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技術革新をリードする
ナショナルインスツルメンツ（NI）の製品開発の原動力となっている
のは、新技術とイノベーションに対する情熱です。NIは技術革新を
リードすることで、最先端の技術開発に携わる世界中のエンジニア
や研究者に役立つツールの基盤を構築してきました。NIでは常に、
次にどのような技術が登場するかを見据えたプランニングを行って
おります。ここではその結果とも言えるマルチコアプロセッサや最新
のMicrosoft OSなどの最新の技術に対応したNIツールをご紹介
いたします。

Windows 7への対応
エンジニアや研究者に大きな影響を与えた基盤技術としてMicrosoft Windowsが挙げられ
ます。Windows 3からWindows 95、Windows NT、Windows XPへと進化していく過程でも
大きなインパクトがありました。2006年にMicrosoft社が発表したWindows Vistaは、採用が
慎重に進められましたが、Windows XPがリリースされて久しく、不景気でPCの新規購入が
進まないこともあり、何かしらの改善が求められていました。Windows 7を採用することで、
性能やセキュリティの向上、データスループットの向上などが期待できることは、古いバー
ジョンのOSを使用しているユーザにとって魅力的なポイントです。
NIはWindows 7への対応を発表する前に、数か月にわたって様 な々テストを繰り返してきま

した。今回、NI LabVIEW 2009プラットフォーム全体がWindows 7に対応していることをお伝
えできるのを非常に嬉しく思います。これにより、計測器の制御を行っているエンジニアや、
マルチコア／PCI Expressなどの最新技術の採用を検討しているエンジニアが、お使いのシス
テムを、スムーズにアップグレードできるようになります。

イノベーションを生み出すツール
LabVIEWプラットフォームは、無線や組込プロセッサ、FPGA（field-programmable gate array）
などの高度な技術を活用し、最先端のアプリケーションを開発しやすい環境を提供して
います。その結果、「PC上で仮想的に計測を行うためのツール」からグラフィカルなシステム
設計手法で革新的なソリューションを構築することのできる「高性能なプログラミング環境」へ
と進化を遂げています。

Do More
ナショナルインスツルメンツでは、30年以上にわたり、イノベーションを促進し、お客様を成功に
導くツールを提供すべく、絶えず改善を続けてまいりました。簡単なデータ集録アプリケーション
に取り組んでいるお客様でも、複雑なシステムの構築に携わっているお客様でも、その姿勢に
変わりはありません。Windows 7、PCI Express、ロボット、マルチコア、FPGAは、お客様の
“Do More”を後押しするためにNIが投資をしている技術のごく一例にすぎません。今後とも
ご期待ください。

―日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
プロダクト事業部 事業部長
許斐 俊充
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Windows 7で高度な計測システムを構築
Windows OSの最新版、Windows 7にアップグレードすることで、計測システムの
パフォーマンスを確実に高めることができます。

今回は新しい機能をWindowsに追加するのではなく、Windows
Vistaで登場した多くの新機能をさらに強化し、シェルを使いやすく
改善するとともに、システムの応答性と性能を高めています。その
ような変更のほかソフトウェアとハードウェアの互換性に重点を置いた
Windows 7は、最新のテスト／計測アプリケーションにもお勧めできる
オペレーティングシステムです。このページでは、Windows 7や最新
のコンピュータプラットフォームがNI LabVIEWグラフィカル開発環境
で作成したアプリケーションにもたらす影響と、それによりデータスルー
プットとパフォーマンスを高め、64ビット、USBデータ集録（DAQ）、PCI
Expressなどの技術を活用する方法について説明します。

NI USB DAQとWindows 7でスループットを向上
Windows 7搭載のコンピュータはすでに出荷が始まっています。それ
らのコンピュータは、全体的な性能やマルチコアなど同じ利点を
備え、複数のPCI Express/Hi-Speed USBスロットといった最新バス
テクノロジを搭載しています。
Microsoft社では、Windows 7で特にUSBの機能強化に重点を

置きました。不要なタイマの除去やセレクティブサスペンション、USB
フラッシュデバイスのEnumerationタイムの短縮といった改善により、
USBテスト／計測デバイスの性能を高めることができます。最近
実施したベンチマークテストによると、NI CompactDAQシャーシを
Windows 7とともに使用した場合、同じハードウェアをWindows XP
で実行した場合に比べ、実現可能な帯域幅が10パーセント向上
しました。ハードウェアの性能の向上と、Windows 7 OSとLabVIEW
ソフトウェアのマルチコア対応により、高速／マルチファンクションI/O
計測のパフォーマンスは最大20パーセント向上しました。

PXI Expressとマルチコアによる高性能計測
Microsoft社は、近年普及が進んでいるマルチコア
プロセッサのメリットを活用するため、システムタスク
を同時に実行するようWindows 7を再構築しまし
た。主な例としては、複数のアプリケーションが同時
に実行している際の応答性を高めることを目的と
したGDI（Graphics Device Interface）が 再 設 計
されています。これにより連続障害が少なくなります
ので、マルチスレッド計測アプリケーションのユーザ
インタフェースの応答性とシステムパフォーマンスが
向上します。
マルチスレッドソフトウェアは、個 の々非同期プロ

セスを、異なるコンピュータコアで並列的に実行で
きる別 の々スレッドに割り当てます。コンピュータプロ
セッサをこれ以上高速化することはできないため、
プロセッサメーカーは1つのチップにコアを追加する
方向に戦略転換しています。LabVIEWユーザに
とっては、演算負荷の高い複数のタスクを1つの

アプリケーションで並列で実行することは簡単です。ブロックダイア
グラム上に2つのループを配置するだけです。LabVIEWとNI-
DAQmxなどのNIドライバはマルチスレッド型なので、複数のスレッド
を手動で作成し管理しなくても、高性能な集録・解析アプリケー
ションを簡単に作成することができます。LabVIEWで作成し、マルチ
コアコンピュータでNIハードウェアを使用するDAQアプリケーション
は、Windows 7により性能が向上するほか、マルチコアプロセッサの
使用のメリットをさらに得られるようになっています。
高スループットと高速性能が求められる計測では、マルチコアプロ

セッサやPXI Expressなどの技術を駆使して高まるニーズに応える
ことが必要です。新しいNI XシリーズDAQデバイスは、最大
250 MB／秒の専用双方向帯域幅が利用できるPCI ExpressとPXI
Expressをサポートしています。またNIではその他にも、高精度、高周
波数計測が行えるPXI Expressモジュール式計測器を数多く提供
しています。それらの技術は、Windows 7に対応しています。
Windows 7は最新のバスをサポートしており、またマルチコアサポート
機能がさらに拡充されることで、計測アプリケーションの制約がなく
なり、データスループットが向上します。

トピック

図1.Windows 7 OSは、複数の機能の向上により
LabVIEWソフトウェアで作成した計測アプリケーションに最適なプログラムとなっています。

National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp 3

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０２３５４　ＮＬ２０１０年春号　進／２‐２７　４色★  2010.03.05 09.32.45  Page 3 

http://www.ni.com/windows7/ja/
http://www.ni.com/labview/ja/
http://www.ni.com/compactdaq/
http://www.ni.com/dataacquisition/ja/nidaqmx.htm
http://www.ni.com/xseries/ja/


0 0.5 1.0 1.5 2.0

1出力ストリーム

1入力ストリーム

平均データスループット（多い方がよい）

7%向上

14%向上

3信号ストリーム
20%向上

5%向上
5信号ストリーム

Windows XPWindows 7

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

LabVIEW 2009
並列 For ループ

NI TestStand 4.2
並列シーケンス

10%向上

8%向上

Windows XPWindows 7

平均実行時間（短い方がよい）

32ビット版と64ビット版Windowsの違い
Windows 7は、64ビットプロセッサをサポートするMicrosoft社のOSと
しては3つ目の製品です。32ビット版Windowsは今後も多くのユーザ
に使用され、アプリケーションとの幅広い互換性を備えていますが、
64ビットのソフトウェアとハードウェアも提供されます。Windows 7に
アップグレードする前に、64ビット版と32ビット版のそれぞれのメリット
や注意事項を理解し、どちらのプラットフォームが適しているかをよく
考えることが重要です。
LabVIEW 2009の64ビット版（NI Webサイトよりダウンロード可能）

は、64ビットオペレーティングシステム（Windows Vista/7のみ）と互換
性を持つ最初のLabVIEWバージョンです。64ビットハードウェアと
ソフトウェアに互換性のある計測アプリケーションは、32ビットシステム
に比べ大容量の物理メモリを利用できます。そのため、大量の連続
データを処理するアプリケーションに適しています。使用できるメモリ
が増えることで、物理メモリとキャッシュに比べはるかに低速なハード

ドライブに保存されたページファイルでのプロセスのやり取りが不要と
なるため、システムのパフォーマンスが向上します。物理メモリの増加
だけでなく、64ビットプロセッサにはレジスタも追加されているため、
コードの作成方法によっては、アプリケーションの実行速度が最大で
20パーセントも向上します。ただし、64ビット版Windowsをネイティブ
サポートしているのは、LabVIEW 2009基本ソフトウェア、NI Vision
開発モジュール、そして一部を除くNIドライバのみです。32ビット版
アプリケーションの非ネイティブサポートは、Windows on Windows
（WoW）というエミュレーション層により可能です。ただしこれにより
実行速度と性能は低下します。
大量のデータを解析するテスト・計測アプリケーションは、多チャン

ネルや高サンプリングレートが必要となるため、64ビット版Windowsを
使用することでパフォーマンスを向上させることができます。ただし、
多くのLabVIEWアプリケーションは64ビット版に切り替えてもメリットを
得ることはできません。

図2.Windows 7を使用して4つの並列ループを含むLabVIEWアプリケーションをクアッドコアコンピュータで実行した場合、
Windows XPで実行した場合に比べ7パーセントのパフォーマンス向上が見られました。

図3. NI CompactDAQを使って行ったベンチマークでは、Windows 7の利用によりデータスループットが10パーセントも向上しました。
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Microsoft OSサポートのライフサイクル
Microsoft社はWindows XPの販売を2008年6月に正式に打ち切っ
たため、Windows 7の登場は特に意味があります。Windows XPは、
リリースされたのが9年以上も前にも関わらず、いまだに最も人気の
あるOSとなっています。ナショナルインスツルメンツがお客様に対し
実施したアンケートによると、80パーセントを超えるアプリケーションは
Windows XP上で実行され、Windows Vistaの採用は10パーセント
未満に留まっていることがわかりました。Windows 7がリリースされた
ことで、古いPCの計測ハードウェアでも最新のマルチコアプロセッサ
やPCI Expressなどのバステクノロジが利用可能となるため、スルー
プットを高めるとともにシステム全体のパフォーマンスを向上させること
ができます。

ソフトウェアおよびハードウェアの互換性を保証
Microsoft社は、Windows VistaのデバイスドライバがWindows 7で
正しく動作することと、ドライバモデルに対して新たな互換性要求を
しないことを明言しています。これは、Windows Vistaのリリース時に
生じた互換性問題と同じ事態になるのを避けることが目的です（多く
の一般的なデバイスがインストールできない、動作しない、など）。
古いバージョンのWindowsで動作しているとアプリケーションに

“思わせる”互換性モードオプション以外に、ソフトウェアがWindows 7
で実行できないというリスクを解消する新しい仮想化技術が
Windows 7 ProfessionalおよびUltimateに導 入されています。
Windows7でWindows XPモードと呼ばれるモードでは、広く普及
しているWindows XP OSをエミュレーションすることができます。
それにより、LabVIEWユーザも旧アプリケーションを簡単なメカニズム
で実行することが可能となります。

NI製品の互換性
LabVIEW 2009、LabVIEW SignalExpress 2009、DIAdem 11.1 SP1、
さらにはNIデバイスドライバDVDの2009年11月版など、ナショナル
インスツルメンツのソフトウェア製品のほとんどはすでにWindows 7に
対応済みです。さらに、Windows 7対応のNI LabWindowsTM/CVI、
Measurement Studio、NI TestStandも2009年内にリリース予定です。
生産性やパフォーマンスの向上を図るため計測・オートメーションシス
テムのWindows 7への移行を検討しているお客様は、今すぐアップ
グレードすることをお勧めします。

－ナショナルインスツルメンツLabVIEWプロダクトマネジャー
Elijah Kerry

Windows 7への対応についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Codeに「nsi9401」と入力するとご覧いただけます。

この度、NI CompactDAQシャーシの4スロット版「NI cDAQ-9174」と8スロット版「NI cDAQ-9178」
が登場しました。これらは、2006年に発表されたNI CompactDAQシャーシ現行モデルの上位
機種です。現行シャーシの機能をベースに、種類の異なるセンサからの信号を異なるレートで計測
できるようになっているほか、BNC外部トリガを2つ内蔵しており、カウンタも4つ搭載しています。
今回登場したシャーシは、4スロットと8スロットでの構成となっています。NI CompactDAQシステム
には、「NI LabVIEW（グラフィカルプログラミング開発環境）」に対応している「NI-DAQmx（ドラ
イバ／計測サービスソフトウェア）」も付属しており、プログラミングが容易に行える、ミックスドシグ

