
The Worldwide Publication for Measurement and Automation｜2010年夏号

LabVIEW Roboticsで
空想を現実に

page3

ni.com/jp

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０４９９９　ＮＬ２０１０年夏号　進／表１　　４色★  2010.06.02 11.38.40  Page 1 



来るべき10年を前に
21世紀の幕が上がり、大騒ぎしたコンピュータの2000年問題も取り
越し苦労にすぎなかった、と胸を撫で下ろしたのは、そう遠い昔では
ありません。今世紀最初の10年は高揚感とともに幕を開けました。
もちろん、その高揚感は長くは続かず、振り返ってみれば、この10年
は世界大恐慌以来の大きな試練に満ちた10年だったように思い
ます。

2度の不況に見舞われた10年
この10年で私たちは2度の深刻な不況に見舞われました。最初の不況は、ドットコム企業の
破綻と世界同時多発テロに端を発するものです。そして、新世紀最初の10年を締めくくったの
は、不動産バブルと度を過ぎた金融工学が生み出したサブプライムローンを始めとする金融
商品が部分的原因となった、いわゆる大不況です（去年8月に開催されたNIWeek 2009の
基調講演でも指摘させていただいたとおり、工学は本物のエンジニアと科学者に任せておけ
ばよいのです）。
こうした試練に、個人的にも仕事の上でも影響を受けなかった人は皆無ではないでしょう
か。世界中のビジネスが激変せざるを得ない状況に追い込まれ、いまだに多くの業界がその
後遺症に悩まされ続けています。

楽観的な展望
とはいえ、来るべき10年を前にして、私たちは楽観的に構えているべきではないでしょうか。多く
のビジネス、業界が変化を余儀なくされた結果、自らの強みと弱みをあらためて見極めるに
いたりました。その結果、こうした多くの企業が無駄をそぎ落とし、経済の回復とともに、新しい
事業に投資余力が生まれつつあります。これが企業としての競争力を高め、企業成長の
促進につながるわけです。

次の10年における弊社の役割
ナショナルインスツルメンツは、この10年を乗り切り、近年の試練の時を抜け出せたことを嬉しく
思っています。2009年は、弊社33年の歴史の中で初の収益減少を経験した2年目の年となり
ましたが、ビジネス戦略への投資は滞ることがありませんでした。実は、2000年を迎えてから
現在にいたるまでの間に、研究開発への投資額は倍以上に増加しています。
革新と成功の種をまく最良のタイミングは、まさに試練の時にあるということです。ナショナル

インスツルメンツは、来るべき10年に向けて、お客様との協力をより一層緊密にし、発展と成功
につながるイノベーションを促進したいと考えております。

－マーケティング／カスタマーオペレーション バイスプレジデント
John Graff
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LabVIEW Roboticsで空想を現実に
つい最近まで、ロボットはハリウッドのSF映画に登場するキャラクターに過ぎませんでした。

現在では、手術補助、火星探査、視界の悪い道路での車の道案内
役にロボットが使われ、重要な役割を果たしています。これに大きく貢
献しているのが、ナショナルインスツルメンツのグラフィカルプログラ
ミング環境「LabVIEW」です。
ロボットが日常生活に不可欠なものとなっている今日、このプログ

ラミング環境を導入すれば、熟練のLabVIEWユーザはもちろん、
LabVIEWを初めて使用するユーザであっても、想像をはるかに超え
る優れたロボットを開発することができます。今回ご紹介する、高度な
自律型システムの設計を支援する最新のソフトウェアパッケージ
「LabVIEW Robotics」は、NIの20年以上にわたる開発実績と卓越し
た生産性を活かして開発された、LabVIEWプログラミング言語を
ベースとした優れたソリューションです。
LabVIEW Roboticsには、以下の6つの大きな特徴があります。
� IP（Intellectual Property）－複雑なモバイルシステムを開発
できるように特別に設計された新しいアルゴリズムを搭載して
います。

�グラフィカルプログラミング－プログラミング言語LabVIEW
の基本となっているビルディングブロックを活用することで、高度
なメカトロニクスシステムを設計する際の生産性を大幅に向上
させることができます。
�リアルタイム／FPGAハードウェアデバイスへの実装－組込
リアルタイム／FPGA（field-programmable gate array）ハード
ウェアとシームレスに統合し、従来のツールと比較して格段に
簡単にロボットアプリケーションを実装することができます。

�センサおよびアクチュエータとの接続－超音波・赤外線（IR）
センサなどの一般的なロボットセンサから、LIDAR（Light
Detection and Ranging）センサやコントローラエリアネットワーク
（CAN：Controller Area Network）ベースのスマートモータなど
の高度なデバイスまで、様 な々Windows／リアルタイム／FPGA
デバイスに対応するセンサおよびアクチュエータドライバを備え
ています。

�テキストベースのツールとの容易な統合－既存の
コードをLabVIEW MathScript RTモジュールと簡単に
統合させることができるほか、C/HDLといった言語から
コードをインポートすることもできます。
�実際のロボットアプリケーションのサンプルプログラ
ム－センサデータとロボットIPを結合して高度な自律
型システムを開発する際に役立つ様 な々サンプルプロ
グラムを用意しています。

IP（Intellectual Property）
LabVIEW Roboticsでは、ロボットコントローラを簡単に設計するのに
役立つアルゴリズムを多数搭載した、新しいRoboticsパレットが利用
できます。このパレットでは、センサドライバから逆運動学まで、様 な々
関数を利用することができます。
�サードパーティ製のソフトウェアと連携させて使用できる
Connectivity VI

�モバイルシステムに対応するObstacle Avoidance VI
�マップ内の目標ポイントへの経路を計算できるPath Planning VI
� NMEA（ National Marine Electronics Association）や JAUS
（Joint Architecture for Unmanned Systems）などの通信プロト
コルでフォーマットされたデータを処理できるProtocols VI
�ロボットアームの動的・運動学的計算が可能なRobotic Arm VI
�ロボットセンサからのデータの構成、制御、取り込みが可能な
Sensing VI等

グラフィカルプログラミング
LabVIEWはデータフロー型でプログラミングできるため、ロボットアプ
リケーションの設計に最適です。これは、自律型システムの設計プロ
セスを単純・複雑にかかわらずほぼ正確にモデル化することができ
るからです。たとえば、初期設計が「知覚‐思考‐行動」アーキテク
チャに基づいて行われていれば、この設計をLabVIEWで明確に表
現することが可能です（図1参照）。また、このアーキテクチャを使用
すれば、設計の効率化が図れるだけでなく、自作のプログラムを同
僚に見せる場合にも、直感的に理解させることが可能です。

リアルタイム／FPGAハードウェアデバイスへの実装
今日市販されている多くのロボットソフトウェアツールは、リアルタイム
および組込ハードウェアデバイスに直接アプリケーションを実装でき
ないという大きな問題を抱えています。

トピック

図1. LabVIEWのデータフロープログラミング言語は、「知覚‐思考‐行動」アーキテクチャ
に基づいたロボットアプリケーションの設計に最適です。
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たとえば、Windows、Linux、Macintoshの各プラットフォームでアプ
リケーションを設計・調査することはできても、その同じコードを組込
プラットフォームに実装することができない場合があります。しかし、
LabVIEW Roboticsでは、NIのCompactRIOデバイスやシングル
ボードRIOデバイスなどの再構成可能I/O（RIO）ターゲットに簡単に
実装できるように設計されています。

センサおよびアクチュエータとの接続
様 な々計測器やデバイスに接続できるLabVIEWプログラミング環境
は、登場以来、ユーザの時間の節約に貢献してきました。今日では、
LabVIEWは高品質で広範な計測器ドライバをサポートし、計測器
接続の事実上の標準ツールとしての地位を確立しています。
LabVIEW Roboticsがこうした強みを発揮できるのは、一連のロボット
センサおよびアクチュエータ接続オプションを搭載しているからです。
このようなドライバがあるおかげで、ロボットシステム用にセンサドラ
イバを開発したり、試験や実装を行う必要がなくなります。また、
LabVIEW Roboticsは、Windows、リアルタイム、FPGAベース
プラットフォームに対応する様 な々バージョンのセンサドライバ
も数多く搭載しており、ユーザのI/Oニーズに合ったセンサと
接続できるようになっています。

テキストベースのツールとの容易な統合
LabVIEW環境はプログラミングをグラフィカルに行えることで
有名ですが、テキストベースアルゴリズム用の様 な々ユー
ティリティを統合・インポートすることも可能です。たとえば、
既存のC、.mファイル、HDLコードをLabVIEW Roboticsアプ
リケーションに組込んだり、またC（フォーミュラノード）、.mファイ
ル（LabVIEW MathScript RTモジュール）、HDL（LabVIEW FPGA
モジュールのHDLノードやコンポーネントレベルIPノード（CLIP
ノード））で新しいアルゴリズムを記述してLabVIEWにインポートする
といったことが簡単に行えるようになっています。このように様 な々
ツールを最大限に再利用できるこれらのオプションでは、問題の解決
に役立つ適切なプログラミングモデルを使用することができます。

