI InstantDAQ
技術では、ドライバを事前にインストールする必要がなく、デバイスを
プラグインするだけで、データを表示・記録する計測ソフトウェアが
自動的にロードされます。なお、このNI InstantDAQ技術を採用した
デバイスは、キーボードやマウスを接続するのと同じくらい簡単に
使用できます。

温度計測を瞬時に行えるNI USB-TC01
USB-TC01（熱電対計測デバイス）は、NI InstantDAQ技術を採用
した最初のデバイスです。NI InstantDAQソフトウェアを内蔵したこの
デバイスでは、既製のアプリケーションをダウンロードして機能を拡張
したり、NI LabVIEWソフトウェアとNI-DAQmxドライバソフトウェアを
使用してカスタムアプリケーションを開発したりすることもできます。

USB-TC01についての詳細は、ni.com/usb-thermocoupleをご覧ください。
デモビデオも公開しています。

NI-DAQmx 9.1ドライバ
ソフトウェアを使用すれ
ば、TSMS（テクニカル
データ管 理ストリー
ミング）データロギング
技 術をNI DAQアシス

タントに直接組込んで、簡単かつ迅速にデータをディスクに
ストリーミングできるようになります。たとえば、新しい
［Logging］タブでNI-DAQmxを設定すれば、最大1.2 GB／秒
の速度でデータをディスクにストリーミングすることができ
ます。

性能が向上したTDMSデータロギング技術についての詳細は、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0217」と入力するとご覧い
ただけます。

コントローラ、シャーシ、NI
CシリーズモジュールなどのNI
CompactRIOシステムコンポー
ネントでは、コンフォーマルコー
ティングを施した製品も用意し
ています。コンフォーマルコー
ティング材は回路基板や回路
カードアセンブリ（CCA）に直接

塗布される特殊な薄膜材料であり、環境条件の影響から部品
や回路を守る役割を果たします。なお、コンフォーマルコー
ティングを施したNI CompactRIOは、厳しい仕様を満たした
従来のCompactRIOと比べても高い堅牢性を備えています。

コンフォーマルコーティングが施された製品についての詳細は、ni.com/
confcoatをご覧ください。

製品情報

NI DAQアシスタントで新しいデータロギング
技術が利用できるようになりました

コンフォーマルコーティングが施された
CompactRIOシステム
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電力品質監視に最適なNIツール

NI LabVIEWソフトウェアと仮想計測器製品を組み合わせて使用
すれば、スマートグリッドノード用のリモート端末（RTU）の試作や
機器のエネルギー効率のテストを実施する際に電力を効率的に
計測することができます。この電力を解析して監視するためには、
電圧と電流を計測する必要があります。ナショナルインスツルメンツで
は、こうしたニーズに対応する製品として、最大300 V（実効値）の
電圧計測を行う場合には「NI 9225（Cシリーズアナログ入力

モジュール）」を、最大5 A（実効値）の電流計測を行う場合には「NI
9227（Cシリーズ電流入力モジュール）」をお勧めしています。24ビット
ADCを搭載しているこれらのモジュールは、チャンネルあたり最大
50 kS／秒での同時サンプリングが可能なため、高精度な波形計測と
高次高調波解析に最適です。また、NI Cシリーズハードウェアである
これらのモジュールはいずれも、NI CompactDAQシャーシやNI
CompactRIOシステムで使用することができます。NI CompactDAQ
シャーシはUSBベースのベンチトップテストシステムに適しており、NI
CompactRIOはストレージや制御機能のほか、高速処理を実現する
FPGA（field-programmable gate）を搭載したスタンドアロン操作に
適しています。
LabVIEWには、電力テストシステムの開発を容易にする波形解析

アルゴリズムが複数搭載されています。電力テストに特化した関数
を必要とする場合、電力計測（EPM）パレット（ni.comにて無料で
ダウンロード可能）が役立ちます。このパレットは、電力（ワット）、RMS
電圧、RMS電流、電力率、皮相電力を簡単に求めることができる
一般的な電力解析関数を備えています。

LabVIEW用のEPMパレットは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄
に「nsi0218」と入力して表示されたページから無料でダウンロードできます。

ポータブルPXIシステムに不可欠なアクセサリ
実地試験では、過酷な環境下でPXIシステムを使用して実際の
信号をデータストレージデバイスに記録することが多 あ々ります。こう
したアプリケーションでは、大きな衝撃と振動に耐えられる耐久性に
優れた堅牢なPXIシステムに加え、システム構成とユーザインタ
フェース用に、表示画面も統合したシステムが必要になります。
ナショナルインスツルメンツでは、PXIシステムの堅牢性とポータ

ブル性の向上に役立つ様 な々アクセサリを提供しており、その1つが
ソリッドステートドライブです。たとえば、PXIコントローラをソリッド
ステートドライブ搭載モデルにアップグレードすれば、耐衝撃性・
振動性の向上を図ることができます。また、長時間にわたってデータ
ロギングを行う場合、または高いデータレートでロギングする必要が
ある場合には、このソリッドステートドライブを搭載したNI 8260イン
シャーシストレージモジュールが威力を発揮します。このソリッド
ステートドライブを組込んだPXIコントローラとNI 8260を使用すれば、
動作時と非動作時の大きな衝撃と振動に耐えられる堅牢なPXIシス
テムを構築することができます。
NIでは、PXIシステムを安全かつ簡単に現場に運搬できるNI PXI

キャリングケースのほか、PXIシステムに現場で容易に接続できるNI
PMA-1115も提供しています。このPMA-1115は、8スロットNI PXI

シャーシに簡単に装着できる15インチタッチスクリーンLCDモニタ、
キーボード、タッチパッドで構成されています。これらのアクセサリを
利用すれば、ポータブル性、堅牢性、操作性に優れ、インフィールド
テストに最適なPXIシステムを構築することができます。