ナルデータ集録システムを構築する際に最適なシステムと言えます。これらのシャーシを、50種類以上あるCシリーズモジュールと組み合わ
せることにより、電化製品のテストや車載データロギング、小型のエンジンテスト、製造試験などのアプリケーションでも使えるミックスドセンサ
テストシステムを構築することができます。

新しいNI CompactDAQシャーシについての詳細は、www.ni.com/compactdaqをご確認ください。

NI CompactDAQシャーシに、高性能で低コストな製品が登場しました

LabWindowsという商標は、Microsoft Corporationからの使用許諾を得て使用しています。Windowsは、Microsoft Corporationの米国
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NI PXI Semiconductor Suiteの登場による
チップテストの計測機能の強化
ここ10年以上の間に、PXIプラットフォームの品揃えが充実し、業界でも最高性能の
計測器を備えるまでになりました。
SMU（source measure unit）と高速デジタルI/Oが製品のラインナップ
に加わったことで、PXIは半導体チップテストなど、新しいアプリケー
ション分野でも使用されるようになりました。モジュール式で小型の
PXIをNI LabVIEWソフトウェアで使用することにより、フレキシブルな
テストシステムが実現します。このフレキシブルなテストシステムは、
半導体の設計やテストに携わるエンジニアが直面している課題の
解決に役立ちます。今日、ON SemiconductorやAnalog Devicesなど
の企業が、性能評価や製造段階におけるテストの品質向上、コスト
低減などの課題を全て解決するソリューションとして、PXI、
LabVIEWの導入を始めています。NIだけでも現在300種類以上の
PXI製品を提供しており、PXIを提供している他の70社近い企業の
製品と合わせると、PXIボードの数は1,500種類以上に上ります。NIで
は今後もPXIプラットフォームでの機能の充実と、半導体分野のお客
様のニーズへの対応を目指した投資を継続してゆく予定です。
この度発表されたNI PXI Semiconductor Suiteは、10種類の新製
品で構成されています。これらの製品を使用することにより、ソフト
ウェア定義型のチップテストシステムでもPXIやLabVIEWの機能が
活用できるようになります。同パッケージでは、200 MHzまでのデジ
タル計測が行えるほか、10 pA分解能のDCパラメータ測定、従来器
よりも速いRFチューニング、高速デジタル信号挿入スイッチが

揃っています。また、WGL（Waveform Generation Language）や
STIL（Standard Test Interface Language）ベクターフォーマットを直接
インポートすることもできます。
これらの計測器を従来のNI製計測器と比較すると、シングル
エンドのクロックレートは2倍に、電流感度は数十倍になっています。
同パッケージに含まれる10種類の新製品は互いに連動し、SMU上
のシーケンスエンジンのような新機能が利用できるほか、デジタルI/O
のタイミング制御機能が向上しており、半導体のチップテストに最適
な製品となっています。

高精度DC計測
半導体部品の検証や特性評価を行う上で、パラメータ測定は非常
に重要で、デバイスのスタンバイ電流やリーク電流を正確に測定
するには、高精度なDC計測が欠かせません。PXI Semiconductor
Suiteは、このような要件に対し、新しいSMUを追加することで対応
しています。NI PXI-4132（高精度SMU）はリモートセンス（4線式）を
搭載しており、電流分解能が最小10 pAと高精度で、1つの出力
チャンネルで外部ガード機能も利用できることから、1つのPXIスロット
で±100 Vの4象限出力が可能となっています。同SMUには、ハード
ウェアタイミングによる高速カーブトレース用にハードウェアシーケンス

エンジンが搭載されているほか、PXIバック
プレーンで複数のPXI-4132 SMUに対し
トリガをかけたり、これらを同期させたりする
ための機能が搭載されています。PXI-
4132 SMUは、既存のNI PXI-4130高出力
SMUを補完するものです。PXI-4130は4象
限動作、40 W出力（±20 V、±2 A）が可能
で、PXIを利用する際の、高精度／高電力
ソースメジャー製品として利用できます。

高度な高速デジタル機能
デジタル計測器は、半導体テストシステム
における重要な要素で、デジタルインタ
フェースの機能とパラメータの評価を行った
り、SPIやI2Cなどの一般的なプロトコルを
使ってチップの動作を制御したりするのに
役立ちます。今回リリースされたパッケージ
には、高度な高速デジタル機能を備えた
新製品が含まれています。NI PXIe-6544と
NI PXIe-6545モジュールの登場により、PXI
Expressでそれぞれ100 MHz（PXIe-6544）、
200 MHz（PXIe-6545）のクロックレートで
デジタルI/Oが行えるようになり、1.2～3.3 V
の電圧レベルに対応したチャンネルが最大

特集

図1. NI PXI Semiconductor Suiteには、新しいDC、デジタル計測器、RF計測機、
スイッチ製品の他、ファイル取り込み用ソフトウェアも入っています。
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32個利用でき、1 Hz未満の分解能の高精度オンボードクロックも
利用できます。NI PXIe-6547、NI PXIe-6548モジュールでは、チャン
ネルごと／サイクルごとに入力・出力方向が設定でき、集録した
データと期待されるデータをリアルタイムでビット比較したり、DDR
（double data rate）で最高400 Mbpsの高速
データ転送を行ったりすることができるほか、
従来のボードでは1バンクのみがデータ遅延
に対応していましたが、3バンクでのデータ遅
延が可能になったことから、一枚のボードで
複数のデジタルI/Oラインにスキューを施すこ
とができるようになりました。
PXI Semiconductor Suiteには、NI初の高速

デジタル信号集録用スイッチも含まれてい
ます。そのため、PXI-4132 SMUなどの高精
度なDC計測器やデジタルマルチメータ
（DMM）、電源等を最高32本のデジタルI/Oラインでマルチプレクス
することができます。NI PXI/PXIe-2515スイッチは、新しいPXI
ExpressデジタルI/Oモジュールや既存のNI 654x/NI 655xデジタル
計測器用のパススルーを行うことで、あらゆる種類のデジタルピンと
接続し、ピンごとの電流測定が行えるようになっています。
半導体テストに用いられるアプリケーションの多くは、一般的な

設計ツールからデジタルシミュレーションテストベクターを取り込む必
要があります。同パッケージをリリースするにあたり、NIではNIアライ
アンスメンバーでありコンピュータによる設計の自動化（EDA：
electronic design automation）におけるパターン変換分野のリーダー
的存在でもあるTest System Strategies Inc.（TSSI）社と共同でTSSI
TD-Scan for National Instrumentsというソフトウェア製品の開発に
努めてまいりました。これを使用することにより、WGLやSTILなどの
ベクターフォーマットをPXIに取り込むことが可能となります。このソフト
ウェアツールはTSSIが提供しており、評価版（30日間有効）はNI
高速デジタルI/O PXIハードウェアにも付属しています。

RFの高速計測
高速RFコンポーネントのテストは、複数の周波数をスイープして
チップの性能を完全に評価するのに必要な要件を考えると、非常に
時間のかかる作業となります。NI PXIe-5663E（6.6 GHzベクトル信号
アナライザ＜VSA＞）とNI PXIe-5673E（6.6 GHzベクトル信号発生
器＜VSG＞）には、多周波帯のRF計測を高速で行うRFリストモード

が付いており、チューニングにかかる時間も短く抑えることができ
ます。確実に周波数のチューニングが行え、電力の調整も行えるこれ
らのモジュールは、パワーアンプやトランシーバなどのワイヤレスICや
ミックスドシグナルICなどのテストに最適です。

ソフトウェア定義型の半導体チップテスト
LabVIEWを用いたソフトウェア定義型計測器を使用することにより、
半導体のテストに携わるエンジニアは、短時間で計測タスクをカスタ
マイズしたり、高性能な自動テストシステムを構築したりできるメリット
を享受することができます。PXIモジュール式計測器を、マルチコアや
PCI Expressなどといった最新のPCテクノロジと併用することで、
テストにかかる時間をさらに短縮することができます。今回PXI
Semiconductor Suiteが登場したことで、アナログ／デジタル変換器
（ADC：analog-to-digital converter）やデジタル／アナログ変換器
（DAC：digital-to-analog converter）、パ ワー マ ネ ジ メントIC
（PMIC：power management IC）、ワイヤレスIC（RFIC）、マイクロ
マシン技術（MEMS：microelectromechanical system）デバイス
など、多くの半導体コンポーネントをテストするためのより強力なプラッ
トフォームをPXIとLabVIEWで構築することが可能となりました。

－National Instruments半導体テストマーケット開発マネジャー
Scott Savage

NI PXI Semiconductorパッケージに含まれる製品の詳細、同パッケージで
実現できる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「nsi9403」と入力するとご確認いただけます。

ナショナルインスツルメンツでは、ADC/DAC、PMIC、RFIC、MEMSデバイスなど、様 な々種類のチップ用に、半導体テストソリューションを
提供しています。NIのシステムエンジニアが作成したサンプルコードや、大手半導体メーカがNI LabVIEWとPXI計測器を使ってどのように
テストにかかるコストの削減に成功したかを紹介したユーザ事例をダウンロードすることができます。

チュートリアル、サンプルコード、ユーザ事例は、ni.com/automatedtest/semiconductor/ja/からご覧いただけます。

製品 製品説明 向上した機能

NI PXI-4132 ±100 V、最小10 pAの分解能のSMU 高速シーケンシング／トリガリング

NI PXIe-6544/6545
100/200 MHz、1.2～3.3 V、
最大32チャンネルのデジタルI/O

1 Hz未満の分解能のオンボードクロック

NI PXIe-6547/6548
100/200 MHz、1.2～3.3 V、
最大32チャンネルのデジタルI/O

双方向、ハードウェア比較、DDR、
バンクデータ遅延、22段階のロジックレベル

NI PXI/PXIe-2515 高速デジタル信号挿入スイッチ 高精度なDC計測器のマルチプレクス

NI PXIe-5663E 6.6 GHz VSA RFリストモード

NI PXIe-5673E 6.6 GHz VSG RFリストモード

TSSI TD-Scan for National
Instruments

WGL/STILベクター取り込み用
ソフトウェア

NI 654x、NI 655x、NI 656xデジタルI/O
デバイスをサポート

チュートリアル、サンプルコード、ユーザ事例が盛りだくさんです

表1.新たに10種類の製品が加わることで、既存のNI PXI製品を用いた計測よりも、
幅広い計測機能が利用できるようになりました。
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マルチコアコントローラ

CPURAMI/O

Windows XP

NI Real‐Time Hypervisorソフトウェア

LabVIEW Real‐Time

図2.ナショナルインスツルメンツでは、Real-Time Hypervisor
ソフトウェアをプレインストールしたマルチコアPXIまたは
工業用コントローラシステムを提供しています。

仮想化技術を使用してマルチコアハードウェアの
有効活用を図る
最新のNI Real-Time Hypervisorソフトウェアパッケージは、仮想化
技術を利用して、Windows XPとNI LabVIEW Real-Timeの両方を
同じコントローラ上で並列動作させる機能を備えています。このソフト
ウェアパッケージがインストールされているマルチコアPXIまたは工業
用コントローラシステムを導入すれば、コストの削減と装置の小型化
を図りつつ、高性能なマルチOS環境を構築することができます。

I/Oおよびメモリパーティションを迅速に構成
Real-Time Hypervisorは、RAMおよびI/Oモジュールなどのリソース
をLabVIEW Real-TimeとWindowsに適切に割り当て、リアルタイム
システムの性能を高めます。各OSへのリソース割り当ては、同ソフト
ウェアに搭載されているNI Real-Time Hypervisor Managerユーティ
リティからいつでも簡単に変更することができます。このユーティリティ
には、構成上の問題を容易に特定して解決するのに役立つ、優れた
表示機能もあります。

OS間のやり取りを効率化
マルチOS環境でデータを共有すると問題が発生することがあります
が、Real-Time Hypervisorを導入すれば、一般的なネットワーク接続
を使用した場合と同様に、OS間でデータをスムーズにやり取りできる
ようになるため、こうした問題を回避することができます。同ソフトウェア
に搭載されている仮想イーサネットポートへは、LabVIEW Real-Time
とWindows XP の 両 方 からアクセ ス でき、WindowsやNI
Measurement & Automation Explorer（MAX）から物理的なネット
ワークインタフェースの構成を行うのと同じ方法で、このポートを再構
成することもできます。また、Real-Time Hypervisorがインストールされ
ているシステム上の仮想シリアルポートからは、LabVIEW Real-Time
のステータス情報やWindowsのデバッグ情報がすぐに確認でき
ます。

コードを変更することなく、アプリケーションを開発
Real-Time HypervisorがインストールされているPXIまたは工業用
コントローラシステムの構成が済んだら、LabVIEWでリアルタイムアプ
リケーションを開発し、そのアプリケーションをNIリアルタイムシステム
やリモートホストで思い通りに実行することができます。ソフトウェアの
インストールと構成は、Real-Time Hypervisorシステムのリアルタイム
部分にMAXからアクセスすることで、簡単に行えます。また、この
システムのWindows側で動作するLabVIEWアプリケーションも
LabVIEW Real-Time側で動作するLabVIEWアプリケーションも、
標準のNIデバイスドライバが利用できるため、ユーザはナショナル
インスツルメンツのI/Oハードウェア全体を利用することができます。