実際のロボットアプリケーションのサンプルプログラム
LabVIEW Roboticsソフトウェアには数多くの便利なツールが搭載
されていますが、その軸となっているのが各種のサンプルプログラム
です。これらのプログラムを利用すれば、個々のロボット用関数を
組み合わせて有用なタスクを実行する実際のユースケースを確認
することができます。たとえば、NI開発チームがロボット用関数を
ベースとして作成した新しいロボットサンプルプログラムには、自律型
アプリケーションに適用したターゲット追跡や経路追跡の機能が含
まれています。これ以外にも、LabVIEW Roboticsでは以下のような、
アプリケーション開発に役立つサンプルプログラムが利用できます。
�アーキテクチャ－シンプルで高性能なロボット設計コントローラ
に対応する有用なテンプレート
�ベーシック－シリアル／SPI/PMW接続用のシンプルなFPGA
ベーシックコード

�サードパーティ製ツールとの接続－シミュレータからMicrosoft
Robotics Developer Studio、Skilligent、MobileRobotsなどの
ロボットプラットフォームまで対応

�通信プロトコル－NMEA、SPI、RS232、I2Cの各通信サンプル
�制御およびシミュレーション－DCモータ制御、PID、予測オブ
ザーバ、拡張カルマンフィルタのサンプル

�モーション制御－PWM制御、CANベース制御、Motion制御
�経路計画－A*、AD*、Voronoiの各サンプル
�ロボットアーム－直列ロボット、順運動学、逆運動学の各サン
プル

�ステアリング－Mecanum、オムニ、差動、およびその他のステ
アリングサンプル

�ビジョン－カラートラッキング、経路追跡、ターゲット追跡

実際のところ、サンプルプログラムのいくつかはプロジェクトアーキ
テクチャであり、様 な々ロボットアプリケーションを開発する上での出
発点として利用することもできます。
たとえば、Robotics Project Wizardでは、シングル制御ループロ

ボットアーキテクチャを使用してロボットに簡単な反復アルゴリズムを

実行させることができます。なお、このタイミングループには、センサ
データの収集、データ処理、ロボット制御に必要なコードを挿入する
ことが可能です。
また、Robotics Project Wizardは、様 な々側面を持つロボット制御

を複数のタイミングループで処理できる高度な制御入れ子ループ
（ネステッドループ）アーキテクチャもサポートしており、たとえば、これら
のタイミングループを使用して、以下のタスクを実行することができ
ます。
�ミッション計画－ロボットが向かうランダムな目的地を把握する
ことができます。
�経路計画－ロボット環境のマップを検索し、目的地までの経路
を特定することができます。
�運転－目的地に到達するまでの経路を移動するロボットを
シミュレーションすることができます。

LabVIEW Roboticsは、障害物の検出、動作の制御、ロボットの
前進距離の測定をタイミングループで行う高度なロボットアーキテク
チャもサポートしています。ただし、このアーキテクチャでは、様 な々
ハードウェアターゲット上でタイミングループを実行できるようにする
ために、ロボットアプリケーション間で通信を行う必要があります。たと
えば、制御入れ子ループのサンプルプログラムでは、共有変数を
使用して、様 な々VIのタイミングループ間でデータのやり取りを行わな
ければなりません。

トピック

図2.シングルおよび並列ループアプリケーションのガイドラインを提供する
サンプルアーキテクチャ
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LabVIEW Roboticsを身近なものに
LabVIEW Roboticsを希望する方やLabVIEWを初めて使用する方
は、LabVIEW Roboticsスタータキットを是非ご利用ください。
このスタータキットは、LabVIEW RoboticsやRIOハードウェアの
ほか、組み立て済みの4輪駆動の自律型ロボット（超音波センサ、
TETRIXモータ、および2つのエンコーダを搭載）を一つにまとめた
低価格のソフトウェアです。なお、現在すでにLabVIEWを使用して

いるユーザがこのLabVIEW Roboticsモジュールを購入すると、
新しいアルゴリズムを利用することができます。

－リアルタイム／組込製品シニアグループマネジャー
Shelley Gretlein

スタータキットの入手を希望される方は、ni.com/robotをご覧ください。

NIはLEGO社と協力し、LEGO MINDSTORMS NXT 2.0ロボットキットの機能を高める直感的
なソフトウェアの最新バージョンをリリースしました。LabVIEWをベースとするこのソフトウェアで
は、アイコンをドラッグアンドドロップするだけで、まるで専門家がLabVIEWを使用してロボットを
プログラミングしたかのように、様 な々タスクをロボットに実行させることができます。つまり、このシ
ステムを利用すれば、たとえ9歳の子どもでも、色認識や拡張されたBluetoothサポートなどの新

機能を使用して、オリジナルのロボットを簡単に設計することができるのです。また、このプラットフォームの新しいロボットモデル、センサ技術、
カスタマイズ可能なプログラミング機能は、ロボットに対する学生の関心と知識を高めることにも貢献しています。

ナショナルインスツルメンツとLEGO社のパートナーシップについての詳細は、ni.com/mindstormsをご覧ください。

LEGO� MINDSTORMS� NXT Roboticsソフトウェアの機能を高めるNIソリューション

図3. LabVIEW Roboticsスタータキットは、LabVIEW RoboticsやRIOハードウェアのほか、
完全に組み立てられた4輪駆動の自律型ロボットを一つにまとめた低価格の評価版ソフトウェアです。
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FPGA

マスクと比較ウィンドウ関数と
FFT

ADCから
データを取得 ダウンコンバート

自動テストシステムの厳しい要件に対応する
新しいPXI Express NI FlexRIOモジュール
ナショナルインスツルメンツは、組込制御と高度なテストに使用可能なNI LabVIEW FPGAと
再構成可能I/O（RIO）テクノロジを開発しました。
NIはNIWeek* 1997でRIO製品を初めて紹介して
以来、NI Rシリーズ、CompactRIO、PXI Express
RIO IFトランシーバなど、RIOテクノロジを利用した
様 な々製品をリリースしてきました。RIOテクノロジ
は現在主に制御システムに利用されていますが、
FPGA（field-programmable gate array）の性能が
向上し、LabVIEW FPGAの機能も向上したこと
で、テストスループットの大幅な向上、新しいテスト
への対応、コストの削減が実現した結果、自動テストシステムの機能
向上にも貢献しています。なお、PXI Expressに対応した最新の
NI FlexRIO FPGAモジュールでは、高性能なFPGAを採用し、オン
ボードメモリの強化、同期機能の向上、データスループットの高速化
を図ることで、機能を大幅に強化しています。
*NIWeek：ナショナルインスツルメンツ本社のあるテキサス州オースティンで毎年
夏3日間にわたって開催される、NI主催イベントとしては最大級のテクニカル
イベント。

自動テストシステムにおけるFPGA
エンジニアが自由にプログラミングできるFPGAを使用すれば、既存
の自動テストシステムのパフォーマンスを高めることができるだけで
なく、新しいアプリケーションの課題を解決することもできるようになり
ます。このFPGAテストテクノロジは現在主に閉ループテストシステム
で利用されていますが、こうした用途では、実際の動作状態をエミュ
レートするために、自動テストシステムから被試験デバイス（DUT：
Device Under Test）にリアルタイムにフィードバックを返さなければ
ならないことが多々あります。ただし、自動テストシステムの遅延を
大幅に低減する必要があります。このようなテストの一例としてRFID
（Radio Frequency IDentification）タグのテストが挙げられますが、
この場合には、テストシステムがRFIDタグリーダーをエミュレートし、
わずか25 μsでタグと通信しなければなりません。また、FPGAテスト
テクノロジのもう1つの新しい用途として、最新のマルチコアプロ
セッサよりもはるかに高い処理能力を必要とする自動テストシステム
の実装が挙げられます。このテストシステムでは、広帯域リアルタイム
スペクトルアナライザが、自らが集録するデータに対して高速フー
リエ変換（FFT：Fast Fourier Transform）を連続的に実行します
（図1参照）。そして、ユーザ定義型の解析に必要とされるこうした
要件を満たすスループットを実現できるのは、信号処理能力に優れた
FPGAのみです。
上述のように、FPGAには既存のアプリケー

ションを強化できるというメリットがあります。
たとえば、プロトコルを意識した（protocol-
aware）自動テスト装置（ATE）でDUTとの
通信が可能なのは、デジタルプロトコルを
FPGAに実装して使用しているからです。