仕様、価格、およびその他のPXIアクセサリについての詳細は、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0219」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

カスタムユーザインタフェースを作成すれば、
LabVIEWで電力品質情報を表示することができます。

PXIシステムとPMA-1115を組み合わせれば、
実地試験に最適なポータブルシステムを構築することができます。
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IEEE 802.11nでMIMOをテスト

IEEE 802.11n規格には、「最大600 Mb／秒のデータレート」などの
メリットがありますが、その一方で同規格の登場によりエンジニアには
「位相同期が取れたMIMO（multiple input, multiple output）の
テスト」という新たな課題が突きつけられることとなりました。
MIMOとは、いくつかの送受信ポートを装備した通信システムの

ことです。IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11gなどの従来の
規格に対応する無線機器では、SISO（Single-Input, Single-Output）
構成を採っていますが、このIEEE 802.11n規格に対応する無線
機器には、送信ポートと受信ポートをそれぞれ最大4つまで装備する
ことができます。「4x4 MIMO」と呼ばれるこれらの通信チャンネル
では、チャンネルの多様性を生かし、同一のチャンネル内で最大
4ストリームのデータを効率的に送受信することができます。
最新の「NI無線LAN計測ツールキット」では、ソフトウェア定義に

よる計測手法を使用して、IEEE 802.11n対応の無線機器を計測
することができます。このソフトウェアをマルチチャンネルのNI PXIe-
5673E（RFベクトル信号発生器）とNI PXIe-5663E（RFベクトル信号
アナライザ）とともに使用すれば、位相同期が取れたMIMOテスト
システムを構築し、各チャンネルのEVM（変調精度）、各ストリームの
EVM、チャンネル間のEVM、スペクトルマスクマージン（20および
40 MHz）といった様 な々一般的なIEEE 802.11n計測を行うことが
できます。なお、NI無線LAN計測ツールキットでは、従来の計測器を
使用した場合と比べて5～10倍の速度でこれらの計測を実行できる
マルチコア対応の計測アルゴリズムを採用しています。

MIMO通信システムのテストに伴う問題の解決に役立つチュートリアルは、
ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0220」と入力するとご覧
いただけます。

NI PXI-6682Hでは、GPS、
IEEE 1588、IRIG-B の各
信号を用いて複数のPXI
Expressシステムを同期
させることができるほか、
イベントにタイムスタンプを

付加したり、将来のイベントを生成したりすることも可能です。
また、ハイブリッド対応PXIモジュールであるNI PXI-6682H
は、PXI ExpressシャーシのPXIハイブリッドスロットに取り付け
るように設計されています。

PXI-6682Hの仕様／価格の詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi0221」と入力するとご覧いただけます。

NI PXIe-5451は、シングルエンド
出力と差動出力の両方を備えた
デュアルチャンネル任意波形発
生器（16ビット、400 MS／秒）です。
シングルエンド出力の振幅は
50Ω負荷に対して最大2.5 Vpp、
1チャンネルあたりの周波数帯域

幅は最大145 MHzとなっています。また、一般的な任意波形
生成だけでなく通信アプリケーションにも対応するNI PXIe-
5451は、I/Q信号を出力するデュアルチャンネルと、中間
周波数（IF）信号をアップコンバートするデジタルアップコン
バータを搭載しています。

NI PXIe-5451の仕様についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの
上、Info Code欄に「nsi0222」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

400 MS／秒のサンプリングレートを
サポートするNI PXIe-5451任意波形発生器

GPS、IEEE 1588、IRIG-Bの各信号を
用いたPXI Expressシステムの同期

新しい無線LAN計測ツールキットを使用すれば、
位相同期が取れたMIMOテストシステムを構築することができます。
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ハードウェアソフトウェア

NIシステム

システムにかかる
総コストを削減開梱してすぐに使用可能

システムハードウェアと
ソフトウェアを標準化

NIシステム保証プログラム

図2.様 な々ソフトウェアインストールオプションを選択できる
システム保証プログラムでは、システム統合テストを行うこともできます。

システムを長期にわたってサポートする
新しいNIシステム保証プログラム

システムを長期にわたって適切に運用していくためには、将来を
見据えて設計するだけでなく、綿密に策定された保守プログラムに
加入する必要もあります。ナショナルインスツルメンツでは、この両方
のニーズに対応するサービスとサポートを提供しています。NIのトレー
ニングサービスとプロフェッショナルサービスでは長期にわたって
適切に運用できるシステムを開発するためのお手伝いをし、技術
サポートサービスとハードウェアサービスでは実装したシステムを
スムーズに運用していけるよう支援しています。また、NIでは、シス
テム構成サービスと、システムの保守に最適な保証・校正サービスを
統合したシステム保証プログラムも提供しています。さらに、このプロ
グラムでは保証期間が5年というプレミアムプログラムも用意して
います。
標準／プレミアムシステム保証プログラムを導入すれば、システム

のライフサイクルを様々な方法で延ばすことができます。なお、
この保証プログラムでは、構成したシステムにインストールする
ドライバ、ソフトウェア、開発環境を選択できるインストールオプションを
利用することができます。このオプションでは、旧バージョン
のNI LabWindowsTM/CVI や NI TestStand のほか、NI LabVIEW、
LabVIEW FPGA、LabVIEW Real-Timeの各モジュールに対応して
いるほか、特定のドライバと環境で開発を標準化することにより、シス
テムの安定性を維持しながらソフトウェアの保守にかかるコストを
最小限に抑えることができるというメリットがあります。
また、様 な々ソフトウェアインストールオプションを選択できる標準／
プレミアムシステム保証プログラムでは、各システムに合わせてカスタ