マルチコアハードウェアを有効に利用
Real-Time Hypervisorは、プロセッサコアのグループを各OSに割り
当てることでマルチコアPXIおよび工業用コントローラハードウェアの
メリットを最大限に引き出します。例えば、デュアルコアシステムでは、
片方のコアをLabVIEW Real-Timeに、もう片方のコアをWindows XP
に割り当てます。一方、クアッドコアシステムでは、3つのコアを
LabVIEW Real-Timeに割り当て、マルチコアハードウェアを有効に
利用すると同時に、過酷な測定・制御用途にも十分に対応する処理
能力を確保します。

Real-Time Hypervisorのアーキテクチャと性能についての詳細は、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9405」と入力するとご覧いただけ
ます。

製品情報

図1.最新のReal-Time Hypervisorソフトウェアを使用すれば、
LabVIEW Real-TimeとWindows XPを1つ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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図1. HILシミュレーションシステムは、NI-XNET CANおよび
FlexRayインタフェース、NI欠陥生成スイッチユニット、
リアルタイムテストソフトウェア「NI VeriStand」など、

HILテストを支援する様 な々新しい製品で構成されています。

図2.高性能な新しいNI-XNET CANおよび
FlexRayインタフェースファミリは、PCベースのテストシステムと、
HILテストなどの過酷な用途に使われる組込ネットワークを

連携させるのに最適なソリューションです。

最新の組込ネットワークインタフェースと
欠陥生成ユニットを提供することで、
HILテストシステムの対応範囲を拡張
現在、医療機器、工業用機械、発電システム、自動車、およびその他
の装置には、制御システムが組込まれ、効率の最大化、性能向上、
規制基準の遵守が図られています。しかし、これらの装置の様 な々
部品を並行して設計しなければならないエンジニアがプロトタイプを
利用できなかったり、危険なテストシナリオに直面したりした場合に
は、装置全体の部品チェックが困難または不可能になります。このよう
な問題を解決してくれるのが、HIL（Hardware-in-the-Loop）テスト
システムです。このテストシステムを利用すれば、装置に欠けている
部品の動きをシミュレーションすることで、組込制御システム全体を
テストできます。しかし、こうしたシミュレーションを詳細かつ正確に行う
には、高性能なI/Oが必要になることがよくあります。ナショナルインス
ツルメンツ（NI）は先ごろ、NIのプラットフォームをベースとするHIL
テストシステムのI/O拡張、開発の効率化、性能向上を支援する様々
な製品をリリースしました。その第一弾となったのが、リアルタイム
テストおよびシミュレーションソフトウェア「NI VeriStand」です。

システムの性能向上を実現する新しいインタフェースファミリ
最近では、1つのシステム内に多数の組込デバイスがネットワーク
接続されており、そのデバイスの複雑さも増しています。コントローラ
エリアネットワーク（CAN：Controller Area Network）などの低コスト
の組込ネットワークと数十個の自動車用組込制御ユニットをリンク
させ、制御データを共有するといったことがよく行われます。データ
転送速度が速く、信頼性が高いために、このCANとともに急速に
普及し始めている新しいネットワーク標準としてFlexRayがあります
が、いずれの標準もHILテストエンジニアに新たな問題を突きつけて
います。
最新のNI-XNET CANおよびFlexRayインタフェースファミリは、

CANとFlexRayを採用している組込デバイスのテスト、シミュレー
ション、検証に適した14個のPCIおよびPXIインタフェースで構成され

ています。これらのインタフェースは、組込ネットワークに欠けている
ノードをシミュレーションする際に効果を発揮し、HILテストシステムな
どの高性能システムのメリットを最大限に引き出します。なお、HIL
テストシステムでNI-XNETインタフェースを利用すれば、遅延を大幅
に低減しながらバスデータをオンボードで同時処理し、ネットワーク上
の複数の組込コントローラを正確にシミュレーションすることができ
ます。また、NI-XNETインタフェースには、自動車や航空宇宙などの
業界で一般的に使われている複雑な組込システムから成る複数の
ネットワークを、CANとFlexRayの両方に対応するAPIを利用して
簡単に制御できるというメリットもあります。
効率的なHILテストシステムでは、ネットワークの欠落部分だけで

なく、ソフトウェアとハードウェアの故障状態もシミュレーションできます
が、最新のNI PXI欠陥生成ユニットファミリでは、接地故障やチャン
ネル間短絡などの物理的ハードウェアの故障状態をテスト対象物
（UUT：Unit Under Test）に適用し、UUTがこのような状態の下で
どのような挙動を示すかをテストすることができます。なお、NI-
SWITCHドライバソフトウェアを採用しているこの欠陥生成ユニット
ファミリは、組込制御システムの高出力信号を処理できる特殊な
スイッチトポロジをサポートしています。
ナショナルインスツルメンツでは、これらの新しい製品ファミリに
加え、航空宇宙業界向けのAFDX/ARINC 429/MIL-STD-1553
バスインタフェースモジュール、リアルタイムテストソフトウェア
「NI VeriStand」、Pythonスクリプト言語のサポートを強化したNI
TestStand 4.2など、HILテストを支援する様 な々新製品をリリースして
います。

重要なHILテストシステムの実装にナショナルインスツルメンツ製品が選ばれて
いる理由を知りたい方は、ni.com/hilにアクセスしてください。

製品情報
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スイッチ マスインターコネクト フィクスチャ

図1.これは、このガイドで説明しているステップ2の図です。例として、
自動テストシステムのスイッチング、マスインターコネクト、フィクスチャリングを示してあります。

ラベル

ワイヤタイ

スリーブ

抜け防止

自動テストシステム構築のための
ベストプラクティス
現在の複合デバイスのニーズに対応するには、耐久性と柔軟性に優れたテストシステムを
構築する必要があります。
ナショナルインスツルメンツ（NI）は、業界の専門家と協力し、計測
ニーズの特定、ハードウェアの選択、ソフトウェアの設計、ソフトウェア
定義型の自動テストシステムの構築、同システムの展開の5つの
ステップを解説したベストプラクティスガイドDesigning Automated
Test Systemsを作成しました。本記事では、この5つのステップの
概要と実例を紹介します。なお、本ガイドの日本語訳「自動テスト
システムの設計」は2010年4月に完成する予定です。

ステップ1－計測ニーズの特定
テストエンジニアの多くは、計測ニーズよりも計測器の種類を重視して
ハードウェアを選択していますが、デジタルマルチメータ（DMM）を
使用しなくても、計測を正確に行うことができますし、デバイスを校正
するのに、必ずしも高価なツールが必要になるとは限りません。この
ガイドのステップ1では、自動テストシステムの計測ニーズを特定し、
計測器を経済的に選択するためのベストプラクティスを解説して
います。

ステップ2－ハードウェアの選択
ステップ2では、自動テストシステムを収納するラックの選び方と電力
配分装置の選び方、スイッチフレームワークや相互接続用のソリュー
ション、オリジナルのフィクスチャ（固定具）の設計方法を説明するとと
もに、具体的なアドバイスも紹介しています。例えば、ラックのサイズ
は、大半の計測器が準拠しているエレクトロニクス産業協議会
（EIA）規格に注意して選択すること、ラックに複数の計測器を組込
む場合には十分なスペースと通気性を確保する、などのアドバイス
が紹介されています。

ステップ3－ソフトウェアの設計
ステップ3のセクションでは、拡張性と再利用性に優れたソフトウェア
フレームワークを構築する方法と、コードモジュールを開発するための
ベストプラクティスを紹介しています。例えば、このガイドでは、図を
使用して言葉の壁をなくしたり、簡単に訳すことができる言葉を使用
したりすることによって、コードを簡単にローカライズできるようにする
必要があると説明しています。また、このセクションでは、テスト管理
ソフトウェアの選択、コードのドキュメント化、計測器ドライバパラダ
イムの選択などに関するトピックも掲載しています。

ステップ4－テストシステムの構築
ステップ4では、自動テストシステムを構築する際の注意点を解説
すると同時に、計測エラーを最小限に抑えることができるよう、ケー
ブルの種類と長さに関するアドバイスも行っています。例えば、低電

圧計測用のケーブルの銅線は、熱特
性が悪いため、銀メッキされたもので
なければなりません。また、ケーブル
アセンブリ、ケーブルホース、ワイヤ
ハーネスの摩擦、切断、磨耗を回避
するには、スリービングやワイヤタイを
使用する必要があります。このセク
ションでは、配線の注意点に加え、
システムの接地、ソフトウェアのアクティ
ベーションと使用許諾、テストシステム
のチェック方法についても解説して
います。

テストテクニック

図2.スリーブ、ワイヤタイ、ストレインリリーフは、
テストシステムのケーブルを保護する重要な役割を果たします。

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

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０２３５４　ＮＬ２０１０年春号　進／２‐２７　４色★  2010.03.05 09.32.45  Page 10 

http://www.ni.com/automatedtest/ja/
http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/mi/lang/ja/pg/1/sn/n17:mi,n21:37/redirect/no


+- +-NI PXI‐4071 RKeithley 
SMU

NI 9219
±125 mA～60 VDC
電圧入力モジュール

NI 9219 NI PXI-4071（2年間の校正値）

ゲイン誤差
（ppm）

レンジオフセット
誤差（ppm）

ゲイン誤差
（ppm）

レンジオフセット
誤差（ppm）

125 mV 3,000 120 32 2

60 V 1,000 20 22 0.8

ppm＝百万分の一

表1. NI PXI-4071は、NI 9219と比べて精度が非常に高いという
特長を備えています。

ステップ5－テストシステムの展開
この最後のセクションでは、ソフトウェア定義型の自動テストシステム
を展開する方法のほか、システムを複製する際の様 な々注意点を
解説しています。また、ファイルディレクトリ構造の「展開イメージ」を
作成する方法や、設備に様 な々条件を設定してテストシステムを
実行する方法などに関するトピックも紹介しています。

ソフトウェア定義型の自動テストシステムの構築に役立つ
実践的なガイド
上記の5つのセクションでは、理論だけでなく、繰り返し使える実践的
なベストプラクティスの説明にも力を入れています。理論的なコンセ
プトを実行に移してコスト削減と所要時間の短縮を図る方法につい
て業界屈指のテストエンジニアリングチームが説明を行う際に使用
している具体例も紹介しています。さらに、このガイドでは、ナショナル
インスツルメンツのエンジニアが、NI CompactRIOプラットフォームの
50種類以上のI/Oモジュールをテストするために構築したシステムに
ついても触れています。
なお、ステップ1のセクションでは、計測器の種類ではなく計測
ニーズを重視してハードウェアを選択することがコスト削減につな
がることも説明しています。以下はその抜粋です。

ベストプラクティス：テストエンジニアの多くは、ニーズよりも種類を
重視して計測器を選択しています。このような選択方法はコスト増
につながることが多いため、計測器の種類ではなく計測ニーズに
基づいて計測器を選択すべきです。

実際の事例：ナショナルインスツルメンツのエンジニアは、この
ルールに従ったことで、テストシステムに使われる熱電対
モジュールNI 9219の校正に最適なハードウェアを選択することが
できました。現在、一般的な校正では、50,000ドル以上の高価な
校正器を使用していますが、こうした特殊なテストシステムに使わ
れるNI 9219の校正には、Keithley社のソースメジャーユニット
（SMU）とNI PXI-4071 71/2桁PXI DMMを利用しています。

このようなことが可能なのは、PXI-4071 DMMの精度がNI 9219と
比べて非常に高いからです。なお、他のCompactRIOモジュールの
テストに必須のツールとなっているPXI-4071 DMMを使用して
NI 9219を校正したことで、テストシステムの総コストを大幅に削減
することもできました。

『Designing Automated Test Systems』ガイドのダウンロード
オンラインで提供されているこのガイドは、ソフトウェア定義型の自動
テストシステムの原理を深く理解したい方や、テストエンジニアリング
のベストプラクティスをオリジナルのアプリケーションに取り入れるため
の実践的なノウハウを習得したい方に最適です。是非ご覧ください。

－ナショナルインスツルメンツ 自動テストプロダクトマネジャー
Jaideep Jhangiani

『Designing Automated Test Systems』ガイドは、ni.com/automatedtest/
ja/guides.htmからダウンロードできます。

NI CompactRIOの基準波形アーキテクチャを利用すれば、波形データをFPGA（field-programmable
gate array）からリアルタイムコントローラに簡単にストリーミングすることができます。また、FPGAデータ
の集録に際してタイミングとデータの信頼性の問題が発生しても、FPGAコードを即座に実行し、解決
することができます。関数ブロックを利用してリアルタイムデータ集録アプリケーションを開発したり、
このアプリケーションで集録したデータをNI LabVIEW解析VIに送ったりすることも可能になります。

これまでにない基準波形アーキテクチャ

図3.この図は、電圧入力モジュールNI 9219を校正する回路を示したものです。

CompactRIOの基準波形アーキテクチャについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9406」と入力するとご覧いただけます。
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Wi-Fi
NI Wi‐Fi DAQデバイスは、USB DAQデバイスと
同様、連続波形データをケーブルなしでホストPC
にストリーミングできる機能を備えています。 WSN