また、FPGAによって強化されたシステムは、従来のロジックアナライザ
やパターン発生器とは異なり、プログラミングが容易で、しかも機能的
なテストルーチンを簡単に作成することができます。さらに、モジュール
式の計測器を採用したソフトウェア定義型の自動テストシステムも、
テストハードウェアを統合してスループットを向上させるFPGAを採用
することで機能の強化を図ることができます。この場合、FPGAは他の
計測器に必要なハードウェアタイミングトリガを生成したりカスタム
トリガイベントを検出するだけでなく、DUTを確実に制御する役割も
果たします。ここでこれまでの内容を整理すると、「閉ループテスト」、
「高度な処理能力」、「プロトコルを意識したテスト」、「テストシステム
の制御」という4つのキーワードにまとめることができます。これらのキー
ワードは、テストシステムを向上させ、テスト機能を強化するFPGAの
数多くの効果の一部を端的に言い表しています。

PXI Express対応の新しいNI FlexRIO FPGAモジュールと
NI FlexRIOアダプタモジュール
NIはこの度、こうした自動テストシステムのニーズに応えるため、3種
類のPXI Expressバス対応NI FlexRIO FPGAモジュールと様々な
I/Oに対応する数種類のNI FlexRIOアダプタモジュールを新たに
リリースしました。PXI Expressモジュールには、NI PXIe-7961R、NI
PXIe-7962R、NI PXIe-7965Rの3種類があり、最大512 MBのオン
ボードDRAMを搭載したDSP向けの高性能なXilinx Virtex-5 SXT
FPGAが組込まれています（表1参照）。これらのモジュールをスタンド
アロンのコプロセッサとして使用すれば、ホストプロセッサやFPGAに
かかる計算負荷を軽減することができ、また高性能なアナログ／
デジタルI/Oを提供するNI FlexRIOアダプタモジュールと併用
すれば、FPGAベースの計測器を構築することができます。

特集

製品名 FPGA FPGAスライス
FPGA DSP
スライス

FPGA
メモリブロックRAM（kb）

オンボードメモリ
DRAM（MB）

NI PXIe-7965R Virtex-5 SX95T 14,720 640 8,784 512

NI PXIe-7962R Virtex-5 SX50T 8,160 288 4,752 512

NI PXIe-7961R Virtex-5 SX50T 8,160 288 4,752 0

図1.広帯域リアルタイムスペクトルアナライザは、高性能なFPGAをベースとした強力な計測器です。

表1. PXI Expressバス対応の新しいNI FlexRIO FPGAモジュールでは、メモリ、DSPスライス、
FPGA等のニーズに応じて様 な々オプションを利用することができます。
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NIがXilinx社のSXT FPGAを選択した理由は、
アナログI/Oを装備したFPGAベース計測器でよく
見られるデジタルフィルタ、カスタム信号処理、FFT
ロジックを実装する際に使用できるDSPスライスを
最大640個も搭載しているからです。なお、このSXT
FPGAに装備されているオンボードDRAMは、FPGA
の処理能力を補完して帯域幅を2倍に拡張する
と同時に、既存のNI PXI-795xR NI FlexRIO FPGA
モジュールの容量を4倍に増やします。このため、
最高性能のNI FlexRIOアダプタモジュールで大容
量のデータセットを操作する際に必要となるDRAM
スループットを3.2 GB／秒まで向上させることができ
ます。
NI PXIe-796xRデバイスは、PXI Expressバスに

対応した初のNI FlexRIO FPGAであるだけでなく、
新しいNI-STC3特定用途向け集積回路（ASIC：
Application Specific Integrated Circuit）を搭 載し、
複数のFPGAモジュール間やPXI Expressデジタ
イザとFPGAモジュール間でデータを直接ストリーミングすることもでき
ます（ピアツーピアストリーミング）。この優れた機能を利用すれば、
データをホストプロセッサを介さずに処理できるだけでなく、高性能な
NIデジタイザを用いてFPGAベース計測器を構築することもできる

ようになります。また、NI PXIe-5122デジタイザと併用すれば、2つの
チャンネルからの信号を100 MS／秒（合計400 MB／秒）のサンプ
リングレートでPXI Express NI FlexRIO FPGAモジュールにストリー
ミングすることができます。
また、NI PXIe 5622中間周波数（IF）デジタイザやNI PXIe 5663
ベクトル信号アナライザから、最大75 MS／秒（合計300 MB／秒）の
I/Qレートでデータをストリーミングすることもできます。さらに、PXI
Express NI FlexRIOのピアツーピアストリーミング機能を使うと、非常
に複雑な計算が必要となるシステムの場合でも、複数のNI FlexRIO
FPGAモジュールを用いてアルゴリズムを分散させることで、高速
演算が実現できます。この際データはFPGA間を800 MB／秒以上の
スループットで、また双方向のストリーミングを1方向につき700 MB／秒
以上のスループット（合計1.4 GB／秒以上）で行うことが可能になり
ます。
NIとNIアライアンスパートナーは、NI FlexRIO FPGAモジュールを

組込んでFPGAベース計測器を構築できるNI FlexRIOアダプタ

モジュールの開発を現在も継続しています（表2参照）。その一環と
して開発したモジュールに、2つのアナログ入力チャンネル（100 MS／
秒、14ビット）と2つのアナログ出力チャンネル（100 MS／秒、16ビット）
を搭載した新しいNI 5781ベースバンドトランシーバモジュールがあり

ます。このモジュールはRFアップコンバータと
RFダウンコンバータに接続するベースバンド
インタフェースをFPGAで定義・作成できるよう
に開発されたものであり、超高速制御システム
に必要なI/Oを備えています。
なお、ここで紹介した高性能なNI FlexRIO
FPGAモジュールとNI FlexRIOアダプタ
モジュールを使用すれば、今日の複雑な
デバイスを迅速かつ効率的にテストできる
FPGAベースシステムを構築することができ
ます。

新しいNI FlexRIOアダプタモジュールについての詳細は、ni.com/flexrioを
ご覧ください。

－信号発生器／FPGA対応テスト製品プロダクトマネジャー
Ryan Verret

モジュール モジュール情報

NI 5761デジタイザモジュール 4チャンネル、250 MS／秒、14ビットデジタイザモジュール

NI 5752超音波モジュール 32チャンネル、50 MS／秒、12ビット超音波モジュール

NI 6584 RS422/485モジュール 16チャンネル、RS422/RS485シリアルモジュール

NI 6583高速デジタルモジュール 200 MHz時のチャンネル数：32（シングルエンド型）、16（差動型）

Adsys Camera Linkモジュール Camera Linkインタフェースサポートベース、ミディアム、フル、80ビットコンフィギュレーション

Prevasギガビットイーサネットモジュール Dual RJ-45 Ethernet接続（10/100/1000 Mpbs対応）

SET ARINCモジュール ARINC429の16 TxもしくはRxチャンネルを搭載（インタフェース用、テスト用）

Alfamationマルチメディアインタフェース CAN、LIN、I2S、I2C、SPIなどのマルチインタフェースモジュール

図2. PXI Expressバスに対応した新しいNI FlexRIO FPGAモジュールは、NI 5781ベースバンド
トランシーバなどのI/Oアダプタモジュールと接続するためのインタフェースを備えています。

表2. NIとNIアライアンスパートナーから発売中ないし発売予定の
NI FlexRIOアダプタモジュールを紹介します。
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NI PXI-4132高精度SMU
従来の主要なSMU

10 Hz 100 Hz 1 kHz

計測速度
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図1. PXI-4132高精度SMUは、従来のSMUよりも速いレートで
高分解能計測を実現します。

DC計測の速度と感度の向上を実現する
最新のPXI高精度SMU
ナショナルインスツルメンツが提供する最新の高精度ソースメジャー
ユニット（SMU）「NI PXI-4132」には、従来のソリューションと比べ、
テスト時間を大幅に短縮できるという大きなメリットがあります。安定性
に優れたアナログフロントエンドとオンボードシーケンスエンジンという
2つの重要なアーキテクチャを採用することで計測速度を向上させた
NI PXI-4132では、この2つのアーキテクチャが連携し合うことに
よって、集積回路（IC）のピンのリーク計測や、LEDとトランジスタのIV
スイープ測定などのアプリケーションの高速化を実現します。

ローレベル計測の高速化
従来は、DC電流を正確に計測したければ、計測速度については妥
協するしかありませんでした。しかし、4象限出力が可能なPXI-4132
を導入すれば、最大1 kHzの高速レートで100 pA以上、低速レートで
10 pAの感度でDC電流を計測することができます。図1は、PXI-4132
と従来の主要なSMUの一般的な計測分解能を10μAレンジで比較
したものです。
PXI-4132の高い分解能を利用すれば、テスト時間の短縮を図る