マイズされたドキュメントキットも利用できます。
このドキュメントキットには、NI PXI、
NI CompactRIO、NI Compact FieldPoint の
各システムのライフサイクルを延ばすのに
役立つ設計上のヒントが詰まったベストプラク
ティスガイドや、システムの保守を支援する
推奨プログラムが含まれています。さらに、
このカスタムドキュメントキットを利用できるプロ
グラムを選択すれば、システムの設計と保守
に必要な最新情報を入手することも可能
です。
なお、標準システム保証プログラムでは3年
間の保証／トレーサブル校正サポートを提供
していますが、新しいプレミアムシステム保証

プログラムではその期間を5年に延長しました。この新しいプログラム
を導入すれば、保守コストの増加を抑えることができるだけでなく、
ハードウェアとソフトウェアを標準化したり、設計と保守のベストプラク
ティスによってシステムのライフサイクルを延ばしたりすることも可能と
なり、システムを長期にわたって適切に運用していくことができます。

システムのライフサイクルを延ばすサポートサービスについての詳細は、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0223」と入力するとご覧いただけ
ます。

サービス／サポート

図1.システムのライフサイクル全体をカバーするシステム保証プログラムを導入すれば、
様 な々メリットを享受できます。
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計測器用の通信バス

GPIB USB Ethernet シリアル PXI

LabVIEW

プラグアンドプレイドライバ IVI-Cドライバ

計測器に合った適切なドライバを選択
エンジニアは、ベンチトップ計測器をPC
に接続して、データロギング、集録後解
析、複数の計測器の相互接続、カスタム
可視化などを行うことで、計測器の有効
活用を図っています。計測器とPCを
接続する場合には様 な々計測器バス
およびドライバを使用できますが、適切
なドライバとADE（アプリケーション開発
環境）を選択すれば、アプリケーションに
修正を加えることなく、簡単に各計測器
バス（GPIB、USB、シリアス、Ethernet）の
互換性を確保することができます。
ナショナルインスツルメンツでは、計測
器とPCを様々なバスを介して接続
できる機能を備えたNI LabVIEWとNI
LabWindowsTM/CVIを提供しているほか、計測器ドライバネットワーク
（ni.com/idnet）を通じて、8,500種類以上の計測器ドライバを公開し
ています。このネットワークにアクセスすれば、適切なドライバやサンプル
ドライバをダウンロードしてすぐに利用することができるため、SCPI
コマンドを使用してドライバを一から開発する必要がなくなります。
なお、LabVIEWやLabWindows/CVIと互換性のある計測器ドライバ
にはプラグアンドプレイ計測器ドライバとIVI（Interchangeable Virtual
Instruments）ドライバの2種類があり、それぞれ異なる用途やアプリ
ケーションニーズに対応するように設計されています。

プラグアンドプレイ計測器ドライバ
プラグアンドプレイ計測器ドライバでは、あらゆるドライバに対応する
シンプルな標準プログラミングモデルを使用して簡単に計測器の
制御と通信を行うことができます。また、他の計測器ドライバと比べて
使いやすく、しかも簡単に修正できるというメリットもあります。この計測
器ドライバが提供する開発環境固有のソースコードを使用すれば、
ドライバの機能をカスタマイズしたり、最適化、デバッグ、追加すること
ができます。また、このソースコードのお陰でOSに関係なくプラグ
アンドプレイ計測器ドライバが使用できるため、LabVIEWや
LabWindows/CVIに対応する全てのオペレーティングシステムでこの
ドライバが利用できるようになります。NIの要件を満たすとともに、変化
し続ける技術に左右されることなく15年以上にわたってLabVIEWや
LabWindows/CVIとの互換性を維持してきたこのドライバは、テスト
アプリケーションで長期にわたって使用することができます。

IVIドライバ
IVIドライバは、互換性、ステートキャッシング、計測器シミュレーション
が必要とされる複雑なテストアプリケーションにも対応できる優れた
性能と柔軟性を備えています。また、IVI準拠のドライバを使用すれ
ば、同じクラスに属する各計測器の互換性をメーカーやバス接続の
種類に関係なく確保することができます。さらに、IVIドライバをシミュ
レーションモードで動作させれば、I/Oを実行せずに計測データを
シミュレートすることも可能になります。IVIドライバは、互換性とシミュ
レーションが必要とされるテストアプリケーションの開発時間の削減と
保守コストの低減に大きく貢献できる柔軟性を備えたドライバです。
アプリケーションニーズに合った適切なドライバを選択するのは重
要なことです。これは、各ドライバがそれぞれ異なる用途に対応する
ように設計されているためです。

ni.com/idnetにアクセスすれば、お客様のニーズに対応する計測器ドライバを
検索することができます。

1. Agilent E1963A W-CDMAモバイルテスト
アプリケーション

2. California Instruments iXシリーズACパワーソース

3. Fluke 8808Aデジタルマルチメータ

4. Micron Optics sm125 / sm130光センシング
インテロゲータ

5. Tektronix DMM40x0シリーズデジタルマルチメータ

最新の計測器ドライバは、visit ni.com/idnetでダウンロードできます。

計測器ドライバ

IDNetで最近リリースされた計測器ドライバ

計測器とPCの接続には、様 な々計測器バスおよびドライバから選択することができます。
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15歳の視覚障害者、Ishaan Rostogiさん（運転席）が運転しているのは、
バージニア工科大学がNI技術を利用して開発した世界初の

視覚障害者用車両です。

LabVIEWとCompactRIOで視覚障害者用の
半自律走行車を構築
課題
視覚障害者が安全なコースを正しく運転し速度を制御して、衝突を
回避できる半自律走行車を開発する。