NI WSNデバイスは、リモートアプリケーションで
長時間使用できるように開発した信頼性の高い
バッテリ駆動ソリューションです。

Wi-Fi

WSN

ワイヤレスアプリケーションに最適なソリューション
ナショナルインスツルメンツでは、柔軟性向上を実現すると同時に、様 な々新しいアプリケー
ションにかかるコストを削減できる2種類のワイヤレス計測プラットフォーム、すなわちWi-Fiデー
タ集録（DAQ）デバイスとワイヤレスセンサネットワーク（WSN）デバイスを提供しています。
これらのデバイスに備わっている様 な々機能の違いを把握しておけば、ワイヤレスアプリケー
ションを設計する際に役立ちます。

スペシャルフォーカス

通信可能距離

回転機械やオフィスの壁などの物理的な障害物があるためにデータ通信ケーブルを使わない多くのワイヤ

レスアプリケーションには、最大通信可能距離が100 mのNI Wi-Fi DAQデバイスが最適です。ただし、他の

アプリケーションでは、大きな物理的距離が障害になることがあります。このような場合には、各計測データを

300 mまで送信できるNI WSNデバイスを使用するとよいでしょう。なお、複数のNI WSNデバイスを相互に

接続してメッシュネットワークを構築すれば、通信可能距離を900 mまで拡張することもできます。

30～100 m

最大300 m
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Wi-Fi

WSN

スループット

全体のデータスループットは、システムのサンプリングレートとチャンネル数によって決まります。NI Wi-Fi DAQ

デバイスは、加速度などの波形の計測データを最大250 kS／秒でストリーミングできる機能を搭載しています

が、このサンプリングレートでは、トータルのIEEE 802.11g（Wi-Fi）帯域幅（54メガビット／秒）によってチャンネル

数が制限されてしまいます。一方、NI WSNデバイスでは、LabVIEWWSN Module Pioneerを使用すること

で、サンプリングレートを60 S／分（1 S／秒）まで向上させることができるため、IEEE 802.15.4（Zigbee）帯域幅

（250キロビット／秒）でも、チャンネル数が制限されることはありません。

最大250 kS／秒

1 S／秒

バッテリ寿命

ワイヤレスソリューションを選択する際には、バッテリ寿命も考慮すべきです。2～3年のバッテリ寿命を必要と

する場合には、IEEE 802.15.4（Zigbee）準拠のNI WSNデバイスを選択するとよいでしょう。NI WSNゲート

ウェイでは、外部電源が必要になりますが、NI WSNエンドノードは標準の単3電池で数年動作します。一方、

NI Wi-Fi DAQデバイスの多くは、バッテリが1～2日持つものの、外部DC電源が必要になります。なお、アプリ

ケーションによっては、太陽エネルギーなどの代替エネルギー源が適している場合があります。

1～2日

3年

セキュリティ

物理的な方法だけでは、ワイヤレス信号のセキュリティを確保できないため、機密性の高いアプリケーションに

は、高性能なセキュリティソリューションを使用する必要があります。このニーズに対応するのが、NI Wi-Fi

DAQデバイスです。128ビットAES暗号化とIEEE 802.1X認証技術が両翼を担う最高レベルの商用ワイヤ

レスセキュリティ規格「IEEE 802.11i（WPA2 Enterprise）」に準拠しています。一方、NI WSNエンドノードデバ

イスは、データ暗号化機能を備えていませんが、NI WSNゲートウェイでアクセスリストを使用することで、ネット

ワークへのアクセス権限を付与するNI WSNエンドノードデバイスを簡単に管理することができます。

WPA2 Enterprise

Gateway Association

カスタマイズ

アプリケーションによっては、ソリューションをカスタマイズすることで大きなメリットを享受できます。例えば、

LabVIEWWSN Module Pioneerを使用すれば、データのカスタム解析や電力消費の管理、ホストに頼らない

入力信号への反応などができるよう、グラフィカルにプログラミングし、NI WSN上に組込むことができます。

また、複数のNI Wi-Fi DAQデバイスを使用する際には、各デバイスのプログラマブルデジタルトリガラインを

利用し、サンプルクロックのエクスポート／インポートのほか、トリガの開始／停止／参照を行うことで、それぞれの

デバイスを同期させることもできます。

PFIトリガライン

LabVIEWWSN

ナショナルインスツルメンツのワイヤレス計測デバイスの詳細については、ni.com/wirelessをご覧ください。
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世界で最も高性能なレーザーシステムの制御に
威力を発揮するLabVIEWとPXIコントローラ
テキサス大学オースティン校のHigh Intensity Laser Science Group
が推進しているプロジェクト「Texas Petawatt Project」では、1.1PW
（1,000兆ワット）の出力実績を持つ、世界で最も高性能で実用的な
レーザーシステムを構築することに成功しています。
このレーザーシステムは、開発中の他の類似システムと異なり、130
フェムト秒の極めて短いパルスを照射できる機能を備えています。
このシステムを利用すれば、様 な々特殊な高エネルギー密度物理
実験を実施して、粒子融合などの原理を明らかにし、代替エネル
ギーの研究のほか、エネルギーの制御・圧縮を効果的に行えるように
なります。また、次世代の燃料源の可能性を効率的に調査したり、
各種の天体物理現象に伴うプラズマなどの超新星の状態を小
スケールで再現したりすることも
可能になります。
当グループでは、このレー

ザーシステムの動作を包括的に
制御し、さらにレーザー照射前に
人と機械の安全をチェックする
ため、NI LabVIEWソフトウェアと
PXI計測器を利用しています。
その際には、LabVIEWを動作
させてこの制御システムの中核
を担うCPUを、LabVIEWデータ
ロギング／監視制御（DSC：
Data-Logging and Supervisory
Control）モジュールに接続する

と同時に、LabVIEWを共通の通信ソフトウェアとして使用する複数の
フィールドPCとこのモジュールを連携させています。また、これらの
フィールドPCと各種のPXIコントローラは、当グループの全ての計測
器にアクセスし制御する役割を果たしています。
上記のLabVIEW、PXIコントローラ、LabVIEWデータロギング／

監視制御モジュールのほか、LabVIEW Real-Timeモジュール、
LabVIEWのデータサーバおよびWeb機能を当グループが使用して
いる理由は、性能、柔軟性、操作性が優れていることにあります。
また、モーション／ビジョンデバイス、スイッチ、リミッタ、デジタル／アナ
ログデータトレース、トリガなどの装置を含め、レーザーシステムで
使用する数百の様 な々計測器と制御ポイントを容易に管理できる

ことも理由の1つとして挙げられ
ます。

－テキサス大学オースティン校、
Texas Petawatt Project
主任研究者
Dr. Erhard Gaul

高度な物理学用途に対応するNIソリュー
ションの詳 細については、ni.com/
physicsをご覧ください。

『LabVIEW 8プログラミングガイドグラフィ
カル言語によるPCベース計測とデータ解析』
Robert H. Bishop著（著）,
日本ナショナルインスツルメンツ（株）監訳（翻訳）,
尾花健一郎（翻訳）,
アスキーハイエンド書籍編集部（翻訳）

出版社：アスキー・メディアワークス（2008/6/19）
ISBN-10：404867207X

ISBN-13：978-4048672078

本書は、LabVIEWを使ったプログラミング技法について、Robert
H. Bishop博士が基礎から応用まで丁寧に解説したものです。
豊富なサンプルプログラムや演習問題が掲載されており、
LabVIEW初心者にとっても、理解しやすい内容となっています。

Discrete-Time Signal Processing
（第3版）
Alan V. Oppenheim
Ronald W. Schafer

出版社：Prentice Hall
ISBN-13：9780131988422

『Discrete-Time Signal Processing』の第3版では、このテキストの
中から精選された様 な々データを見て聞いて操作することができ
るコンパニオンWebサイトを掲載しています。LabVIEWによる信号
処理シミュレーションであるこの「ライブデータ」を学生が利用すれ
ば、重要なコンセプトを深く理解することができます。

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
「nsi9408」と入力するとご覧いただけます。

アカデミック

最新のテキストブック（入門資料を含む）

（
写
真
提
供
：テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
）

当グループでは、ナショナルインスツルメンツ製品を使用したことで、
世界で最も高性能で実用的なレーザーのチャージ、照射、増幅、

ターゲット設定を正確に制御できるシステムを構築することに成功しています。
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迅速なデータ検索を実現する
LabVIEW DataFinderツールキット
計測アプリケーションには様 な々種類のものがあります。リアルタイム
監視用の簡単なアプリケーションでは、データの集録・解析・表示の
3つの基本的ステップがあれば、大半のニーズを満たすことができ
ますし、データを保存して履歴を記録したり共有する際には、
ロギング／レポート作成アプリケーションが有用です。また、計測を
連続して行ったり繰り返し行ったりする場合には、複数のデータファ
イルのトレンド解析と比較を行うことで、役に立つ情報を発見すること
ができる場合もあります。
NI LabVIEWグラフィカルプログラミングソフトウェアとNI-DAQmx

ドライバソフトウェアを使用すれば、こうした計測アプリケーションを
簡単に開発できますが、個別の計測アプリケーションで集録した
データを相関させることは困難を極めます。そのため、複雑なデータ
ベースや独自のスプレッドシートを利用するユーザが増えています
が、このような方法をとると、効率が低下するだけでなく、本来の計測
よりもツールの管理に時間がかかってしまうことがよくあります。
しかし、新しいLabVIEW DataFinderツールキットを利用すれば、
複数のテストファイルの検索とトレンド解析を共通のソフトウェアで
行い、重要なデータを迅速に見極めることが可能となります。また、
LabVIEW DataFinderツールキットは、スケーリングもメンテナンスも
自身で行えるデータベース「NI DataFinder」と、該当する情報を即座
に返すクエリが作成できる「LabVIEW API」で構成されています。
また、このツールキットを使用すれば、複数のLabVIEWファイルに
保存されているデータのトレンド解析と比較を効率的に行える独自
のデータ管理アプリケーションを開発し、配布することができるため、
他のユーザも、このデータ管理機能のメリットを享受できます。それだ
けでなく、データをNI DIAdemにインポートして解析を迅速に行っ
たり、NI DataFinderを利用してデータを検索したりすることも可能にな
ります。

LabVIEW DataFinderツールキットで時間を節約する方法を説明したビデオを
見たい方は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9410」と
入力するとご覧いただけます。

ARMマイクロコントローラ
対 応NI LabVIEW 2009組
込システム開発モジュール
は、低消費電力タイプの
組込システムを迅速に
開発できる新しい機能を

搭載しています。なお、この最新版のモジュールは、オブジェ
クト指向プログラミング、割り込み設定、フラッシュファイル
システムへの読み込み／書き込み機能をサポートしています。

ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発モジュール
についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
9411」と入力するとご覧いただけます。

動作温度範囲が－40℃から85℃に
拡大した、動作温度拡張タイプの
新しいNI Single-Board RIOデバイス
は、リアルタイムプロセッサ、オン
ボードFPGA（field-programmable
gate array）チップ、アナログ／デジ
タルI/Oを1枚のボードに集約した

ソリューションです。このソリューションには、産業、医療、交通、
航空宇宙用のOEM組込システムに最適な「NI sbRIO-9602
XT」、「 NI sbRIO-9612XT」、「 NI sbRIO-9632XT」、「 NI
sbRIO-9642XT」の4種類のデバイスがあります。

動作温度拡張タイプのNI Single-Board RIOデバイスの仕様は、
ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9412」と入力すると
ご覧いただけます。

製品情報

組込システムソフトウェアの迅速な開発を実現

動作温度範囲が拡大した
新しいNI Single-Board RIOデバイス

新しいLabVIEW DataFinderツールキットを使用すれば、
テストデータの検索とトレンド解析が簡単に行える

独自のデータ管理アプリケーションを開発することができます。
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高度なFPGA機能を利用した確定性に優れた
分散型I/O
ナショナルインスツルメンツは、NI CompactRIO や他の PAC
（Programmable Automation Controller）システムと接続させて確定
性に優れた分散型I/Oシステムを構築できる「NI 9144」拡張シャーシ
を2008年にリリースしました。NI Cシリーズモジュールに対応するこの
8スロットシャーシには、タイミングと同期を正確に維持しながら、リアル
タイムアプリケーションのI/Oを拡張できるというメリットがあります。
また、NI LabVIEW 2009のLabVIEW FPGAモジュールを使用して、
NI 9144拡張シャーシに搭載されているFPGA（field-programmable
gate array）をプログラミングすることで、カスタムトリガリングやインラ
イン処理に対応するインテリジェントな分散デバイスを実現することも
できます。
このFPGA機能が組込まれたNI 9144拡張シャーシは、アプリケー
ションに必要なカスタマイズ性と柔軟性を高めると同時に、応答時間
を短縮し、ホストとやり取りすることなく入力信号に迅速に反応する
ことができます。また、このインテリジェントな分散型I/Oシステムでは、
オンボード解析、カスタムタイミング、信号操作を処理してから結果を
返す仕組みになっているため、コントローラの処理負荷を軽減する
こともできます。
なお、NI CompactRIO、PXI、ナショナルインスツルメンツの工業用

コントローラなど、Ethernetポートを2つ搭載したリアルタイムコントローラ

に接続して利用できるようになったNI 9144シャーシでは、40種類
以上のCシリーズI/OモジュールをCompactRIOスキャンモードで、
また全てのCシリーズモジュールをLabVIEW FPGAモードでプログラ
ミングすることができます。

高度なFPGA機能を利用した確定性に優れた分散型I/O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「nsi9413」と入力すると
ご覧いただけます。