ことができます。たとえば、半導体チップのピンのリークをピンごとにテ
ストする場合には、ナノアンペアレベルのリーク電流を短時間で繰り
返し計測しつつも、高精度を保たなければならないことがよくあり
ます。このような場合には、計測を何度行っても速度とアナログ分解
能を高く維持することのできるPXI-4132を使用すれば、テスト時間の
大幅な短縮を実現することが可能です。

高速なスイープおよびシーケンス測定
SMUでは、1つのピンを対象にしたマルチポイントIVスイープ測定や、
多数のピンを対象に1回だけ行うスイッチを使用した計測など、様々
な計測をまとめて行うことがよくあります。こうしたケースでテスト時間を
最小限に抑えるには、複数の計測を迅速かつ確実に制御する必要
があります。PXI-4132は、ソフトウェアとやり取りすることなく、一連の
計測を実行できるハードウェアシーケンスエンジンを搭載している
ため、ソフトウェアの遅延を回避することができます。また、PXIトリガ
機能を搭載しているPXI-4132では、その出力シーケンスを、他の
SMUと関連付けて同期スイープを行ったり、PXIスイッチと関連付け
て複数ピンのテストを行ったり、PXI計測器（高速デジタルI/Oや高速
デジタイザなど）に同期させることもできます。
なお、構成・制御に適した直感的なLabVIEWソフトウェアとPXI-
4132高精度SMUを併用すれば、開発業務を効率化して、テスト
時間を短縮できるだけでなく、複数の計測を同期させることもでき
ます。

PXI-4132高精度SMUについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi0103」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

図2.複数のPXI-4132高精度SMUを同期させれば、ハードウェアタイミングに
よるトランジスタのIVスイープ測定を迅速に行うことができます。
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超音波を計測できるNI Xシリーズ
マルチファンクションデータ集録（DAQ）デバイス
人間の耳では聞き取れない周波数を持つ超音波は、非破壊試験
（NDT）、音響放射（AE）試験、距離・厚さ計測などの様 な々エンジ
ニアリング用途に利用されています。たとえば、NDTでは、超音波エ
ミッタと超音波レシーバ（パルサ‐レシーバシステムなど）を使用して
物体に超音波を当ててから、その応答を利用して物体の欠陥とその
位置を特定します。一方、AE試験では、レシーバのみを使用し、物体
内の欠陥の変化によって放出される超音波パルスを調べます。
このような物体の周りにいくつかの超音波レシーバを置いて同時
サンプリングデータ集録（DAQ）デバイスを使用すると、欠陥の位置
を正確に特定することができます。また、その際には、圧電トランス
デューサと組み合わせて使用すると超音波信号の集録・生成が
行えるNI XシリーズマルチファンクションDAQデバイスが経済的な
ソリューションとなります。この同時サンプリングXシリーズデバイスは、
最大16個のアナログ入力チャンネル（最大2MS／秒／chのサンプリング
レート、16ビットの分解能）を備えています。また、PXI Expressシャーシ
に複数のXシリーズデバイスを組込んで同期させることで、最大272
チャンネルからの同時入力に対応することが可能となります。
なお、NI LabVIEWグラフィカルプログラミング環境とNI-DAQmx

ドライバソフトウェアを使用すれば、超音波信号を複数のXシリーズ
デバイスで簡単に集録することができます。また、これらの信号を

集録した後には、「LabVIEW上級信号処理ツールキット」を利用
して、これらの信号の過渡特性を時間領域で解析することができ
ます。

LabVIEWの超音波テストスターターキットをダウンロードしたい方は、
ni.com/ndtにアクセスしてください。

効率向上を実現する新しいNI CompactDAQシャーシ
ナショナルインスツルメンツが従来のシャーシをベースに開発したNI
CompactDAQシャーシは、NI CompactDAQデータ集録（DAQ）シス
テムの利用効率を高める以下の4つの機能を備えています。
1. 複数のアナログ入力（AI）タイミングエンジンを使用して、アナログ
モジュールを様 な々レートで動作させることができます。この機能を
利用すれば、高速計測（振動など）を低速データ（温度など）から
切り離し、データ間引き処理のプログラミングにかかる時間を排除
することができます。また、NI-DAQmxドライバソフトウェアの複数
のタスクをマルチコアプロセッサに合わせて最適化し、各タスクを
個別のループ、スレッド、コアで実行させることができるため、コード
の実行を高速化したり、コードの追跡を効率化したりすることも

可能です。
2. 4つの高度なカウンタタイマを使用して同時に複数のカウンタ機能
を実行することができます。また、NI CompactDAQシャーシに多数
の32ビットカウンタを組込めば、クワドラチャ（位相差出力）エン
コーダ、周波数、期間の計測を従来よりも少ないハードウェアで
行うことができます。

3. 新しいNI cDAQ-9178シャーシでは、別個のデジタルモジュール
を使用することなく、BNCトリガラインによって最大1 MHzのクロック
およびトリガ信号をインポート／エクスポートすることができます。
このトリガラインのプログラムは、NI DAQ Assistantのプルダウン
メニューから選択して行うことができます。

4. 新しい4スロットのオプションから、ニーズに合ったシャーシを選択
することができます。たとえば、小規模なシステムに対応する
4スロットのNI cDAQ-9174シャーシを導入すれば、コストの削減、
スペースの節約、チャンネルの高密度化を図りつつ、最大128
チャンネルを計測することができます。

NI CompactDAQに関する最新情報は、ni.com/new_compactdaqをご覧
ください。

製品情報

Xシリーズデバイスは、1 MHzまでの超音波を集録するのに最適な
同時サンプリングアナログ入力チャンネルを搭載しています。

2種類の新しいNI CompactDAQシャーシには、操作性と
パフォーマンスを高める数多くの機能が追加されています。
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建設的干渉 破壊的干渉

ΦTx1 = ΦTx2 ΦTx1 = ΦTx2 - 180°

Rx Tx2 

Tx1 

ビーム形成

位相比較

方向探知

Tx Rx1 

Rx2 

ΦRx2 

ΦRx1 - ΦRx2

ΦRx1

図1. 2つのトランスミッタの位相差を調整すれば、
伝送方向を最適に制御することができます。

電波の発生源を探る
位相同期RFベクトル信号アナライザ（VSA）を使用すれば、位相比較方式の方向探知
システムを構築することができます。
子供のときにトランポリンでジャンプし、友人のジャンプを邪魔したこと
がある人もいるでしょう。このように完璧にタイミングを取ってジャンプ
することで破壊的干渉を与えれば、ジャンプしようとしている人を妨
害することができます。また、反対に建設的干渉を与えて弾みをつけ
てやれば、友人は自分の限界を超える高さまでジャンプすることがで
きます。
現在使用されているトランポリンが登場するかなり前から、波で

見られていたこの挙動は、これまで多くのアプリケーションに利用され
てきました。1905年にKarl Ferdinand Braun氏がこの特性によって
2本以上のアンテナを使用して特定方向の無線伝送効率を高める
ことができることを示して以降、この特性は、ビーム形成、多重入出力
（MIMO：multiple input, multiple output）、方向探知などの様 な々
アプリケーションに利用されています。
図1は、2つのトランスミッタと1つのレシーバの関係（上の図）と、

信号ソースの位相（単純な極プロットで表示）によってレシーバに
生じる建設的干渉と破壊的干渉（下の図）を示したものです。この
ビーム形成システムでは、2つのソースのうち片方からの伝送の遅延
（位相変化）によって、RF強度が最大になる方向を導き、伝送方向を
制御する仕組みになっています。

図2は、2つの異なる経路で受信した信号の位相差をレシーバで
計測しているところを示したものです。この位相比較には、伝送の
発生方向を検出できるというメリットがあります。
これを技術的にトランポリンの例に当てはめてみましょう。たとえば、
2人のジャンパーが静止したまま3人目のジャンパーを見ていると
します。この場合、理論上、2人のジャンパーは3人目のジャンパーが
ジャンプするごとに生じる波頂から戻るまでの時間を計測するだけ
で、このジャンパーの位置を検出できることになります。このようにトラン
ポリンに当てはめるのは実際的ではないかもしれませんが、適切な

ツールと技術を利用すれば、この方法でRF伝送の方向を確実に
検出することができます。

方向探知システムの構築
単純な位相比較方式の方向探知システムを構築するにしても、複数
のレシーバや、各受信信号間の位相差を計測する能力のほか、
若干の計算も必要になります。最初の要件は、このシステムにアナ
ライザを追加すれば満たすことができますが、2つの受信信号間の
位相差を正確に計測することは非常に困難です。2つの計測値の
位相差を比較するには、RFからのダウンコンバージョン経路で使用
する各オシレータ間の位相差だけでなく、ADC（アナログ／デジタル
変換器）から出力された複数の信号が記録されるまでの時間の差も
正確に把握する必要があります。
図3は、RFダウンコンバータに接続された1つのローカルオシレータ