ソリューション
CompactRIOとLabVIEWソフトウェアを使用して、世界初の視覚
障害者用自動車の試作車を作成しプログラミングした。

視覚障害者向け技術の開発におけるイノベーションを推進する
ため、全米視覚障害者連合は、視覚障害者が車を運転するという
誰もが不可能と思っていたことを可能にするシステムの開発を提案
しました。この難題を受け入れた唯一の機関が、バージニア工科
大学のロボット工学研究所（RoMeLa）でした。2008年に機械工
学科の上級設計チームおよび学部生の研究プロジェクトとして再
結成されたバージニア工科大学のBlind Driver Challenge（BDC）
は、世界初の視覚障害者用自動車の試作車を初期目標として設定
しました。
わずか9人の学部生が3,000ドルの予算で2学期という短い期間
内に、視覚障害者が3つの基本運転タスクを安全に実行できるように
することが目標でした。それは、1）1列のトラフィックコーンにより指定
した曲線コースを運転する、2）予め設定した制限速度内で速度を
制御する、そして 3）障害物と衝突しないように緊急停止できるように
する、の3つです。

NIのソフトウェア／ハードウェアを使用するメリット
NIのソフトウェアとハードウェアを使用して、世界初の視覚障害者用
自動車の試作品を開発しました。NI製品を使用した試作プラット
フォームはコスト効果が高い上に使いやすく、限られた予算と開発
期間の中でプロジェクトの成功に重要な役割を果たしました。直観
的なLabVIEWグラフィカルプログラミングインタフェースのおかげで、
特定のテキストベースプログラミング言語の知識のない機械工学部
の学部生でも、カスタム組込ソフトウェアを短時間で効率よく作成する
ことができました。
追加の I/O モジュールのモジュール式設計と大容量の

CompactRIOに、さらにLabVIEWと外部デバイスとの互換性という
メリットを加えれば、将来のシステムの拡張や改良も最小限の手間と
コストで可能となります。リアルタイム／FPGAプロセッサターゲットは、
タイムクリティカルな運転環境で不可欠なデータを収集するのに必要
な高速データ集録機能と処理能力を実現します。機能面以外にも、

小型で軽量なCompactRIOは、スペースやペイロード容量に限りの
ある視覚障害者用バギーに最適です。
対話性の高い試作プロセス全体を通して、NIのモジュール式

製品を使用すれば厳しいテスト環境や車両プラットフォームの変更、
プロジェクトの目的の変化などに柔軟に対応することができます。
汎用性の高いNIソフトウェアとハードウェアを使用しているため、バー
ジニア工科大学のBlind Driver Challengeは今後も未来の視覚
障害者向け技術の「発明」を継続していくことができます。

派生技術と将来のプラン
バージニア工科大学のBlind Driver Challengeは、2008/2009年の
学年終了後数か月間にわたって、30名を超えるあらゆる世代の視覚
障害者に自動車の運転を試みてもらいました。ハンドルを握るのが
初めての人もいれば、失明以来車を運転するのが久しぶりの人も
いましたが、その反応は圧倒的に好意的で、希望を持っていただく
ことができました。国内外のメディアにも取り上げられた結果、視覚
障害者の能力についての認識が深まっただけでなく、様 な々アプリ
ケーションでの視覚障害者向け技術の研究・開発への協力に高い
関心が寄せられました。
多くの派生技術の可能性こそ、設計プロセス全体を通して重点を

置いたことです。これらのデバイスで視覚障害者による車の運転が
可能であると実証されたことで、視力の弱いドライバーや運転中の
携帯メールの送受信、眠気、注意散漫など、あらゆる場面での活用
に想像が膨らみます。特に悪天候や視界の悪い状況など、様 な々
運転環境に応じた早期警告デバイスや衝突軽減システムなどを
開発することも可能でしょう。
自動車アプリケーション以外にも、視覚障害者の歩行者も利用

できる、触覚ヒューマンインタフェースデバイスのさらなる発展が見込
まれます。非視覚インタフェースは、現在パイロットの視覚能力に頼る
ところの大きい航空機の操縦席にも、簡単に設置することが可能
です。飽和状態の視覚環境から他の感覚に高帯域情報を送信する
ことで、パイロットの状況認識力を大幅に高めることができます。
これはどのような乗り物を運転する場合でも重要なポイントです。
実際に視覚障害者が路上で車を運転するのは何年も先になる

かもしれませんが、そこから派生する技術は無数のアプリケーション
に即座に応用することが可能です。

－バージニア工科大学
Dennis Hong博士

ユーザ事例
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神経外科トレーニングシステムを開発
課題
人間の神経系から発生する電気信号をシミュレートできる信頼性と
確定性に優れたトレーニングシステムを開発する。

ソリューション
神経シミュレータを試作し、神経生理学者のトレーニングに威力を
発揮する完成品を迅速に実装する。

手術のモニタリングを行っているActive Diagnostics社では、数千件
もの神経外科モニタリング記録をデジタルフォーマットで保存して
おり、手術中に人体に発生する信号を再現するシミュレータの開発に
際しては、発生頻度の低い神経学的イベントのデータを格納した
データベースを活用しました。
このシミュレータの開発では、NI LabVIEWとシームレスに統合で

き、しかもセットアップに時間がかからないNI PXIとNI CompactRIOを
利用しました。当社では、実際に手術を行っているような感覚を研修
生が体験できるようにするため、このトレーニングシステムをマネキン
人形の空洞に組込もうとしました。しかし、そのためにはこの空洞に
完全にフィットして、なおかつ過熱しない小さなユニットを使う必要が
あり、このニーズに合致したのが小型で堅牢なCompactRIOハード
ウェアでした。