高性能なCompactRIOコントローラ／シャーシ
新製品
NI cRIO-9024（リアルタイムコントローラ）とNI cRIO-9118（再構成
可能組込シャーシ）は、リアルタイムオペレーションを支援する高度な
処理機能と、NI LabVIEW FPGAモジュールのアプリケーションに
対応する十分な容量を備えています。
NI cRIO-9024（リアルタイムコントローラ）は、800 MHz PowerPC

フリースケールプロセッサ、Ethernetポート2つ、Hi-Speed USBポートを
装備したNI CompactRIO対応の高性能なモジュール式コントローラ
です。また、リアルタイムOS「VxWorks」を採用したこのリアルタイム
コントローラは、迅速なアプリケーション開発を支援するCompactRIO

スキャンモードプログラミングインタフェースもサポートしており、前バー
ジョンのNI cRIO-9014コントローラと比べてシングルポイントループ
レートが2.6倍、ファイルI/O速度が4倍、Ethernetスループットが5倍と
いう大幅な性能アップを果たしています。
一方、NI cRIO-9118再構成可能組込シャーシは、ナショナルイン

スツルメンツ製ハードウェアに組込まれているFPGAの中で最も大き
いXilinx社製Virtex-5 LX110 FPGAを搭載しています。このFPGA
のサイズはかなり大きく、しかもその性能も大幅に向上しているため、
他のCompactRIOターゲットと比べて多数のLabVIEW FPGAコード
をコンパイルし、迅速に動作させることができます。なお、LabVIEW
FPGAベンチマークでは、CompactRIOに搭載されている3Mゲート
FPGAの3.6倍の容量であることが判明しています。
CompactRIOは、モーションシステムや閉ループ制御システムなど

の高度な制御アプリケーションに最適なソリューションとして高い評価
を得ていますが、これは、上記の高性能な新しいシステムによるところ
が大きいと言えます。

CompactRIOの新機能についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi9414」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

NI PACに対応する確定性に優れたNI 9144拡張シャーシには、
FPGA機能が搭載されています。

NI CompactRIO対応の高性能なモジュール式コントローラとシャーシは、
処理集中型の高度な制御アプリケーションに最適です。
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高度な解析機能を提供する
NI Sound and Vibration Measurement Suite 2009
最新のNI Sound and Vibration Measurement Suite 2009の登場に
より、NI LabVIEWソフトウェア内で、高速フーリエ変換（FFT：Fast
Fourier Transform）アルゴリズム以上の高度な解析機能が使える
ようになりました。このソフトウェアパッケージは、連続周波数スイープ

アルゴリズムやAES-17対応のオーディオフィルタVIなどの新機能を
搭載しています。このアルゴリズムを使用すれば、周波数応答と
全高調波歪みのテストを従来のスイープ正弦波解析手法の10分の
1の時間で行えるようになるだけでなく、被試験デバイス（DUT：
Device Under Test）の残留信号などの新しい信号を解析し、刺激
信号の干渉を受けることなくDUTの応答を評価することも可能になり
ます。AES-17対応のオーディオフィルタは、クラスDユーザインタ
フェースアンプから出力されるオーディオ信号をテストできる使い
やすいソフトウェアフィルタです。
最 新のSound and Vibration Measurement Suite 2009では、NI

Sound and Vibration Assistant環境のユーザインタフェースを強化
しており、タコメータの設定が容易になったほか、渦電流プローブを
使用して変位計測を行うことも可能となっています。なお、このSound
and Vibration Assistantでは、オーディオフィルタや音質アルゴリズム
のほか、新しい解析ツールが利用できます。
Sound and Vibration Measurement Suite 2009をお求めいただい

たお客様は、標準サポート・保守プログラム（SSP）を1年間無料で
ご利用いただけます。また、SSP契約を毎年更新すれば、引き続き
アップグレードを受けることができます。

Sound and Vibration Measurement Suite の 30 日間限定の評価版を
ダウンロードして評価したい方は、ni.com/trysvをご覧ください。

ナショナルインスツル
メンツのソフトウェアを使っ
て、カメラ、Webカメラ、マイ
クロスコープ、スキャナの

ほか、消費者向け画像製品などの様々なUSBデバイスから
画像が集録できるようになりました。それを実現しているのが
NI-IMAQdxドライバです。Windows OS対応のUSBデバ
イスからの画像集録に対応しているNI-IMAQdxは、NI Vision
Acquisition Softwareドライバパッケージに含まれています。

画像集録を支援する新しいUSBサポートについての詳細は、ni.com/jp/
infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9415」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
では現在、センサからソフト
ウェアまで網羅した加速度計
ベースの包括的な計測

ソリューションを提供しています。PCB Piezotronics社では、
加速度計、3軸加速度計、衝撃ハンマーなど、NI製品に対応
している様々な新しい振動センサを提供しています。機械状態
監視システムやNVH（ノイズ／振動／ハーシュネス）システムに
最適なこれらのセンサは、NIダイナミック信号集録製品と接続
して使用できます。

ご自分のアプリケーションに合ったセンサをお探しの方は、ni.com/jp/
infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi9416」と入力してください。

製品情報

USBカメラを新たにサポート
ナショナルインスツルメンツの加速度計
ソリューションを補完する最新の振動センサ

NI Sound and Vibration Measurement Suite 2009は、
FFTアルゴリズム以上の高度な信号解析機能を提供します。
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HDMIに対応する最新のデジタルビデオ信号テスト用
ソリューション
新しいNI VideoMASTER 3.0ソフトウェアとPXI Expressデジタル
ビデオ信号アナライザを使用すれば、セットトップボックス、Blu-ray
Discプレイヤー、デジタルカメラ、ハイビジョン（HD）テレビなどの最新
のHDMI対応マルチメディアデバイスを簡単にテストすることができ
ます。なお、このソリューションは、NI PXIe-6545（200 MS／秒の高速
デジタルモジュール）、NI PXI-2172デシリアライザ／復号化
モジュール、NI VideoMASTER 3.0ソフトウェアで構成されています。
NI VideoMASTER 3.0ソフトウェアは、完全なビデオ信号テストアプリ

ケーションを開発する上で有効な、構成ベースの使いやすいソフト
ウェア環境であり、HDCP暗号化ビデオ、ディープカラービデオ、フル
HD（最大1080p/60 Hz）ビデオに対応するHDMIデバイスの計測を
支援する様 な々機能を搭載しています。また、NI VideoMASTER
3.0では、スタンドアロンのユーザインタフェースやNI LabVIEW API
のほか、NI TestStandテスト管理ソフトウェアで構成可能なテストス
テップを利用することができます。このテストステップを使用すれば、
アナログ／デジタルビデオ信号を集録してから多数の結果を比較し、
さらに合否レポートを作成するまでの作業を数秒で行い、開発の
効率化と自動テストのコスト削減を図ることができます。
アナログ／デジタルビデオ信号の生成と解析に必要な様々な

ツールをサポートしているNI VideoMASTERソリューションは、セット
トップボックス、LCDデバイス、カメラ、ゲームコンソール、DVDプレイ
ヤーなどのテストに最適な製品と言えます。様 な々新しいデジタルビ
デオ規格が登場しても、NI VideoMASTERとPXIで構成された柔軟
性の高いこのソフトウェア定義型ソリューションによって、これらの要件
を簡単に満たすことができます。

Blu-ray Discプレイヤーのテストに威力を発揮するNI VideoMASTERのデモ
をご覧になりたい方は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
9417」と入力してください。

パワーアンプとプリアンプ
の2つの役割を果たす最新
のNI PXI-5691 RFアンプ
は、出力1 dB圧縮点 が
＋20 dBmの 低 ノ イ ズ
アンプであり、RF信号発

生器と信号アナライザの両方で使用できます。このアンプと
NI PXIe-5663 RFベクトル信号アナライザを組み合わせれ
ば、－163 dBm/Hzまで計測することができます。ナショナル
インスツルメンツでは、RF信号発生器と組み合わせることで
低消費電力タイプのレシーバの感度を計測できる最新のNI
PXI-5695プログラマブルRFアッテネータも提供しています。

上記の製品とその他のRF製品の詳細については、ni.com/rfをご覧くだ
さい。

現在のRFエンジニアは、
ワイヤレスコンポーネントの
テストを迅速かつ正確に
繰り返し行える環境を整え
る必要があります。多くの
場合、このようなコンポー

ネントの計測は複数の帯域で実施し、また計測するたびにRF
構成を変更することもあり、テスト時間が長くなる傾向があり
ます。しかし、RFリストモードを使用できるNI PXIe-5663Eベク
トル信号アナライザとNI PXIe-5673Eベクトル信号発生器で
は、RF構成を迅速かつ確定的に変更して、こうした計測を
スムーズに行い、テスト時間を大幅に短縮することができ
ます。

RFリストモード機能についての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi9418」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

最新のRFアンプ／アッテネータの登場で
ダイナミックレンジが拡大

RFリストモードを使用できる新しいRF計測器

PXI Expressをベースとする新しいデジタルビデオ信号アナライザを
使用すれば、NI TestStandで構成可能なテストステップによって

HDMIビデオ信号の計測を自動化し、簡単にテストすることができます。
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製造

テストシステム
設計

フィジカル
プロトタイプ

バーチャル
プロトタイプ

制御系設計

組込設計

電気的設計

機械設計

システム
仕様

バーチャルプロトタイピングでマシン設計の効率化を実現

ナショナルインスツルメンツでは、NI LabVIEWソフトウェアとDS
SolidWorks社の3D CAD設計ツールをシームレスに連携させること
によってメカトロニクス設計ツールの問題点をカバーするLabVIEW
2009 NI SoftMotionモジュールを提供しています。

このモジュールを導入すれば、物理
プロトタイプを作成する前に制御アルゴ
リズムやモーションプロファイルを作成
してSolidWorks 3D CADモデル上で
実装し、シミュレーションを行える環境を
構築することができます。また、こうした
モーションの軌跡をリアルに再現して
機械システムの動的挙動をシミュレー
ションし、設計の動的性能を解析する
ことも可能になります。これにより、物理
プロトタイプを削減してマシン設計プロ
セスの効率化を図ることができるため、
物理的なパーツにストレスをかけること
なく設計の検証と最適化に集中して取り
組めるようになります。また、機構／制御
設計に有効な並列設計プロセスも実現
することもできます。

バーチャルプロトタイピングコミュニティに参加したい方は、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi9423」と入力してください。

LabVIEWのプロダクトマーケティングを担当しているエン
ジニアが、LabVIEWに関連したお役立ち情報を定期的に
ご紹介していきます。開始したばかりのこのブログ、記事数は
まだ少ないのですが、これから様 な々情報を発信していきます
ので、覗いてみてください。
http://decibel.ni.com/content/blogs/nagano

テクノロジアウトルック

LabVIEWブログ始まりました

バーチャルプロトタイピングツールを使用すれば、並列設計プロセスを実現できるだけでなく、
物理プロトタイプを削減することも可能になります。
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2009 Graphical System Design Achievement
Award受賞作品紹介
Green Engineering/Application of the Year Award
技術革新をリードするFord社で使用されているNIツール

課題
内燃機関を利用した従来のパワートレインと比べて採算性が高い
設計の実現を目指して、自動車用燃料電池システム（FCS）の
電子制御ユニット（ECU）を効率的に開発する。

ソリューション
NI LabVIEW Real-Timeモジュール、LabVIEW FPGAモジュール、
NI CompactRIOコントローラを使用して、燃料電池システムの
リアルタイム組込制御システムの設計と実装を行い、さらにこの
システムを、リアルタイムPXIシャーシに実装したHIL（hardware-
in-the-loop）システムとLabVIEWで検証した。

Ford Motor社は1992年以降、燃料電池システムの研究開発に取り
組んでおり、最近では、革新的な燃料電池システムを設計すると
同時に、プロトタイプを迅速に作成して新しい制御システムを開発
しました。この燃料制御ユニットのプロトタイプを迅速に作成できたの
は、CompactRIOを利用したことで、電子制御ユニットのI/O回路を
インタフェースの変更に合わせて修正する作業が不要になったから
です。また、CompactRIOのおかげで、設計変更に迅速に対応できる
ようになったほか、新しいセンサとアクチュエータの実験を実施して、
斬新な設計を実現することもできました。
このCompactRIOコントローラに電子制御ユニットを接続して検証

した際には、NI PXI-8186コントローラで構成したHILシステムと、コン
トローラエリアネットワーク（CAN：Controller Area Network）などの
関連するPXIおよびSCXI I/OカードをNI PXI-1010コンビネーション
PXI/SCXIシャーシに装着しました。また、LabVIEW Real-Timeを
使用して実装したこのHILシステムには、入力信号を電子制御