（LO）と10 MHzリファレンスクロック信号を共有する2つのNI PXIe-
5663E VSAを使用しているソリューションを示したものです。
このソリューションを実現しているのがソフトウェア定義型のPXI
プラットフォームであり、各NI PXIe-5663Eは「NI PXIe-5652（RF信号
発生器）」、「NI PXIe-5601（RFダウンコンバータ）」、「NI PXIe-5622
（IFデジタイザ）」の3つのモジュール式計測器で構成されています。
また、各VSAが別 の々LOを使用した場合に位相ノイズに差が生じて
位相計測エラーが発生するのを回避するため、各VSA間で共通の
LOをカスケード接続しています。この状態で、共通の10 MHzリファ
レンスクロック信号を各VSA間で共有させれば、ADCの集録トリガ
と、デジタル信号をベースバンドにダウンコンバートする役割を果たす
数値制御オシレータを同期させることができます。さらに、RF信号を
ベースバンドにダウンコンバートする各ステージを同期させれば、
複数の信号の位相計測値を正確に比較することができます。

テストテクニック

図2.複数のレシーバを使用して信号経路間の位相を比較すれば、
信号の到来方向を特定することができます。
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R • cos(θ) + d/2
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For R >> d:
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Q
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Q

NI PXIe-5601

NI PXIe-5652

NI PXIe-5622

NI PXIe-5601 NI PXIe-5622

位相同期ベクトル信号アナライザ
NI PXIe-5663E

図3.モジュール方式を採用しているソフトウェア定義型のNI PXIe-5663E VSA
では、複数のVSA間で共通のローカルオシレータとサンプルクロック信号を共有

させ、位相を確実に同期させることができます。

この2台の位相同期アナライザを使用すれば、2つのRFチャンネル
間の位相差を正確に計測し、これを方向探知システムに適用する
ことができます。たとえば、家庭用トランシーバ（携帯無線機）をトラン
スミッタ（462.56 MHz）として使用し、さらに伸縮式の汎用の極超
短波（UHF）アンテナ2本を2台のNI PXIe-5663E VSAそれぞれに
接続してから、各アンテナ間の間隔を32.3 cm（2分の1波長）空けた
とします。この場合、2本のアンテナがレシーバへの見通し線を共有し
ていれば位相差が180度に、またトランスミッタが両方のアンテナから
等距離のところにあれば位相差が0度になると予測できます。
なお、この2台のVSAを462.56 MHzの搬送周波数に合わせて
調整すれば、その時点から、I/Qサンプルを集録して位相を抽出し
続けることができます。さらに、VSAで計測した位相の差を観測して、
この位相差が0度と180度になる2つのケースをチェックできるだけで
なく、中間的なケースの場合の位相差を求めることもできます。

図4に示した方向探知システムは、θの値を求めることを目的と
しています。この計算は、該当する大半の信号に有効な近似値で
あるｄと比較してＲがはるかに長いと仮定すると、大幅に単純化す
ることができます。
このθの値は、該当する周波数、アンテナ間の距離、計測した
位相の差が分かれば求めることができます。たとえば、2台のアナラ
イザで計測した位相の差が58度と121度の場合は、それぞれ
71.2度と132.2度となります。

位相同期型計測器のメリット
位相同期解析・生成のメリットを利用しているシステムは、方向探知
システムだけではありません。たとえば、802.11n、WiMAX、LTE
（Long Term Evolution）などのMIMOベースのプロトコルでは、トラン
スミッタからレシーバまでの経路で生成される空間シグネチャがそれ
ぞれ異なる複数のブロードキャスト信号を位相同期解析・生成技術
を利用して正確に識別し、データレートを大幅に高速化することがで
きます。なお、柔軟性に優れたモジュール方式のPXIプラットフォーム
を導入すれば、このような様 な々タイプの独自システムを以前よりも
迅速に試作・テストして市場投入することが可能になります。

－ナショナルインスツルメンツ
プロダクトマネジャー（RF／ワイヤレステスト担当）
David Broadbent

MIMOテスト、および複数のRFアナライザとRF信号発生器の同期についての
詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0104」と入力
するとご覧いただけます。

図4. 2つのレシーバを使用して位相を比較し、方向を探知するシステムを
示したもの（Rx1とRx2がVSA、Txが家庭用ラジオ）
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学生は、今や無料でダウンロードできる仮想顕微鏡／分光光度計を用いて
生物科学の概念を学ぶことができます。

科学概念の学習を支援する
「Virtual Instrument Project」
生徒に生物科学の概念を教えている高校の先生方には、仮想顕微
鏡と仮想分光光度計を無料でダウンロードして授業にお役立ていた
だくことをお勧めします。これらの仮想計測器は、ナショナルインスツ
ルメンツ、ハワードヒューズ医療研究所、オードンネル協会、テキサス
大学南西医療センター、テキサスA&M大学が協力して推進して
いる「Virtual Instrument Project」で開発したものです。

実際の計測器を入手することができない高校教師を支援すること
を目的としたこのプロジェクトでは、生徒に実際の計測器を使用して
いるかのような感覚を与えるインタフェースを装備した仮想計測器の
開発に取り組んでいます。その一環として、テキサスA&M大学の
Kenith Meissner博士とそのグループがNI LabVIEWグラフィカル
プログラミング環境を使用して設計したのが、上述の仮想計測器
です。
独自性の高いこれらの仮想計測器は、以下の4つの機能を備えて

います。
1. 360度回転可能なノブ、ボタン、レンズセレクタ
2. 実際の計測器と同様に、試料を拡大／縮小することが可能
3. ユーザのニーズに合わせてスライドガラスを作成することが
可能

4. 光度やx/y軸の位置など、計測器の特性を調整することが
可能

これらの機能により、教師と生徒は実際の計測器を使用している
かのような感覚を体験することができます。なお、テキサスA&M大学
のチームでは、現在公開されている2種類の仮想計測器の他にも、
仮想的なゲル電気泳動計測器とポリメラーゼ連鎖反応（PCR）計測
器の開発を予定しています。

Virtual Instrument Projectツールをダウンロードしたい方は、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0105」と入力してください。

『Electrical Engineering：Principles and
Applications』（第5版）

Allan R. Hambley著

出版社：Prentice Hall
ISBN 13：978-0-13-213006-6

『Electrical Engineering』第5版では、回路、電子工学、計測器、
メカトロニクスの確かな基盤が提供されています。本書の前半で
は、NI Multisimソフトウェアを通じて回路と電子工学の概念を
把握し、後半では、NI LabVIEWグラフィカルプログラミング環境を
通じて信号の集録と実際の電気機械システムの解析について
学ぶことができます。

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
「nsi0106」と入力するとご覧いただけます。

『Microelectronic Circuits』（第6版）

Adel S. Sedra、Kenneth C. Smith著

出版社：Oxford University Press
ISBN 13：978-0-19-532303-0

モジュール方式で簡潔に構成された最新の『Microelectronic
Circuits』第6版でも、これまでと同様に、Adel S. SedraとKenneth
C. Smithの両氏により、期待通りの確かな教授法に基づいてイノ
ベーションを中心とした解説がなされています。また、このテキスト
には、学生が各章でサンプルのシミュレーションや問題の調査を
行う際に役立つフルバージョンのMultisim Student Editionがバン
ドルされています。

本書で使用するMultisim回路ファイルをダウンロードしたい方は、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0107」と入力してください。

アカデミック

電子工学部学生向けのテキストの改訂版
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CompactRIOハードウェア上のIPカメラやアナログカメラから画像を
集録・処理する際には、新しいNIビジョン開発モジュールを使用します。

NIシングルボードRIOプラットフォームと
CompactRIOプラットフォームにビジョン機能を追加
ナショナルインスツルメンツでは、NIシングルボードRIOプラット
フォームとCompactRIO分散型I/Oプラットフォームに画像処理機能の
搭載を可能とし、NI組込システムとPAC（Programmable Automation
Controller）の高度な計測機能をさらに強化しました。これにより
ビジョン機能を搭載する初のPACの1つとなったCompactRIOを使用
すれば、市場投入期間の短縮と物理的なフットプリントの低減を
実現する完全統合型の効率的な設計システムを構築することが
できます。