このシミュレータは、危険性の高い手術が行われている間に人体
が発する多数の信号を効率的に再現することができ、これを神経生
理学者のトレーニングに利用すれば、手術患者の安全性向上に
つながります。ナショナルインスツルメンツ社の使いやすいハード
ウェアとソフトウェアでは、このシミュレータのプロトタイプを迅速に作成
できただけでなく、最終的な実装で多数のコードを再利用することも
できました。

－Active Diagnostics社
Michael Russell氏

医療分野に対応するNI製品の利用方法についての詳細は、ni.com/medical
をご覧ください。

ni.comからアクセスできるインタラクティブな製品比較ツール（Interactive Product Comparison tool）を使用すれば、仕様ニーズに
合致する製品を迅速かつ簡単に見つけることができるため、製品選択プロセスを単純化することができます。このツールでは、数千もの
独自の仕様に基づいて、1,000種類以上あるNI製品を横に並べて視覚的に比較することもできます。最も注目すべき点は、仕様の範囲
を指定して製品を絞り込むことができることです。また、複数の基準を設定して結果のフィルタリングやソートが行えるだけでなく、比較し
た結果をカスタマイズして同僚と共有することで共同作業を促進することもでき、カスタマイズした比較結果をメールで同僚に送ったり、
スプレッドシートにエクスポートしてフィルタリング／共有することが可能になります。なお、ni.comの「製品とサービス」セクションからアク
セスできるインタラクティブ製品比較ツールは、ni.comが対応している9つの主要言語で利用することができます。

インタラクティブ製品比較ツールを試したい方は、ni.com/productcompareにアクセスしてください。

ナショナルインスツルメンツは先ごろ、2009年度におけるコーポレートシティズンシップ活動の実績の詳細と2010年度の目標を記載
した「2009年度コーポレートシティズンシップレポート」を発行しました。このレポートでは、革新的な企業文化の維持、社会への貢献に
取り組んでいるお客様を支援するツールの提供、環境保護、地域社会の発展への貢献など、NIの取り組みの概要を紹介しています。

このレポートは、ni.com/citizenshipでご覧いただけます。

ユーザ事例／Web

製品を即座に見つけることができるインタラクティブな製品比較ツール

「2009年度コーポレートシティズンシップレポート」を発行
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NIWeek速報

8月3日（火）から5日（木）の3日間にわたって、米国テキサス州オー
スティンのコンベンションセンターにて、ナショナルインスツルメンツ
最大のテクニカルイベント「NIWeek」が開催されました。今回は「It's
About Time」をテーマに、これまでにNIがユーザとともに歩んできた
「時」の中で、ユーザから寄せられた様 な々フィードバックをどのように
製品に反映させているのか、そのような製品を使用することで開発
「時間」短縮をどう実現するのか、などを、様 な々テクニカルセッション
（130コマ）、テクニカルサミットを通じて来場者や報道関係者に
ご紹介するとともに、97もの企業にご協力いただき、NIの技術を実際
に活用した事例を展示会場にて紹介することができました。

今回のニュースレターでは、NIWeek 2010にて紹介された新製品
のうち特に大きく扱われた製品をご紹介いたします。

NI LabVIEW 2010－NIの主要製品の一つであるNI LabVIEWの
最新版「LabVIEW 2010」がリリースされました。LabVIEW 2010
では、商用オフザシェルフのコンパイラテクノロジを採用し、コード
実行時間を平均20％短縮することが可能です。また、LabVIEW
プラットフォームにカスタム機能を追加するアドオンツールキットを評価
したり購入したりすることのできるWebサイトも新たに用意いたし
ました。

NIWeek 2010

ナショナルインスツルメンツ社長兼CEO James Truchardによる基調講演の様子

展示会場の様子
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LabVIEW 2010 Gigabit Ethernet Compact DAQ

NI PXIe-5630

�コード実行時間を短縮
LabVIEWにおいて「生産性」の鍵を握るのがコンパイラです。コン
パイラがあることで、メモリ割り当てやスレッド管理といった面倒な
タスクに時間を割く必要がなくなります。コンパイラの階層は
LabVIEWが進化するにつれ、よりスマートかつ効率的な形へと
進化してきました。LabVIEW 2010では、データフロー型のコンパ
イラ中間表現を改善し、また、オープンソースのコンパイラインフラ
ストラクチャであるLLVM（Low-Level Virtual Machine）をソフト
ウェアのコンパイラフローに追加することで、コードの実行時間
短縮を実現しています。

�お客様の要望にお応えする
LabVIEW 2010を開発するにあたり、NI R&Dチームはwww.ni.
com/ideas上にあるLabVIEW Idea Exchangeという機能を使用
しました。これにより、お客様がどのような機能を求めているかという
声を聞くことができました。ここでは、新しい意見を追加するだけで
なく、ほかのユーザからの提案内容を検討し、お気に入りの機能に
投票することもできます。実際に、LabVIEW Idea Exchangeで提案
された項目のうち14個がLabVIEW 2010に反映され、コードの
文書化や整理などに役立てられています。

Gigabit Ethernet cDAQ－モジュール式データ集録システム「NI
CompactDAQ」に新たにGigabit Ethernetをベースとした製品が追加
されました。これは、データロガーの特長とも言える「使いやすさ」と
「低コスト」と、モジュール式計測器の「性能」と「柔軟性」を併せ持っ
た製品です。新しいシャーシ「NI cDAQ-9188」は、小型の筐体（25×
9×9 cm）でありながら、8枚のI/Oモジュールを挿入することができ、
電気・物理・機械・音響などの信号を最大256チャンネルから集録
することができます。CompactDAQに対応しているI/Oモジュールの
数は現在50種類以上あり、標準となっているGigabit Ethernetインフラ
ストラクチャを使って、分散型（リモート）の高速計測システムを構築
することができます。さらに、NI CompactDAQでは、別途設定を行わ
なくてもネットワークが利用できる「ゼロコンフィギュレーションネット
ワーキング」技術を採用しており、Webベースの構成・監視ユーティリ
ティも内蔵しているため、初期のセットアップに手間も時間もかかり
ません。