ユニットに手動・自動で送ってから、CompactRIOのI/Oモジュール
からのフィードバックをモニタ上に表示させ、このユニットの動作を
チェックできるグラフィカルユーザインタフェースも実装しました。この
ような適切なHILシステムを構築したことが功を奏し、CompactRIOで
実際の燃料電池システムプラントの制御を開始したあとに、この制御
ユニットに大きな変更を加える必要がありませんでした。
また、リアルタイム性に必要な確定性を確保するため、LabVIEW
Real-Timeモジュールを使用し、選択したコントローラを商用のリアル
タイムオペレーティングシステム（RTOS）で動作させました。パフォー
マンスを向上させるために、NI cRIO-9012組込リアルタイムコントロー
ラにアップグレードした際には、このモジュールがRTOSをPharlap
RTOSからVxWorks RTOSに自動的に切り換えてくれました。なお、
時間計測上の問題の解決に大きく貢献したのはNI Real-Time
Execution Traceツールキットであり、このツールを使用したことで、
リアルタイム組込コードの中で正常に機能していなかった部分を
特定して、このコードを最適化し、リアルタイム性の向上を図ることが
できました。
当社が全ての燃料電池電気自動車の様 な々部品を開発すると

同時に、自動車の燃料電池システムのリアルタイム組込制御シス
テムを適切に設計し実装することができるのは、当社と長いお付き
合いのあるナショナルインスツルメンツ社が提供しているLabVIEW
のおかげです。

－Ford Motor社
Kurt D. Osborne氏

25カ国以上の国から高レベルの187作品が寄せられた今年の第2回Graphical System Design Achievement Awardでは、10種類のアプリ
ケーションカテゴリで優秀作品と最優秀作品が決定するとともに、Green Engineering Award、Humanitarian Award、Multicore Awardの
授与が行われました。なお、最優秀作品の中には、Application of the Year AwardやEditor's Choice Awardを獲得した作品もあります。日本
からの応募作品「核四重極共鳴（NQR）を用いた爆薬検知装置の開発」（海上技術安全研究所 近内亜紀子氏）が通信／無線部門の
部門賞を獲得したのは過去のニュースレターでもご紹介したとおりです。

2009年度の最優秀作品についての詳細を知りたい方や2010年度Graphical System Design Achievement Awardに応募したい方は、ni.com/gsdawardsにアクセスしてください。

ユーザ事例

世界中から寄せられた応募作品の中から最優秀賞を選出するGraphical System Design Achievement Award
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Editor's Choice Award
デュアルロボットシステムを制御し、脳卒中患者の上肢の運動療法を支援

課題
腕に障害を持つ患者が自分の腕を調整
しながら動かすことによって、運動療法を
安全に行うことができるリハビリシステム
を開発する。

ソリューション
ユーザインタフェースとやり取りし、患者の
腕の動きを調整してサポートする2台の
カスタムロボットに最適なリアルタイム
制御システムを、LabVIEWを使用して
開発した。

Multicore Award
LabVIEWとPXIを使用して超小型無人機（MAV：Micro Air Vehicle）のリアルタイム飛行制御システムのテストベッドを開発

課題
自律型MAVの飛行制御システムを迅速
に開発する上で必要なモジュール式テス
トベッドを、リアルタイムモーションキャプ
チャシステムを使用して構築する。

ソリューション
PXIマシン上で動作し、モーションキャプチャ
データの処理、MAVのフィードバック制御
の実行、アクチュエータコマンドの送信を
行うアプリケーションを、LabVIEW Real-
Timeモジュールを利用して開発した。

Humanitarian Award
未熟児が口から食べ物をうまく摂取できるようにするための装置をグラフィカルシステム設計ツールで開発

課題
呼吸しながら食べ物をすすって飲み込む
ことが困難な未熟児が口から食べ物をう
まく摂取できるようにするための装置を開
発する。

ソリューション
未熟児が口から食べ物をうまく摂取できる
ようにするとともに、未熟児の摂取能力を
正確に評価する必要がある医師や看護
婦を支援する装置を開発した。

「モジュール性の高いLabVIEW環境は、デュアルロボットシステムのプロトタイピングと
開発を行っている当大学にとって理想的なソリューションと言えます。」

－リーズ大学
Martin Levesley氏

「LabVIEWとNI PXIハードウェアを使用したことで、2人の開発者が
2台のMAVをダイナミックかつ完全に制御することができました。」

－テキサス大学アーリントン校Automation and Robotics Research Institute
Christopher McMurrough氏

「LabVIEWとCompactRIOを使用したおかげで、開発コストを25万ドル削減できた
だけでなく、開発期間を4ヶ月から4週間に短縮することもできました。

また、制御ソフトウェアやドライバを独自に開発する必要がなくなりました。」

－KC BioMedix社
Daryl Farr氏
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「並列化確率共振ユニットを用いた
リアルタイム信号検出・解析システムの開発」

図1：（a）SRユニットに微弱信号とノイズを加えたときのタイムチャート。（b）SRユニット
のSNRのノイズ強度依存性。釣り鐘型の曲線はSRに特徴的なものである。

アプリケーションコンテスト2009結果発表
一般部門では52作品、学生部門では42作品の中から、特に技術・コスト・革新性等の面で優れていると判断された作品を最優秀賞／優秀賞に
選定いたしました。受賞作品は、ni.com/jp/apconからご覧いただけるほか、今号・次号のニュースレター内で紹介していきます。なお、一般部門の
最優秀賞作品は、2010年8月に米テキサス州オースティンで開催されるNI主催のテクニカルイベント「NIWeek」のGraphical System Design
Awardに出品される予定です。

一般部門
最優秀賞
大阪大学 産業科学研究所
堀田 育志氏
「並列化確率共振ユニットを用いたリアルタイム信号検出・解析シス
テムの開発」

優秀賞
株式会社スパンドニクス 開発部
富川 茂夫氏
「PXIシステムとDCテスタによる高速で低価格なACデバイステスト
システムの開発」

学生部門
最優秀賞
東北大学 理学研究科
川上 洋平氏
「可変鏡を用いた極短光パルスの自動圧縮システム」

優秀賞
大阪大学大学院 工学研究科機械工学専攻高谷研究室
道畑 正岐氏
「ナノ／マイクロ形状のための座標測定システム」

審査員講評
今年のアプリケーションコンテストは応募者の数の増加と質の向上が著しく、選考は難航を極めました。これまでは既存のシステムをPXIや
LabVIEWで置き換え、単純に自動化したり、実行時間を短縮したりする作品も多かったのですが、今年は既存のアーキテクチャでは実現
できないイノベーティブなシステムが目立ったのが印象的です。数多くの素晴らしい作品をご応募頂いたことに、ここで改めて応募者の
皆様に感謝いたします。

一般部門
最優秀賞
大阪大学 産業科学研究所
堀田 育志氏

1.背景
確率共振（Stochastic Resonance：SR）は、ニューロンのような非線形
閾値型の信号伝達システムに閾値以下の微弱な信号とノイズが入力
されたとき、それらが確率的に共振することによって閾値を超えて出力に
伝達される現象である。通常、ノイズはシステムの信号伝達を阻害する
が、SR現象を伴うシステムでは適度な強度のノイズがあるときのほうが
出力の信号／ノイズ比（SNR）が向上する。
この原理を利用すると、ノイズを利用して微弱信号を検出することが
できる。図1（a）は、入力が閾値を超えるとパルス発火するような1個の非線
形閾値ユニットに微弱な信号とノイズを加えたときのタイムチャートを示して
いる。入力が微弱信号のみのときは閾値を超えないのでパルス発火が
起こらないが、この状態にノイズを加えると信号が確率的に閾値を超えて
パルス発火が起こり（図中矢印の部分）、入力の情報が出力側に伝達
される。信号が閾値を超える確率はノイズの強度が大きいほど高くなるが、
ノイズ強度が大きすぎると出力が乱される。そのため、SNRはノイズ強度の
変化に対して図1（b、並列数：1ユニット）に示すような釣り鐘型の曲線と
なる。これを信号検出に使う場合、高いSNRを得るためにノイズ強度を
チューニングする必要があり、実用には不向きであった。
一方、SR現象が起こる非線形閾値ユニットをSRユニットと定義し、これ

を並列化することにより広範囲の強度のノイズでSNRを向上できることが
Collins et al［Nature 367, 236（1995）］の計算機シミュレーションを用いた
解析的な研究により示されている。［図1（b、並列数：100ユニット）］この
結果は、SR現象の工学的有用性を示しており、例えば信号検出システム
に応用すると、ノイズ強度のチューニングを必要とせずSR現象を利用する
ことができる。
実際に並列化SRユニットを信号処理に適用する場合、多数のユニット

でリアルタイム処理が要求される。そこで、今回提案するシステムを用いて
並列化SRユニットを用いた信号検出・解析システムの開発行い、微弱
音声信号の検出と入出力信号相関の解析をリアルタイムで行うことを
目指した。

アプリケーションコンテスト一般部門
最優秀賞受賞作品
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図2：左図は、本システムのブロック図。赤い四角で囲まれる部分がSRユニット単体。
nはユニット番号、σは平均化を表す。並列化SRユニット部はFPGAにより独立に動作し、
微弱信号の検出を行う。ホストは、SRユニットのパラメータ制御、信号発生器の制御、
データ収集、信号解析を行う。右図は、システムセットアップの写真を示す。

2.課題
並列化SRユニットシステムでは、並列のユニット数が多いほど広範囲の

ノイズ強度に対してSNRが向上する。このため、並列化SRの原理を信号
処理に適用する場合には数十個以上のSRユニットをリアルタイムで並列
に動作させることが課題となる。
計算機の処理では、SRユニットの数が多くなると処理速度が低下する

ため、数十個以上のユニットを並列動作させて高速に信号処理をすること
が難しい。アナログ電子回路のSRユニットを用いる方法では、ユニットの
並列処理は可能であるが、多数のSRユニット回路を実際の並列ユニット
数だけ作製する必要があり、時間及び費用の面でコストがかかる。その
上、システムの改良には全ての回路を作り直す必要があり、また各ユニット
に供給する無相関ノイズをユニット数チャネル分用意することも困難で
あった。
課題解決には、プログラム的にシステムの構成ができ、アナログ電子
回路のように並列動作し、且つ多チャンネルのノイズを供給できるシステム
が必要であった。

3.ソリューション
3-1.システム構成
課題を解決するため、PXIシャーシ「NI PXI-1042Q」をベースに再構成
可能（FPGA）マルチファンクションDAQ「NI PXI-7852R」とPXIコントローラ
「NI PXI-8106」を組み合わせたシステムを導入した。ソフトウェアには、
LabVIEW 8.6とLabVIEW FPGAモジュールを用いた。FPGAでは、内部
クロックにより各SRユニットのプログラムブロックを並列動作させることが
できる。FPGAのビットファイルの作成には、LabVIEW同様にグラフィカル
プログラミングが利用できるため、短時間でシステムの開発と改良が可能
になる。このような理由から、上記組み合わせのシステムが課題解決に
最適であると判断した。
本システムのブロック図を図2に示す。FPGAマルチファンクションDAQの

アナログ入力（AI）から入力された信号をFPGA内で並列SRユニット処理
し、ホストを介さずにアナログ出力（AO）から出力することにより可聴帯の
周波数領域でリアルタイムに信号処理できるシステムを目指した。
各ユニットには、FPGAのノイズジェネレータにより発生させた無相関ノイズ
を入力している。DAQのAIには、SRユニットの閾値以下の微弱音声信号
が入力され、AOに接続されたヘッドフォンで直接音声の再現性を確認す
ることができるシステム構成になっている。

FPGAターゲットのフロントパネルを図3に示す。実装では、16個のSR
ユニットを1組とし、それらが6組で計96ユニットが配置されており、SR
ユニットのパラメータは、各組ごとに設定可能になっている。
ホストVIのフロントパネルを図4に示す。ニューロンユニットのパラメータ

は、スライダにより直感的に操作でき、またシーケンス制御による自動計測に

より実験の効率化が図られている。入力パラメータとしては、ノイズ強度、
ニューロンの閾値、並列化SRユニットの数、出力レベル調整が制御可能と
なっている。入出力信号は、DMAデータ転送によりホストに取り込まれて
グラフ化され、波形がリアルタイムに確認できる。更に、入出力の信号間の
相関をノイズ強度に対してリアルタイムに解析できるため、解析時間を
短縮できる。入出力の波形は最高750kS/Secのサンプリングレートで記録
でき、事後の解析にも対応できるようになっている。

3-2.結果
本システムを用いることで、96個のSRユニットの並列化とFPGAのノイズ

ジェネレータにより96チャネル分の無相関ノイズを供給することが可能に
なった。また、システム改良にかかる時間が大幅に短縮された。これまでの
アナログ電子回路のシステムでは4素子の改良に10時間以上を要して
いたが、本システムでは、96ユニットの改良にかかる時間は僅か数十分
程度と大幅に短縮され、研究のスループット向上が図られた。
周波数が20Hz～20kHzで振幅が閾値以下のsin信号をシステム入力

して解析を行った結果、可聴帯域の信号をリアルタイムで検出できること
が確認され、また音楽のような非周期信号の検出にも利用できることが
分かった。SRユニットを並列化するメリットである様 な々ノイズ強度での
SNR向上の効果が明確に観測され、今回のシステム開発時の課題を
全て解決することができた。
今回は、NI PXI-7852Rをリアルタイム性が要求される並列化SRユニット

による信号検出・解析システムに利用することを提案した。本システムは、
音声信号の他にもセンサ信号を検出するシステムなどに応用することが
できる。また、上位のNI PXI-7854Rを用いたりボードを増設したりすることで
更なるSRユニット数の増加を行うことができ、ユニット数を増やした高度な
研究にも対応できるシステムで構成となった。