上述のNIシングルボードRIOとCompactRIOの両方のターゲットに
画像処理アプリケーションとマシンビジョンアプリケーションを実装
する場合には、「NIビジョン開発モジュール2009」を使用します。
なお、NIシングルボードRIOとCompactRIOに画像を集録する方法に
は、最新のNI-IMAQdx画像集録ドライバを使用してIP（Internet
Protocol）カメラから圧縮画像を集録する方法と、NIのアライアンス
パートナーであるmoviMED社の新しいAF-1501フレームグラバを
使用してアナログカメラから白黒画像を集録する方法の2つの方法
があります。IP、アナログカメラを使用することで、あまりコストをかけず
にシングルボードRIOやCompactRIOなどの統合ハードウェアで
ビジョン機能が利用できるようになります。
こうした新しい機能は、自律型ロボット、工業用監視、組込医療
機器といった、ミックスドI/Oを使用する様 な々制御・計測システムに
活用することができます。たとえば、CompactRIOにIPカメラを接続
すれば、センサ接続、ビジョン、モーション、制御の各機能を1つの
システムに統合することのできるプラットフォームを構築することができ
ます。また、コンパクトなアナログカメラを接続して、スライドスキャナや
自動顕微鏡検査に最適なプラットフォームを構築できるほか、リアル
タイムOSを使用してFDA認証を簡単に取得することもできます。
なお、CompactRIOにビジョン機能を追加することで、エリアスキャン
カメラや温度カメラを装備した機械状態監視システムや船舶監視
システムなどの工業用システムのプラットフォームとしての役割を果た
すこともできます。

NIシングルボードRIOとCompactRIOに追加されたビジョン機能についての
詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0111」と入力
するとご覧いただけます。

NIで は、お 客 様 のシステ ム の
パフォーマンスと耐熱性を最大限に
高めるNI cRIO-9023コントローラと
NI cRIO-9025コントローラという2種
類の新しいNI CompactRIOコント
ローラを提供しています。NI cRIO-

9023コントローラには533 MHzのPowerPCプロセッサが、NI
cRIO-9025コントローラには800 MHzのPowerPCプロセッサ
がそれぞれ搭載されており、いずれも－40～70℃の広い
動作温度範囲に対応しています。なお、デュアルEthernet、
RS232、USBの各ポートを装備したNI CompactRIOコント
ローラをNI LabVIEW Real-Timeモジュールでプログラ
ミングすれば、たとえ過酷な環境でも確実に高度な処理と
制御が行えるシステムを構築することができます。

CompactRIOの新機能に関するホワイトペーパーは、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi0112」と入力するとご覧いただけます。

NI組込ビジョンシステム
は、工業用カメラとの接
続性、オープンな通信
インタフェース、マルチ
コアPCの高い性能と
柔軟性を併せ持つ堅牢

なコントローラです。ファンレス設計を特徴とするNI組込
ビジョンシステムは、複数のカメラから集録した画像をリアル
タイムに処理する機能を備えており、高速選別、アセンブリ
検証、パッケージ検査などのマシンビジョンアプリケーション
に最適です。

NI組込ビジョンシステムの仕様と価格を知りたい方は、ni.com/evsに
アクセスしてください。

製品情報

新しいNI組込ビジョンシステム

堅牢な新しいCompactRIO高性能コントローラ
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あらゆるアプリケーションに対応する
Cシリーズプラットフォーム― 100種類のモジュールと
カウンタ機能をサポート
NI Cシリーズプラットフォームは、50種類以上のNIモジュール、50種類のサードパーティ製
モジュール、多数のシャーシをサポートするとともに、いくつかの構成オプションによって様 な々
アプリケーションニーズに対応しています。これらの構成オプションは、スタンドアロンシステム
として導入したり、USB、Ethernet、ワイアレスネットワークを介して導入することができます。

工業用機械制御・監視ソリューションを実現する
CompactRIOシステム
リアルタイムの数式処理機能、高度な解析機能、制御機能を備えた
工業用機械制御・監視ソリューションを開発する場合には、振動監視用
のNI 9234モジュールと、PWMやPID（Proportional Integral Derivative）
の制御に使用するデジタルモジュールをNI CompactRIOシステムに
追加します。

確定性に優れたリモートI/Oを実現する
CompactRIO拡張シャーシ
確実に分散させて配置する必要があるシステムを開発する場合に
は、確定性に優れた通信機能と、分散リアルタイム信号の処理、監
視、制御の各機能を担うFPGA（field-programmable gate array）を搭
載したNI 9144拡張シャーシにNI 9234モジュールを追加します。

スペシャルフォーカス
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ミックスドセンサテストシステムを実現する
NI CompactDAQ
機器テストなどのアプリケーションの場合には、音響またはノイズ
レベルを計測できるNI 9234モジュールと、温度や電力などの信号を
計測できるモジュールをNI CompactDAQシャーシに取り付けること
で、完全な計測システムを構築することができます。

リモート監視およびテストを実現する
Ethernet／ワイヤレスCシリーズ
Ethernet／ワイヤレスCシリーズキャリアにNI 9234モジュールを取り付け
れば、生産ラインや工場全体の製造工程で高速な音響／振動計測を
行うことができます。なお、これらの計測は、制御室からリモートで行う
ことが可能です。

携帯型の計測システムを実現するNI USB
ネットブックに接続できるNI USB-9162キャリアとNI 9234モジュールを
組み合わせれば、小さなポーチに入れて軸受振動データを収集し、
機械の状態を監視できる超軽量の計測システムを構築することがで
きます。

Cシリーズプラットフォームについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0110」と入力するとご覧いただけます。
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最新のPC技術とハードウェアに対応する
NI Measurement Studio 2009
NI Measurement Studio 2009を導入すれば、Microsoft Visual Studio
2003/2005/2008環境でのテスト／計測アプリケーションの開発期間を
大幅に短縮することができます。また、データの集録、解析、可視化と
いった作業も、統合型I/O、ネイティブライブラリ、ユーザインタフェース
コンポーネントを利用して単純化することができます。最新のNI
Measurement Studioは、Microsoft Windows 7や64ビット.NETアプリ
ケーションの開発といった新しいPC技術に対応しているほか、操作
性をアップし、TDMS（Technical Data Management Streaming）の
機能を強化することで、高速データストリーミングを実現し、新しい
データ集録ハードウェアをサポートしています。
NI Measurement Studio 2009では、先進的なPC技術をサポート

する64ビットOS上で高度な処理機能とメモリ機能を最大限に活用
することができます。また、既存のアプリケーションをWindows 7に
移行したり、Visual Studio 2008で構築した64ビットのMeasurement
Studio .NETアプリケーションを開発・実装するといった作業も簡単に
行うことができます。
なお、I/O機能が向上した最新バージョンのMeasurement Studio

をNI CompactDAQ、Wi-Fi DAQ、XシリーズDAQなどの新しいNI
データ集録（DAQ）ハードウェアと連携させて使用すれば、Visual
Studio環境でのデータ集録・計測器制御アプリケーションの開発

期間を短縮することができます。また、Windowsバッファ処理の
無効化、非同期書き込み、NI-DAQmxソフトウェアドライバからのダイ
レクトデータストリーミングといったネイティブ.NET TDMS APIの
新しい拡張機能を利用して、データを従来の12倍の速度でハード
ディスクにストリーミングすることもできます。

Measurement Studio 2009の評価版は、ni.com/mstudio/tryでダウン
ロードできます。

アプリケーションの生産性と信頼性の向上を
実現するLabWindowsTM/CVI 2009
NI LabWindows/CVI 2009は、実績のあるソフトウェア開発プラット
フォームに対し、テスト／計測用ANSI C開発環境において生産性の
向上を実現する新しい機能を追加した製品です。生産性を高める
ツールだけでなく、新しいランタイム解析・最適化ツールキットも搭載し
ている最新バージョンのNI LabWindows/CVI 2009は、Microsoft
Windows 7 OSや64ビットOSアプリケーションの開発・実装といった
新しい技術にも対応しています。また、NI FlexRIOやRシリーズデータ
集録（DAQ）デ バイスなどのNI PXI FPGA（field-programmable
gate array）ベースハードウェアとやり取りするための新しいインタ
フェースも搭載しています。

なお、新しいLabWindows/CVI実行プロファイラツールキットを使
用すれば、機能の実行状態をグラフィカルに表示して、
LabWindows/CVIアプリケーションのランタイムパフォーマンスを解析
・最適化することができます。また、変数・監視ウィンドウに追加のデ
バッグデータを表示できるLabWindows/CVI 2009では、複数の制御
器に共通する属性を同時に選択・編集し、カスタムユーザインタ
フェースをより効率的に作成できる新しい属性ブラウザもサポートして
います。
最新バージョンのNI LabWindows/CVIには、FPGAベースのNI再

構成可能I/O（RIO）ハードウェアモジュールをオリジナルのテストシス
テムに組込めるというメリットもあります。さらに、このNI LabVIEW
FPGAモジュールを使用してFPGAの動作を定義できるほか、
LabVIEW FPGA対応の新しいCインタフェースと併用して、
Windows／リアルタイムOS用のLabWindows/CVIホストアプリケー
ションを開発し、このアプリケーションでLabWindows/CVI Real-Time
モジュールを動作させることもできます。