業界初のPXI RFベクトルネットワークアナライザ（VNA）－NIでは
この度、PXIモジュール型としては業界初となる、「NI PXIe-5630」
6 GHzベクトルネットワークアナライザ（VNA：vector network
analyzer）を発表いたしました。
近年、無線通信の高速化と大容量化が進んでおり、LTEや

WiMAXといった次世代無線通信規格が注目を浴びています。
今後、これら次世代無線通信規格は、ノートPCやスマートフォンと
いったデジタル機器の無線通信機能として積極的に採用されること
が予想され、このようなデジタル機器の需要増加が見込まれて
います。そのため、無線通信回路に使用されるRF受動部品（アン
テナやフィルタ）の生産ラインでは、需要増加への対応とテストコスト
の低減が求められています。
この市場動向を踏まえ、ナショナルインスツルメンツはPXI
モジュール型のNI PXIe-5630 VNAを市場投入することにより、従来
からあるベンチトップ型VNAとは異なるアプローチでテストコストを
削減するソリューションを提供します。

�NI PXIe-5630 VNA製品仕様
‐周波数範囲：10 MHz～6 GHz
‐測定パラメータ：順方向Sパラメータ（S11、S21）
‐最大ダイナミックレンジ：110 dB
‐掃引速度：400 μ秒／点（代表値）
‐サイズ：PXI 2スロット分（1台のPXIシャーシで最大8台まで
同時使用可能）

‐自動キャリブレーション
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USB対応XシリーズDAQ

MXI-Express RIOシャーシ

高性能サーボドライブ／モータ

USB対応XシリーズマルチファンクションDAQ－USB Xシリーズ
デバイスは、高性能なアナログ計測・制御用チャンネル、デジタル
I/O、カウンタ／タイマを、1枚のデバイスに搭載したもので、プラグ
アンドプレイが可能なほか、持ち運びを必要とする様 な々テスト／
計測／データロギングアプリケーションに使用することができます。
USB XシリーズDAQデバイスには最大で32個のアナログ入力チャン
ネルと4つのアナログ出力チャンネル、48本のデジタルI/Oライン、4つ
のカウンタが付いています。今回リリースされる8種類のUSBデバイス
の中には、500 kS／秒のマルチプレクス型アナログ入力が可能なもの
や、1チャンネルあたり2 MS／秒で同時サンプリングできるアナログ
入力チャンネルを備えたものがあります。

USB Xシリーズデバイスには、操作性と性能向上に役立つ2つの
技術が採用されています。一つは「NI-STC3テクノロジ」で、高度な
タイミングとトリガリングを可能としています。もう一つが「NI信号スト
リーミング（NI Signal Streaming）技術」で、双方向での高速データ
ストリーミングに役立っています。
�NI-STC3テクノロジ－アナログ、デジタル、カウンタのサブシス
テムのタイミングとトリガを調整する役割を果たします。NI-STC3
テクノロジを採用することで、Xシリーズデバイスはオンボードの
アナログ／デジタルI/Oサブシステムで独立したタイミングエンジン
が使用できるようになり、アナログ／デジタルI/Oをそれぞれ別の
レートで実行したり、同期させて実行することができます。
�NI信号ストリーミング技術－メッセージベースのデータ転送手法
を使用し、デバイス側にインテリジェンスを持たせることで、USBを
介した双方向の高速データ転送を可能としています。そのため、
アナログ／デジタル／カウンタ操作を同時に行うことが可能です。

MXI-Express RIOシャーシ「NI 9157」「NI 9159」、Ethernet RIO
シャーシ「NI 9148」－これらの製品の登場により、これまで「NI 9144
EtherCATシャーシ」のみの提供となっていた多チャンネル拡張
シャーシのラインナップが拡充し、新たに様 な々バスに対応した製品
が利用できるようになりました。NIの再構成可能I/O（RIO）テクノロジ
をベースとしているこれらのシャーシは、FPGA（field-programmable
gate array）を使用したハードウェアやCシリーズI/Oモジュールに対応
しており、数百チャンネル、数千チャンネルを必要とするアプリケー
ションの構築や、遠隔地での分散計測を可能にします。いずれの
拡張シャーシにもNI LabVIEW FPGAモジュールでプログラム可能
な「Xilinx FPGA」が採用されており、高速でのI/Oタイミングやカスタ
マイズ可能なI/Oタイミング、インライン処理、制御を可能として
います。

�MXI-Express RIO 14スロット拡張シャーシ（Virtex-5 FPGA
搭載）－MXI-Expressリンクを使用することで、複数のシャーシ間
で広帯域幅でのデータストリーミングを一台のコントローラで行う
ことが可能となります。利用できるCシリーズモジュールの数は
数百、利用できるチャンネル数は数千に上ります。HIL（hardware-
in-the-loop）テストや工業用の機械監視、研究用途に最適です。

�8スロットEthernet拡張シャーシ－標準のCAT 5 Ethernetケー
ブルを使用すれば、NI CompactRIOやリアルタイムPXIコント
ローラ、NIの工業用コントローラやネットワーク接続されたWindows
PCと通信できます。NI 9148シャーシは柔軟性に優れているため、
既存のネットワークにもシームレスに拡張I/Oを追加することができ
ます。

高性能サーボドライブ、モータ－「AKDサーボドライブ」と「AKM
サーボモータ」の登場により、拡張性に優れた分散型のモーションコン
トロールシステムの構築が可能となります。また、NI EtherCATテクノ
ロジを採用したNIのリアルタイムコントローラ（NI CompactRIO、PXI
リアルタイムコントローラ、NI工業用コントローラなど）にカスタム仕様の
モーションアプリケーションを追加することも可能となります。