図3：FPGAターゲットのフロントパネル。各SRユニットの発火状態はLEDによって確認
できる。動作中はこれらが点滅し、さながら昔の映画に登場した人工知能コンピュータを
彷彿させる。

図4：ホストプログラムのフロントパネル。ニューロンユニットのパラメータは、スライダによ
り直感的に操作できる。特にノイズ強度のスライダは、入出力信号の相互相関解析グラ
フのノイズ強度軸に対応づけられて配置されており、ノイズ強度に対する信号復元が直
感的に判断できる。
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「PXIシステムとDCテスタによる高速で
低価格なACデバイステストシステムの開発」

図1.テストシステム構成

優秀賞
株式会社スパンドニクス 開発部
富川茂夫氏

1.背景
ビデオ、オーディオ機器などの製品に多くのACデバイスが使用されて
いるが、これらの製品は国内、海外メーカの価格競争が激しく、デバイス
メーカは製品メーカからデバイスのコストダウン要求を受けている。デバイス
の量産時のコストは、テスタの導入コスト、テスト時間、歩留まり率などの
要素から構成されている。一般的にACデバイスのテストは高価なミックス
ドデバイステスタが必要となるため、テスタの導入コストによるデバイス
コストの上昇がデバイスメーカに負担となっており、デバイスメーカから低価
格なACデバイステスタが要求されている。そこでオーディオからRF帯域
まで様 な々AC試験のアプリケーションに対応可能なナショナルインスツル
メンツ社（以下NI社と省略）のPXIシステムとDC電源のバリエーション豊富
な弊社テスタSX-3000シリーズを同期動作させた高速で低価格なAC
デバイステストシステムを開発する。

2.課題
通常、被測定デバイスのテストに必要な機能をテスタが持っていない
場合、テスタに単体の外部測定器を接続し、テスタと単体の外部測定器
とを同期させて被測定デバイスのテストを行うことにより、テスタに不足して
いる機能を単体の外部測定器で補ってテストを行っている。しかし、単体
の外部測定器に一般的に付属しているGPIB（General Purpose Interface
Bus）インターフェースのデータ転送速度は1MB／秒と低速であるため、
データ転送時間によるテスト時間の増加が問題となることが多い。PXIシス
テムは単体の外部測定器と同等の機能・性能を持った様 な々モジュール
が存在しており、データ転送速度は132MB／秒と高速である。しかしこれ
までテスタがPXIシステムを制御する方法がなく、テスタとPXIシステムを
同期動作させたテストを行うことができなかった。

3.ソリューション
3-1.システム構成
NI社のPXIシステムと弊社テスタSX-3000シリーズを使用し、図1に示す

ようなテストシステムを構築する。図2は実際のテストシステムの外観で
ある。操作用PC上にあるテスタ専用ソフトウェアでACデバイスのDCテスト
とPXI I/FとDIO間の通信を含んだテストプログラムを作成する。テストプロ
グラムは、操作用PCにて測定用PCが受け取ることができる形式にコン
パイルされ、測定用PCにLAN経由で送られる。また、操作用PC上にある
LabVIEWにてACデバイスのACテストとPXI I/FとDIO間の通信を含んだ
テストプログラムを作成する。テストの開始は、操作用PCから測定用PCに
テスト開始信号をLAN経由で送り、測定用PCはテストを開始する。DCテス
トは、測定用PCがテスタバスを経由してSX-3000のONVI、CBIT等の資源
モジュールを制御し実行する。ACテストは、測定用PCがテスタバスを経由
してSX-3000のPXI I/FからPXIシステムのDIOにトリガ、テストNoを送り、
操作用PCはPXIバスを経由してPXIシステムのデジタイザ、AWG等の
資源モジュールを制御し、テストNoに対応したACテストを実行する。AC
テスト終了後、操作用PCはテスト終了信号とテスト結果のデータをPXIシス
テムのDIOからSX-3000のPXI I/Fに送る。（ここで、PXIシステムのDIOから
SX-3000のPXI I/Fに送られるデータは、PXIシステムのデジタイザ等で取
得した生データではなく、操作用PC上にあるLabVIEWによって生データを
演算処理した後の結果データである。）全テストが終了すると、測定用PC

は測定終了信号と結果データをLAN経由で操作用PCに送り、操作用PC
は結果データの合否判定、結果データの統計解析処理を行う。
テストプログラムは、ACテストとDCテストの2つのプログラムを作成する
必要があるが、ACテストで使用するLabVIEWは理解しやすいデータ
フロー型の言語であるため、短期間でテストプログラムの作成が可能で
ある。また、DCテストで使用するテスタ専用プログラムは、弊社の従来
テスタから採用されている言語であるため、顧客が過去に作成したDC
テストのプログラムにACテスト（PXI I/FとDIO間の通信）部分を追加して
プログラムを再利用が可能である。
図3に実際のデバイス（ビデオアンプ）のテスト例を示す。弊社テスタ
専用ソフトウェアの試験プログラムをブレークポイントで止め、デバイスに
印加するDC電圧や入出力等を固定した状態で（図3の右側）、NI社の
LabVIEWを使用してPXIシステムの信号発生器からAC信号をデバイス
に入力し、信号発生器の周波数を掃引し各周波数ポイントにおけるデバ
イスの出力をデジタイザに取り込み、FFT処理によってレベル測定を行った
（図3の左側）。
表1はPXIシステムの資源モジュールの型名、機能、用途を示している。
PXI-4461（信号収録／発生）はオーディオデバイス、PXI-5422（AWG）と
PXI-5122（デジタイザ）はビデオデバイス、PXI-5650（RF SG）とPXI-5152
（デジタイザ）はRFデバイスのACテストを想定している。NI社から非常に
多くの種類のPXI規格の資源モジュールが供給されており、表1以外の
機能の資源モジュールが必要な場合も対応することができる。
表2はSX-3000シリーズの資源モジュールの型名、機能、用途を示して

いる。ONVIは低電圧で小電流のデバイス、QNVIは低電圧で中電流の
デバイス、DHVIは高電圧のデバイス、SPVIとDPVIは大電流のデバイス、
SUHVは超高電圧のデバイスのDCテストを想定している。また、TMRは
時間測定が必要なデバイス、CBITはデバイスが搭載されたテストボード
上の入出力切換え用のリレーのコントロール等を想定している。弊社は
多種類のDC電源の資源モジュールを供給しており、デバイスのテストに
最適な資源モジュールでテスタを構成することができる。

アプリケーションコンテスト一般部門
優秀賞受賞作品
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操作用PC PXIシステム

図2.テストシステム外観

被測定デバイス

SX-3000シリーズテスタ

図3.デバイスのテスト例

テスタの試験プログラムと
試験結果

ビデオアンプ周波数特性（上：時間波形,
中：FFT波形,下：周波数特性）

ブレーク
ポイント

表1. PXIシステムモジュール

表2. SX-3000シリーズモジュール

図4.ビデオアンプのテストのアプリケーション例

図5.オーディオアンプのテストのアプリケーション例

3-2.結果
図4と図5にこれまでに顧客に提案したビデオアンプとオーディオアンプ

のテストのアプリケーション例を示す。どちらのアプリケーションとも他社製の
ミックスドデバイステスタに比較して、テスト時間は30％以上高速であり、
システムコストは70％以下の価格で提案することができた。顧客から
好評価を得ており、顧客の次期テスタの導入候補となっている。
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Japan Readyプロジェクト中間報告
ナショナルインスツルメンツでは、日本のお客様により適したソリュー
ションを提供することを目的とし、2008年に「Japan Readyプロジェ
クト」を本格稼働いたしました。当初、1）製品の日本語化 2）
サポート体制の強化 3）販売・サポート拠点の拡張 4）パートナー
企業との連携強化の4項目を目標として挙げておりましたが、今回は
1）と2）につき、進捗状況を再度報告させていただきます。3）販売・
サポート拠点の拡張、4）パートナー企業との連携強化につきまして
は、2008年から2009年にかけて、名古屋営業所の開設、各エリアの
営業所開設、システム事業部／プロダクト事業部の新設等を実施
したこと、複数のパートナー企業と協力して様 な々ソリューションを
提供することができたことなどから、当初の目標に近づけているもの
と自負しております。

1）製品の日本語化
昨年の中間報告後、新たに以下の製品が日本語化されました。
これにより、製品の日本語化においては、Japan Readyプロジェクト
発足当初の目標を達成することができました。

【ソフトウェア製品】LabVIEW Real-Timeモ ジュール、LabVIEW
FPGAモジュール、RFツールキット（スペクトル
計測ツールキット、モジュレーションツールキット）

【 サ ー ビ ス 】NI-HSDIO、NI-RFSA、NI-RFSG、お よ びNI-
RIOドライバ

【 マニュアル 】計測ハードウェア（CシリーズDAQ、Mシリーズ
DAQ、RシリーズDAQ、XシリーズDAQなど）用
ドキュメント

これまでに日本語化された製品につきましては、今後も日本語版を
継続してリリースする予定です。

2）サポート体制の強化
北日本、中部日本を担当する営業所を開設したことで、お客様に
より近い場所で柔軟なサポートの提供が可能となってきていますが、
NIではさらなるサポート体制強化を目的に、通菱テクニカ株式会社と
の協業体制を強化いたしました。
校正サービスパートナーとしてこれまでもお世話になっている通菱

テクニカ株式会社は、計量法第143条（計量法校正事業者登録
制度：JCSS）に基づく校正事業者としてNITE（製品評価技術基盤
機構）より認定を受けました（2009年9月）。これに伴い、同年11月より
一新したNIの3種類の校正サービス（試験成績書なし、試験成績
書付、ISO 17025認定施設）のうち、もっとも高い品質基準を満たす
ISO 17025認定施設による校正サービスが日本国内で行えるように
なりました。

*Japan Readyプロジェクトとは
日本NIの顧客満足度向上を目的とするプロジェクトで、LabVIEW
Days 2007にて発表されました。1）製品の日本語化 2）サポート
体制の強化 3）販売・サポート拠点の拡張 4）パートナー企業との
連携強化 という4つの目標に対し、それぞれ 1）専任チームの
結成、2）アプリケーション分野に特化したエンジニアの増員と関東
以外の地域へのアプリケーションエンジニアの配備、3）支社の
開設、4）パートナー企業との新規提携などの方法で実現を図ろうと
いう取り組みです。

◇20万円以下のおすすめUSBポータブル計測のご案内
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/web/all/DDA23FDF
71969385492573D1000DDC32

◇HIL（Hardware-in-the-Lop）リソースキットのダウンロード
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekithil/content.xhtml

◇NIアカデミック導入事例集
https : / / lumen .ni . com /nicif / ja / academicsolutions / content .
xhtml

◇論文「組み込みセンサモニタリングシステムの開発」のダウンロード
https://lumen.ni.com/nicif/ja/infoembdsensor/content.xhtml

◇ものづくりの現場に革新を
Tech-On！に掲載されたNIエンジニアのインタビュー記事をPDFで提供
しています。
（1）「シミュレーションを利用したフラットパネル・ディスプレイ開発」

（2）「実機適合の自動化における組み込み開発の効率化」
（3）「非接触の非破壊検査システムの開発」
（4）「無線受信機の開発を加速するRF記録／再生システム」
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/web/all/6BB910EF78
E64A3D8625760B0000C8BB

◇カスタマートレーニングコースに休日コースとオンラインコースが登場
休日コースは、一日で完結する充実した受講内容を特長としております。
LabVIEWの試験対策コースと基礎的なコースの2種類をご用意して
います。
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/204702

オンラインコースは、インターネットを通じてNI講師がライブで授業を行い
ます（半日開催）。LabVIEW実践集中コース1, 2（LabVIEW初級I,�コース
の新名称）のみ開催しております。
http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/jpysb7?OpenDocument&
node=208343_JA

NIからのお知らせ

NI からの耳寄り情報
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新製品情報 2009年12月～2010年2月
◆半導体テストに対応したモジュール式計測器新パッケージ
「NI PXI Semiconductor Suite」
PMCやRFIC、MEMSなど半導体デバイスの評価、検証、製造テストに使用
されていたソリューション（従来型の箱型計測器や自動テスト装置（ATE）
など）よりもスループットが高く、柔軟性にも優れ、開発にかかる時間も短く抑える
ことが可能

�高速デジタル波形発生器／アナライザ「NI PXIe-
6544/6545/6547/6548」
‐最大クロックレート100/200 MHz（ダブルデータ
レート時は最大200/400 Mbps）
‐32個のチャンネルにおいて、チャンネルごとの方向
制御をソフトウェアで設定できる（PXIe-6547/6548
では24のチャンネルでサイクルごとの方向制御が
行える）

‐電圧範囲：1.2 V～3.3 V
‐リアルタイムハードウェア比較：最高200 MHz
‐標準データストリーミング速度：660 MB／秒（集録時）、400 MB／秒（生成時）
‐DDSベースの高分解能クロックなどの高度なタイミング機能を搭載
‐ナノ秒未満での複数デバイスの同期が可能

�高精度SMU「NI PXI-4132」
‐±100 V、最大2Wの4象限出力
‐10 μAレンジで、10 pA計測分解能
‐最大1 kHzのレートで、100 pAより優れた通常感度
‐リモート（4線式）センス
‐外部ガード端子
‐オンボードハードウェアシーケンスエンジンおよびPXIトリガ機能