最新バージョンのLabWindows/CVI 2009の機能に関するWebキャストは、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0113」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

I/O機能が向上したMeasurement Studio 2009は、XシリーズDAQなどの
新しいDAQハードウェアと連携させて使用することができます。

新しいLabWindows/CVI実行プロファイラツールキットを使用すれば、
LabWindows/CVIアプリケーションのランタイムパフォーマンスを

解析・最適化することができます。

LabWindowsマークは、Microsoft Corporationの許可を得て使用しています。
Windowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。16 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp
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Windows 7をプリインストールしたPXI組込コントローラ
によりWindows XPの可用性を向上
Windows 7は、Windows XPよりもマルチコアパフォーマンスとUSB
スループットに優れ、Windows Vistaよりも従来のハードウェア／ソフト
ウェアとの互換性に優れているほか、操作性と安定性も向上して
いるため、新しい自動テスト／計測／制御システムに最適なOSと言え
ます。
ナショナルインスツルメンツでは、Windows 7をベースとしてコンパ

クトかつ強力なシステムを構築できるようにするため、最新のPXI組込
コントローラとPXI Express組込コントローラすべてに対応する
Windows 7オプションをリリースしています。このオプションでは、1,500
種類以上のI/Oモジュールからお好きなモジュールを選択できるよう
になっているため、最新のOSをベースとした様 な々計測／制御シス
テムの要件を確実に満たすことができます。
一方、NIでは、実装済みまたは開発中のWindows XPベースの

PXIシステムの寿命・可用性要件も把握しており、こうしたシステムに
関しては、最新のOSにアップグレードできるオプションが必ずしも
有効ではないということを認識しています。
このためNIは、エンドユーザがWindows Vistaからダウングレード
できる権利を行使し、Microsoft社が2008年6月にWindows XPの
販売を停止したあとも、Windows XPをプリインストールしたPXI組込
コントローラを提供し続けてきました。このオプションは、2010年まで
提供することにしていますが、それ以降も引き続き提供していくため、
Windows XP Professionalの新しいSKU（Stock Keeping Unit）で
あるWindows XP Professional for Embedded Systems（Windows XP
Pro FES）への移行を予定しています。ただし、このWindows XP Pro
FESは、Windows XP Professionalと全く同じ機能、操作性、ドライバ／

アプリケーションをサポートしているものの、いくつかのライセンス制限
を設けており、標準的なデスクトップ機能を実行する際に主に利用
される汎用PCでの使用を禁止しています。しかし、PXIシステムは
汎用PCの分類に入らないため、NIではMicrosoft社がWindows XP
Pro FESをサポートする2016年まで、すべてのPXI組込コントローラで
このオプションを提供することにしています。

Windows XP Pro FESについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi0114」と入力するとご覧いただけます。

NIは、アビオニクステスト／シミュ
レーション製品を製造しているAIM
USA社と協 力して、MIL-STD-
1553、 ARINC429、 ARINC664
（AFDX）の各規格に対応する様 な々

PXI用アビオニクスバスインタフェースを開発・提供して
います。このモジュールはPXI規格のPXIトリガ／タイミング／
同期要件をすべて満たし、NI LabVIEW、NI LabVIEW
Real-Time モ ジ ュ ー ル、NI LabWindowsTM/CVI、NI
Measurement Studio、NI VeriStandに完全に対応して
います。

PXI用アビオニクスバスインタフェースについての詳細は、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0115」と入力するとご覧いただけます。

NI PXIe-PCIe8375は、
新しい電気的絶縁機
能を搭載した長距離
インタフェースであり、
最大838MB／秒の持続
スループットを実現

するPXI Expressシステム対応の光ファイバMXI-Express
リモートコントローラです。このコントローラを使用すれば、
ホストPCとシャーシ間（最長100 m）を低遅延かつ柔軟に
配線することができます。

NI PXIe-PCIe8375の仕様と価格を知りたい方は、ni.com/jp/infoにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi0116」と入力してください。

製品情報

PXI用の新しいアビオニクスインタフェース 電気的絶縁機能を搭載したPXI Express
対応の長距離リモートコントローラ

NI PXI組込コントローラのWindows 7オプションを使用すれば、
最新のOSをベースとしたコンパクトで強力なテスト／計測／制御システムを

構築することができます。

LabWindowsマークは、Microsoft Corporationの許可を得て使用しています。
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計測時間の短縮を実現する
新しいモバイルWiMAXテストツール
ナショナルインスツルメンツが新たにリリースしたNI Measurement
Suite for Mobile WiMAXは、モバイルWiMAXデバイスのテストに
威力を発揮する新しいソリューションであり、1.25～28 MHzのチャン
ネル帯域幅、128～2,048の高速フーリエ変換（FFT：Fast Fourier
Transform）サイズ、各種の変調／符号化スキームといった様 な々信号
構成に対応します。「NI Measurement Suite for Mobile WiMAX」
は、NI PXIe-5663E（6.6 GHz RFベクトル信号アナライザ）やNI
PXIe-5673E（6.6 GHzベクトル信号発生器）などのPXI計測器と
組み合わせて使用すれば従来の5倍の速度で計測を行うことが
でき、また研究開発段階で実稼動環境用のWiMAX計測器の
代わりに使用すれば研究開発コストの削減を図ることもできます。
さらに、出力レベル－10 dBm（2.5/3.5 GHz）時のEVM（Error Vector
Magnitude）が通常－45 dBと優れているため、電話の受話器、
パワーアンプ、トランシーバなどのデバイスのEVMも非常に高い精度
で計測することができます。
なお、NI Measurement Suite for Mobile WiMAXの信号生成／
解析ソフトウェアツールキットを、NI Measurement Suite for Fixed
WiMAX 、NI WLAN Measurement Suite 、NI GPS Simulation
Toolkit for LabVIEWと併用すれば、複数のプロトコルをテストする
ことができます。また、各ツールキットは、様 な々PXIモジュール式計測

器に対応し、高速デジタル製品、任意波形生成器、高速デジタ
イザ、RFベクトル信号発生器／アナライザで使用することができます。

WiMAXデバイスのテストをサポートするツールについての詳細は、ni.com/
automatedtest/wimaxをご覧ください。

IEEE 1588規格に準拠して複数のLabVIEW
ターゲットを絶対タイミングソースに同期
2009年夏にリリースしたNI LabVIEW 2009ソフトウェアを使用すれ
ば、Ethernet上の複数のLabVIEWターゲットを同期させることができ
ます。具体的には、LabVIEWのタイミングループとタイミングシー
ケンスが、標準の1 kHz/1 MHzの内部クロックソースや外部デジタル
ソースだけでなく、絶対タイミングソースも参照する仕組みになった
ため、絶対タイミングソースを参照するように構成するだけで、ネット
ワーク上の複数のターゲットを絶対タイミングソースに確実かつ簡単
に同期させることができます。
なお、クロック同期プロトコルを定義してLAN上の複数のクロックを
正確に同期させることのできるIEEE 1588規格は、スレーブデバイス

のクロックをマスタデバイスに合わせて調整する方法を確立している
こともあり、テスト、計測、制御、電気通信といった様 な々分野で現在
利用されています。この規格に準拠するNI LabVIEWでは構成は
単純で、使い慣れた共通のAPIを使用してネットワークを設定すれ
ば、タイミングループとタイミングシーケンスを構成することができます。
NI LabVIEWが最初にサポートした絶対タイミングソースである

IEEE 1588タイミングソースには、既存の多数のLabVIEWターゲット
（NI CompactRIO、NI Smart Cameras、NI Compact FieldPointなど）
をミリ秒未満の精度で同期させることができます。また、NI PXI-
6682、NI PXI-6682H、NI PCI-1588などのIEEE 1588対応ネットワー
クインタフェースカードにIEEE 1588を実装して利用すれば、Ethernet
上のPXI、PXI Express、PCIの各プラットフォームをこのタイミング
ソースに数十ナノ秒以内に確実に同期させることができます。さらに、
専用のハードウェアや標準のEthernetポートを介してすべてのター
ゲットのタイミングをIEEE 1588タイミングソースに同期させれば、分散
システムの同期精度を大幅に向上させることもできます。

このIEEE 1588準拠ソフトウェアのベータプログラムについての詳細は、
ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0117」と入力するとご覧
いただけます。

製品情報

NI Measurement Suite for Mobile WiMAXは、迅速で高精度な
EVM/RFパワー計測を実現します。

タイミングループは、IEEE 1588などのタイミングソースを参照するように
構成することができます。
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効率的な回路シミュレーションを実現