�AKDサーボドライブ－セットアップも簡単で、EtherCATテクノ
ロジを採用しているため構成も簡単に行えます。新しいドライブ
には最新の技術が用いられ、0.67 μsでのトルクループアップデートが
行えたり、62.5 μsや125 μsでの速度・位置ループが実現可能です。

�AKMブラシレスサーボモータ－優れたダイナミック性能を備えて
おり、4種類のフレームサイズから選べるほか、トルクレンジ、
スピードの性能も優れております。これらのモータではローイナー
シャ（低慣性）ロータを使用しており、低コギング、高調波成分の
低減を図っています。これらのモータはNIサーボドライブとの相性
もよく、スマートフィードバックデバイス（SFD）技術を使ってプラグ
アンドプレイで構成が行えるほか、配線もシンプルなものとなって
います。
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新製品情報 2010年6月～8月
◆Intel�CoreTM i7プロセッサを搭載したPXI Expressクアッドコアコントローラ

「NI PXIe-8133」
�業界初のPXI Expressクアッドコアコント

ローラ
�4つのx4 Gen 2 PCI Expressリンク経由で

PXIシャーシのバックプレーンと通信可能
�NI PXIe-1082などのPXI Expressシャーシ

と併せて使用すると、システムの総データ

スループットが4 GB／秒から8 GB／秒に

倍増
�より多くのI/Oチャンネルを同時にストリーミングでき、さらに大型の複雑な

データ記録／再生アプリケーションも作成することが可能
�2 GBのDDR3-1333 MHz RAMとOSが標準装備
�OS：Windows XPとWindows 7 32ビットのいずれかを選択
�メモリ負荷の高いアプリケーション向けに、8 GBのシステムRAMとWindows

7 64ビットOSにアップグレードすることも可能
�過酷な環境での使用に対応するため、温度範囲の拡張と半導体ハードドラ

イブのオプションを用意

◆信号調節機能を内蔵した高性能PXI Expressデータ集録モジュール
�PXI Expressシステムで拡張性に優れた

高性能計測を可能にする、信号調節機能

を内蔵した同社初のデータ集録（DAQ）

モジュール
�歪みゲージ、ブリッジベーストランス

デューサ、熱電対、および高電圧アナログ

入力の計測において、優れた確度と高

スループット、最高レベルの同期性能を実現

�24ビット同時ブリッジ入力モジュール「NI PXIe-4330」

‐0.02パーセントの確度とチャンネルあたり25 kS／秒のサンプルレートにより、

歪み、負荷、力、トルクの計測を高性能で実行（8チャンネル搭載）

‐A/Dコンバータ（ADC）が励起電圧を基準とする「レシオメトリック設計」に

より、高い確度を実現

‐自動同期機能を使用したクォータ、ハーフ、フルブリッジベースの計測が

可能

‐付属のドライバソフトウェアを使用すると、わずか5 ppbのチャンネル間

スキューで、複数のモジュールやシャーシ間の緊密な同期が可能

‐1つのシャーシで136チャンネルのシステムに拡張可能

‐風洞や橋梁監視、衝突テストなど、多チャンネルの構造テストアプリケー

ションに最適

�熱電対モジュール「NI PXIe-4353」

‐32チャンネルで精度0.30℃の温度計測が可能

‐1つのシャーシで544チャンネルのシステムに拡張可能

‐燃料電池テストや温度槽監視などのアプリケーションで、1チャンネルから

大規模システムまであらゆる高精度計測に最適

�高電圧絶縁アナログ入力モジュール「NI PXIe-4300」

‐NI初の同時サンプリングで最大300 Vの計測が可能なアナログ入力

モジュール（8チャンネル搭載）

‐各チャンネルに16ビットADCを搭載し、チャンネルあたり250 kS／秒のサン

プリングレートを提供

‐1モジュールにつき4 MB／秒、1つのシャーシで68 MB／秒のストリーミング

が可能

‐1つのシャーシで136チャンネルのシステムに拡張可能

‐CAT IIチャンネル間絶縁により300 Vの計測が可能で、燃料電池やバッ

テリテストなどの自動車テストに最適

◆IEEE 802.11nワイヤレスLANテストをさらに進化させる「NI無線LAN計測

ツールキット2.0」
� IEEE 802.11n無線LAN信号生成／解析用

ソフトウェアツールキットを搭載
�旧バージョンより対応していたIEEE 802.11

a/b/gに加え、IEEE 802.11n WLANテストを

実現
�PXIとNI LabVIEWグラフィカルシステム

開発ソフトウェアをベースにしたソフトウェア

定義型アーキテクチャを採用しているため、IEEE 802.11a/b/g/n、GPS、

Bluetooth、GSM/EDGE、WCDMA、WiMAXといった複数の無線規格を

1台のPXIテストシステムでテストでき、テストのコスト削減とテストシステムの

サイズ縮小を図ることが可能
�NI PXIe-5663E（6.6 GHz 2/3/4チャンネルベクトル信号アナライザ（VSA））と

統合することで、IEEE 802.11n WLANテストに求められる位相同期の

MIMO（multiple-input、multiple-output）RF計測が可能

◆Camera Link対応FPGA画像処理用モジュール「NI 1483」
�PXIおよびNI FlexRIOプラットフォームに

対応したFPGA画像処理ソリューション
�FPGA（field programmable gate array）ボード

「NI FlexRIO」と組み合わせて使用する

ことで、ボード上のFPGAに画像処理／制御

アルゴリズムを組み込むことが可能
�Camera Link対応カメラ用ベース、ミディ

アム、およびフルコンフィギュレーション画像入力
�最大10タップ、80ビット画像を20～85 MHzピクセルクロック周波数で入力
�4つのTTL I/Oチャンネル、2つの光学絶縁入力、1つの位相差出力エン