�高速デジタル信号挿入スイッチ「NI PXI-2515/NI PXIe-2515」
‐最大クロックレート200 MHzの信号に対応する35本の高帯域デジタルI/O
パススルーライン

‐BNCコネクタと2つの信号挿入バスでデジタルラインに接続
‐DCパラメトリックテストにSMUを挿入する、あるいは過渡計測にデジタ
イザを挿入する
‐挿入バスで通常50 MHzの帯域幅
‐全てのシングルエンドNI高速デジタルI/O（HSDIO）製品に対応

�RFベクトル信号アナライザ／発生器「NI PXIe-5663E/NI PXIe-5673E」
6.6 GHzベクトル信号アナライザ「NI PXIe-5663E」
‐周波数範囲：10 MHz～6.6 GHz
‐50 MHz瞬時帯域幅（3 dB）
‐80 dBのスプリアスフリーダイナミックレンジ（SFDR）（代表値）
‐－158 dBm/Hz未満のノイズフロア（1 GHz時、代表値）
‐RFリストモードを使用して高速で確定性に優れた構成変更が可能
6.6 GHzベクトル信号発生器「NI PXIe-5673E」
‐周波数範囲：85 MHz～6.6 GHz
‐100 MHzを超えるRF帯域幅
‐最大＋10 dBmのRFパワー
‐－112 dBc/Hz位相ノイズ（オフセット10 kHz、搬送波1 GHz）
‐RFリストモードを使用して高速で確定性に優れた構成変更が可能

◆ビデオテスト用パッケージ「NI VideoMASTER 3.0」
検証と製造テストを行うための汎用ビデオ信号解析・生成テストパッケージ

�ビデオ信号解析用ソフトウェア「NI VideoMASTER」
‐コンポジットビデオやSビデオ、コンポーネントビデオな
どのアナログビデオインタフェースのサポートも強化
‐LabVIEWとNI TestStand（テスト管理ソフトウェア）に
も対応
‐HDMI/DVI 信 号（HDCP 認 証）解 析 用 の PXI
Expressデジタルビデオアナライザ

‐HDMI（High-Definition Multimedia Interface）端子を備えたマルチ
メディアデバイスのテストが行える
‐最大1080p/60 HzまでのフルHDの解像度でHDMIの解析が可能
‐HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）認証に対応
‐36ビット／ピクセルまでの色深度にも対応
‐160種類以上の自動ビデオ計測項目を用意
‐セットトップボックスやBlu-rayプレイヤー、ビデオレコーダなどのHDMI
端子を備えたマルチメディアデバイスを自動でテストすることが可能

◆HILシミュレーション用プラットフォームを拡張
リアルタイムでのテスト／シミュレーション用ソフトウェア「NI VeriStand」、Python
スクリプトにも対応している自動テスト管理環境「NI TestStand 4.2」、HILアプリ
ケーション用に最適化された高性能なCAN/FlexRayバスインタフェース「NI-
XNET」、航空宇宙分野向けアビオニクスバスインタフェース「ARINC 429」
「MIL-STD-1553」「AFDX（ARINC 663）」、低コスト／高性能なリアルタイム
プロセッサカード、I/Oインタフェースなどを含む。

◆SPDIFデジタルオーディオ信号の検査・制御テスト用パッケージ
「NI AudioMASTER 6.1」

‐アナログ／デジタルオーディオ信号の検査・製造テスト
用のソフトウェアとハードウェア製品のパッケージ製品
‐これまでハイエンドのオーディオアナライザでしか
実現することのできなかったハイレベルなオーディオ
テストにも対応することが可能
‐SPDIFデジタルオーディオ信号の生成と解析の両方
が行える

‐NI AudioMASTER 6.1ソフトウェアには、シングルトーンやマルチトーン、
振幅掃引、周波数掃引、ステップ応答解析などを使用した幅広い計測
機能を搭載

◆ワイヤレス機器のテスト用ソリューション「NIモバイルWiMAX計測ツールキット」
モジュール式のRF計測器と組み合わせることで、従来のスタンドアロン型計測
器と比べ、短時間でモバイルWiMAXのコンポーネントやデバイスをテストする
ことができ、その精度・柔軟性も向上している。

‐従来のスタンドアロン型計測器と比較して3～5倍の
スピードで計測可能
‐研究・開発レベルの使用にも対応
‐他の通信規格を用いたハードウェアのテストにも使用
可能
‐幅広いチャンネル帯域と周波数カバレッジを実現
（1.25～28 MHzのチャンネル帯域幅に対応）

◆回路シミュレーションソフトウェアの最新版「Multisim 11」
�教育機関向け
‐PLD（programmable logic device）回 路からVHDL
データをエクスポートできるため、デジタル回路の
説明が簡素化できる
‐教育者の要望に応えたAC単一周波数解析を使っ
て、実践的なエレクトロニクス実験が行える
‐教育用のプロトタイプ作成プラットフォーム「NI ELVIS

（NI Electronic Laboratory Virtual Instrumentation Suite）」と組み合わせ
ることで、シミュレーションによって得られたデータと実際の計測データとの
関連付けが行える

�企業向け
‐よりよいシミュレーションのための多数の改善点（SPICEパーサの機能
向上、BSIMモデルのアップデート、高度なパラメータへの対応、デジタル
シミュレーションの精度向上など）
‐Multisim回路図からUltiboardレイアウトへのフォワード／バックワード
アノテーション
‐オンページコネクタやWYSIWYGネットネーミングシステムなどの機能を
追加し、設計した回路図のより快適なやり取りを実現

◆自律型モバイルシステム設計用ソフトウェア「NI LabVIEW Roboticsモジュール」
‐高レベルのグラフィカルプログラミング環境
‐デスクトップ、リアルタイムシステム、およびFPGA用の
内蔵I/Oが使用可能
‐本来備わった並列処理機能により並列タスクを容易
に可視化
‐SICK、Garmin、Maxonといったトップメーカーのセンサ
およびアクチュエータに接続可能

‐C/C++やVHDLといった言語からコードをインポートするツール
‐JAUS、インバースキネマティクス、シミュレーション環境などのサードパー
ティIPに対するオープンな接続性

◆プログラマブルPXIアンプとPXIアッテネータ
�8 GHz RFアンプ「NI PXI-5691」
‐出力電力：最大＋24 dBm
‐合計ゲイン：最大60 dB
‐ゲイン分解能：0.5 dB
‐雑音指数：5 dB未満

�8 GHz RFアッテネータ「NI PXI-5695」
‐合計減衰：最大60 dB
‐減衰分解能：0.5 dB
‐通常電圧定在波比（VSWR）：1.2：1
‐固定された減衰チャンネルとプログラム可能な減衰チャンネルを搭載

新製品情報
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http://www.ni.com/automatedtest/semiconductor/suite.htm
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/13818
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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。
新コースのご案内
LabVIEW実践集中コース1、2
LabVIEW実践集中コース1、2は、LabVIEW初級�、�コースの新名称です。LabVIEW
2009に対応したのに合わせて名称が変わりました。

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。

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
◆自動計測技術フォーラム2010
本セミナーでは以下の3つのテーマに絞って、自動計測技術、システム構築とその運用ノウハウ
を紹介します。
�導入コスト／運用コストの削減 �開発・計測時間削減テクニック �成功事例

【日時／会場】
大阪 2010年4月23日（金）

13：00～17：00（受付開始12：30） 梅田スカイビル 西棟 36階 スペース36L
東京 2010年4月28日（水）

13：00～17：00（受付開始12：30） 秋葉原コンベンションホール

【 参 加 費 】
無料（事前登録制 >>www.ni.com/jp/eventからご登録ください。）

【 対 象 者 】
�計測・制御システムの開発や運用に携わるエンジニア
�開発スピード向上、開発コストの削減など、生産性向上をもたらす開発言語に興味のある
管理職の方

�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
�計測システムを効率よく自動化したい方

出展予定イベント一覧（3～5月）
◆ワイヤレス・テクノロジー・パーク（WTP）2010
【日 時】2010年5月13日（木）～5月14日（金） 10：00～18：00（最終日17：30）
【場 所】パシフィコ横浜・ホールC
【参加費】無料（事前登録制） http://www.wt-park.com/index.html
Phase Coherency/MIMOに対応したマルチチャンネルRF信号記録・再生システムや、コグニ
ティブ無線研究開発プラットフォームとしてのNI PXIとNI LabVIEWの応用例を紹介します。

◆人とくるまのテクノロジー展2010
【日 時】2010年5月19日（水）～5月21日（金） 10：00～17：00
【場 所】パシフィコ横浜・展示ホール
【参加費】無料（事前登録制） http://www.jsae.or.jp/expo/
実際に車に乗って体験できるドライビングシミュレータや、NI LabVIEWをベースとした様々な
計測・制御ソリューションを出展します。

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。
■NI LabVIEWで動かすLEGO� MINDSTORMS� NXT
http://www.ni.com/academic/mindstorms/ja

■Hardware-in-the-Loop
http://www.ni.com/hil-test/ja/
＜リソースキット＞
�NI HILプラットフォームの活用事例集
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekithilcasestdy/content.xhtml

�HIL（Hardware-in-the-Loop）リソースキット
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekithil/content.xhtml

＜技術資料＞
�HIL（Hardware-in-the-Lop）テストシステムアプリケーションを作成するには
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10850

�HIL（Hardware-in-the-Lop）テストシステムのI/Oインタフェースを選ぶには
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10851

�HIL（Hardware-in-the-Lop）テストシステムアーキテクチャ
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10852

�欠陥生成ユニット（FIU）を使用した電子機器テスト
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10853

＜ユーザ事例＞
�NI PXIハードウェアとLabVIEWで、テレマティクス制御装置のテストにかかるコストを削減
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12437

■NI PXI Semiconductor Suite
http://www.ni.com/automatedtest/semiconductor/ja/suite.htm
http://www.ni.com/automatedtest/semiconductor/ja/demos.htm
＜技術資料＞
�ソースメジャーユニットPXI-4132の高精度・高速測定を実現する内部アーキテクチャに迫る
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10737

�マルチプレクサスイッチPXIe/PXI-2515でデジタル端子のパラメトリックテストを容易化
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10739

�PXIe-6547/6548モジュールの先進機能を紹介、高速のデジタル通信と高度なデジタル
テストに対応可能
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10738

�無線特性のテスト時間を短縮、RFリストモードで高速化と確定性を確保
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10736

�TD-Scanを使ってWGL/STILテスト波形をNIの高速デジタル計測器で生成
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10752

＜ユーザ事例＞
�NI PXIの採用により半導体検証テストのパフォーマンス向上を実現し、コストを3分の1に削減
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12353

■半導体テストシステム
http://www.ni.com/automatedtest/semiconductor/ja/
＜アプリケーションページ＞
�A/Dコンバータ（ADC）とD/Aコンバータ（DAC）
http://www.ni.com/adc-test/ja/

�ワイヤレス集積回路（RFIC）テスト
http://www.ni.com/rfic-test/ja/

�メモリデバイステスト
http://www.ni.com/memory-test/ja/

＜ユーザ事例＞
�ST-Ericsson社がNI LabVIEWとNI TestStandを使用してRFIC検証を自動化
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12425

�NI LabVIEW 7.1およびNI-DAQmxを使用したF1車両のキャリパおよびブレーキテスト用ダ
イナモメータの構築
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12426

�PXI、LabVIEW、およびDIAdemを使用したADコンバータの自動特性評価
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12592

�NI PXIおよびモジュール式計測器を使用したF-RAMメモリの検証およびデバッグ
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12429

＜技術資料＞
�RF通信テストアプリケーションのリファレンスアーキテクチャを紹介
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10912

�WiMAXの送信性能評価、フレーム構造の概要と基本測定項目を解説
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10830

�メモリテストリファレンス設計
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10933

�入出力ピンのオープン／ショートテスト、原理とリファレンスデザインを紹介
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10914

�DAC INLおよびDNL計測リファレンス設計
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10934

�ADC動特性計測リファレンス設計
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10965

■ロボット
http://www.ni.com/robotics/ja
＜アプリケーションページ＞
�自律型ロボットシステムの設計
http://www.ni.com/robotics/autonomous/ja/

�教育／研究向けロボット技術
http://www.ni.com/robotics/education/ja/

�LabVIEWを使用した産業用ロボット
http://www.ni.com/robotics/industrial/ja/

＜ユーザ事例＞
�Victor TangoチームのOdin：DARPA Urban ChallengeでNI LabVIEWを使用した自律走行車が出走
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12447

�グラフィカルシステム設計を利用した癌治療用ロボットマニピュレータの開発
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12454

�脳卒中患者の上肢リハビリを補助するデュアルロボットシステムの制御
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12455

�LabVIEWとCompactRIOで視覚障害者用の半自律走行車を構築
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12453

�NI LabVIEWとビジョンハードウェアを使用して、画像とロボティクスを統合した化粧品の包装ラインを構築
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12448

�ロボット溶接用のWiseWELDINGマシンビジョンシステムの開発
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12456

�NI LabVIEWとビジョンハードウェアを使用して、画像とロボティクスを統合した化粧品の包装ラインを構築
http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/id/cs-12448

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

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０２３５４　ＮＬ２０１０年春号　進／表４　　　４色★  2010.02.25 17.38.54  Page 28 