コーダ入力
�2つの26ピンSDRコネクタを搭載
�NI FlexRIO FPGAモジュールおよびLabVIEW FPGAソフトウェアが必要

◆PXI Express対応の光ファイバセンサインテロゲータ「NI PXIe-4844」
�2スロット分を使用した3U型のPXI Expressモジュールで、ファイバ・ブラッグ・

グレーティング（FBG：fiber bragg grating）センサに対応
�PXI Expressに対応したNIのセンサ計測モジュール製品群「NI SC

Express」の一つで、10 Hzで同時にスキャンできる光チャンネルを4つ搭載
�各チャンネルの波長レンジ：80 nm（1510～1590 nm）で、1チャンネルあたり

20以上のFBGセンサのスキャンが行える
�多チャンネルを必要とするアプリケーションで使用する場合には、一つもしく

は複数の光チャンネルを外部の光マルチプレクサに接続したり、同じPXI

シャーシ内に挿入するNI PXIe-4844モジュールの数を増やしたりすること

で、使用できるFBGセンサの数を増やすことが可能
�シビオニクス（土木工学と電気工学を組み合わせた造語）の分野で橋や

ダム、トンネルなどの大型の土木建造物上で行われる分散計測に使用

したり、環境の分野で風力タービンの羽根やパイプライン、原子炉、海上

プラットフォーム、発電機の監視を行うのに使用したり、輸送の分野で船舶や

鉄道車両、航空機のコンポーネントなどのテスト／監視に使用するのに最適

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、短期間で分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10月～12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。
新コースのご案内
LabVIEW実践集中コース1、2、3・LabVIEW通信・応用接続コース
LabVIEW実践集中コース1、2は、LabVIEW初級�、�コースの新名称です。LabVIEW実践
集中コース3、LabVIEW通信・応用接続コースは、LabVIEW中級�、�コースの新名称です。

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。

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。
オンライントレーニング
インターネット接続できる環境であれば、自宅・オフィスなど場所を選ばずトレーニングが受けら
れます。インターネットを介して、講師がライブで講義します。
休日1日集中コース
休日に受講できる便利なコースです。一日で完結します。LabVIEWの試験対策コースと基礎
的なコースの2種類を用意しています。

無料セミナー
◆はじめてのLabVIEW体験セミナー
実際にPCを操作して、「NI LabVIEW」による開発を体験していただきます。
LabVIEWとは、どのようなソフトウェアなのか、何ができるのか、どのように使うのか？LabVIEWの
画面をご覧いただきながら、講師がその場でプログラムを描き、データの集録、解析、表示などの
デモンストレーションを行います。

【対 象 者】
�LabVIEWの導入を検討しているが、実際に触って見てみないと最終判断がしづらいとお考
えの方

�計測システムを効率よく自動化したいと考えているエンジニアの方
�スタンドアロンの計測機器をカスタマイズしてもっと便利に使いたい方
�計測・制御システムの開発に現在使っているプログラミング言語に不満を感じている方

【開 催 時 間】13:15～17:00

【開催日・場所】
10/5大阪、10/15名古屋、10/19つくば他、全国各地で開催
※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。

◆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。

【対 象 者】
�教員、大学院生、大学生の方
�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】
10/6福岡、10/20仙台、11/17東京 他、全国各地で開催
※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。

◆「LabVIEW Tech Summit 2010」
昨年「LabVIEW研究成果発表会」として開催されたイベントがリニューアル！
ご好評いただいた「LabVIEW研究成果発表会」が規模を拡大して、「LabVIEW Tech Summit
2010」として開催されます。LabVIEWを用いた最先端の応用事例を中心としたセミナーや、
ユーザやセミナー講演者との交流の場として懇親会も開催いたします。多くのLabVIEW活用
手法を学べるチャンスです。この機会に是非ご参加ください。

【開催日時・場所】
10/29（金）セミナー10:00～16:30、懇親会17:00～19:00、東京プリンスホテル

出展予定イベント一覧（10～12月）
◆CEATEC JAPAN 2010
【日 時】10月5日（火）～10月9日（土）10:00～17:00

※初日は特別招待日のため、特別招待登録が必要です。

【場 所】幕張メッセホール5 小間番号5H02
【参加費】無料（事前登録制） https://ceatecjapan.com/mbr/ja/

Web
■SC Express－PXIプラットフォームに基づく新しい高性能センサ計測
http://www.ni.com/lp/ja/sc-express.htm

■業界初のPXIベクトルネットワークアナライザ（VNA）
http://www.ni.com/vna/ja

■スマートグリッド最前線 ―エネルギーの見える化と制御の最新動向―
�新エネルギー技術カンファレンス開催報告
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12072

■最新技術を活用したコストダウン法を解説
�自動計測技術フォーラム2010開催報告
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11651

■自動テストにおける最新技術
http://www.ni.com/automatedtest/ja/

■自動テストの展望：2010
http://www.ni.com/ato/ja

■構造ヘルスモニタリング
http://www.ni.com/structural_health_monitoring/ja/

■データ集録アプリケーション
http://www.ni.com/dataacquisition/applications/ja/

■構造テスト
http://www.ni.com/structural-test/ja/

■無線LANテスト
http://www.ni.com/wlan/ja/

■NI LabVIEWトレーニングコース
http://www.ni.com/training/ja/labview.htm

【Webイベント・デモビデオ】
■LabVIEW 2010の新機能
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1665

■教育・研究を加速するLabVIEW新機能
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2290

■NI LabVIEW計測器制御アプリケーションのデモ
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2291

■NI XシリーズマルチファンクションDAQの概要
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2350

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
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