ナショナルインスツルメンツが新たにリリースしたNI Multisim 11.0
ソフトウェアは、従来のバージョンと同様に、複雑なシミュレーションを
単純化することによって、回路の設計とプロトタイピングの効率化を
実現します。高いグラフィカル性を誇るこのMultisim環境は、実践的
な学習と専門的な回路設計をインタラクティブに行える特殊な機能
のほか、教師、学生、エンジニアが電子回路の挙動調査と複雑な
解析を簡単に実施できる直感的なツールとして使用できます。最新
バージョンのMultisim 11.0を利用すれば、回路の教育・試作の効率
を大幅に高めることができます。

授業に役立つMultisim
教師がMultisim 11.0を利用すれば、生のVHDLコードを生成して
デジタル理論とハードウェア実装を結び付けて考えることができ、
学生に高度な理論的知識を習得させることができます。また、
Multisim 11.0は、学生がデジタル設計をキャプチャしてシミュレー
ションしてからVHDLコードをターゲットハードウェア（NI Digital
Electronics FPGA Boardなど）にエクスポートできる新しいプログラマ
ブルロジックデバイス（PLD）回路図をサポートしています。このように
作業を連続的に行えるMultisim 11.0を導入すれば、授業で教える
理論から研究室で行う実装への移行をスムーズに進めることも可能
です。

エンジニアのニーズに対応するMultisim
世界中のエンジニアがMultisimを使って回路設計の最適化、問題
の最小化、プロトタイピングの繰り返しの低減を図っています。
MultisimをNI LabVIEWグラフィカルプログラミング環境と連携させ
て使用すれば、カスタム解析を定義し、設計を向上させることができ
ます。また、最新バージョンのMultisim 11.0では、NIハードウェア（NI
シングルボードRIOなど）のアクセサリやドータカードをカスタム開発し
ているエンジニアのニーズに対応する26個の精密なハードウェアコネ
クタのデータベースも備えています。さらに、設計フローの初期段階で
問題を特定して、費用のかかるプロトタイピングの繰り返しを低減す
ることによって、設計パフォーマンスの向上を図ることができる強力な
シミュレーション機能も利用できるようになっています。

Multisimの新しい機能のデモンストレーションビデオをご覧になりたい方は、ni.
com/multisim/upgradeにアクセスしてください。

NIの熱電対データロガーは、
ユーザ独自のアプリケーション
ニーズに合わせて構成すること
ができます。4～16チャンネルと
USB、Wi-Fi、Ethernetの各ポート

をサポートしているこの熱電対データロガーでは、付属されて
いるNI LabVIEW SignalExpress LEを利用してデータを
簡単にロギングできるだけでなく、LabVIEWを使用してカス
タムアラームを設定したり、信号を処理したり、データをリアル
タイムに可視化したりすることもできます。

オリジナルのデータロガーを構成したい方は、ni.com/jp/infoにアクセス
の上、Info Code欄に「nsi0118」と入力してください。

NI USB騒 音／振 動／ハ ー
シュネス（NVH）システム
は、NVH、音響、電気音響、
振動、構造力学に対応する
完全な音響・振動ソリュー

ションです。NI USB NVHシステムは、操作性に優れたソフト
ウェアだけなく、NVHアプリケーションに最適な各種のNI
解析／信号処理ツールを統合した「NI Sound and Vibration
Measurement Suite」もバンドルしています。

NI USB NVHシステムの仕様と価格を知りたい方は、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi0119」と入力してください。

製品情報

オリジナルの温度データロガーを構成 NVH（騒音／振動／ハーシュネス）アプリ
ケーションに最適なNIスタータバンドル

Multisim 11.0は、教育と試作の効率を高めます。
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学生用インストールオプションを購入すれば、学生がLabVIEWソフトウェアを
研究室で使用できるだけでなく、自分のPCにインストールすることもできます。

NIアカデミックサイトライセンスを購入する
5つの主な理由
NIアカデミックサイトライセンスでは、教室や先端的な研究室で利用
されているキャンパスソフトウェアのニーズに柔軟に対応する様 な々
ライセンスオプションを提供しています。これらのライセンスオプション
を使用すれば、世界中の数千もの大学に導入されているNI
LabVIEWソフトウェアを教室や研究室でも利用できるようになります。
大学にNIアカデミックサイトライセンスを導入すると、以下の5つの

メリットを享受することができます。

� LabVIEWソフトウェアを包括的に利用できる。
大学の教室でLabVIEWグラフィカルプログラミング環境を利用
できるようになります。数百万人ものエンジニアや科学者が複雑
なテストシステム、計測システム、制御システムの問題を解決
する際に利用しているLabVIEWグラフィカルプログラミング
環境には、一連のLabVIEWモジュール／ツールキットを用いて、
教室での学習と研究の質を高めることができるというメリットが
あります。

� ソフトウェアのメンテナンスリリースとアップグレードを定期的
に入手できる。
新しいバージョンがリリースされた場合には、ソフトウェアを自動
的に更新することができます。また、最新のソフトウェアリリース
では、新しいソフトウェア機能とバグフィックスを利用できます。

� 技術サポートを受けられる。
今後、プロジェクトで技術上の問題が発生したとしても、ナショ
ナルインスツルメンツのアプリケーションエンジニアの手を借りて
問題を解決することによって、時間を節約することができます。
また、その際には、電話、電子メール、Webを介して技術サポート
を受けることもできます。

� 大学で開催されている説明会やセミナーに参加できる。
大学で開催されている説明会やセミナーに参加して、最新の
技術情報を継続的に入手したり、製品トレーニングを受けること
ができます。

� 学生用インストールオプションを購入すれば、学生のPCにも
インストールできる。
学生用インストールオプションを購入すれば、クラスの学生のみ
ならず、大学内のすべての学生がLabVIEWソフトウェアを研究
室で使用できるだけでなく、自分のPCにインストールすることも
できます。

初年度の標準サポート／保守プログラム（SSP）契約を含む新しい
ライセンスを購入すれば、これらのメリットをすべて享受することがで
きます。また、購入したSSP契約を毎年更新すれば、NIアカデミック
サイトライセンスのメリットを最大限に活かすことができます。

NIアカデミックサイトライセンスについての詳細は、ni.com/jp/infoにアクセス
の上、Info Code欄に「nsi0120」と入力するとご覧いただけます。

NIでは、プログラミング、アプリケーション開発、コードメンテ
ナンスの時間短縮方法を学ぶことができるNI LabVIEW
トレーニングコースを開催しています。最近開講したLabVIEW
実践集中トレーニングコースは、効率的な学習パスと柔軟な
オプションを提供する、LabVIEWをマスターするのに最適な
コースです。

新しいLabVIEW実践集中トレーニングパスについての詳細は、ni.com/
jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0121」と入力するとご覧
いただけます。

計測学や校正の基本原理は、計測器のプラットフォームの
種類にかかわらず同じですが、モジュール式計測器を校正
する際には様々なオプションを選択することができます。NI
では、これらのオプションを、柔軟性に優れたモジュール式
プラットフォームとソフトウェア定義のインタフェースを通じて
提供しています。その仕組みについて説明しているのが、
モジュール式計測器校正ガイドです。

このガイド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「nsi0122」と入力してください。

サービス／サポート

LabVIEW実践集中トレーニングコースに
ついて

モジュール式計測器校正ガイドに
ついて
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計測器制御－最新技術に対応
IEEE 488規格とGPIB規格が確立され、計測器制御の概念が生ま
れてからすでに30年以上経ちましたが、現在も多くのエンジニアが
計測器をPCに接続してデータの集録、解析、表示に利用してい
ます。ここ20年間で、LabVIEWは、この計測器制御に最適なソフト
ウェアとしての地位を確立しました。またLabVIEWは、GPIBや最新の
バス技術（USB、Ethernet、PCI Expressなど）を介して、Windows、
Mac、Linuxなどのあらゆる主要なOSに対応する様 な々計測器とPC
を確実に接続します。
LabVIEWは、マルチコアプロセッサ、仮想化、最新のOS

（Microsoft Windows 7など）を始めとする他の技術にも対応して
います。たとえば、LabVIEW 2009では、Microsoft社がWindows 7を
リリースしたその日からこのOSをサポートしているため、ユーザは
コードの互換性を気にすることなく新しいOSに移行することができ

ます。また、ナショナルインスツルメンツでは、8,000種類以上のドラ
イバを検索できるNI計測器ドライバネットワーク（ni.com/idnet）を
展開しています。NIは様 な々計測器ベンダと緊密に協力して、こう
した高品質なドライバの開発に取り組んでいます。なお、これらのドラ
イバは、Instrument Driver Finderウィザードを使用することで簡単に
検索してインストールすることができます。

LabVIEWなどのアプリケーションソフトウェアは確かに重要なもの
ですが、それだけでなく、アプリケーションソフトウェアとハードウェア間
のインタフェースにも配慮する必要があります。LabVIEWなどのアプ
リケーション開発環境（ADE）と計測器制御バス間で最もよく使用
されているレイヤは、NI仮想計測器ソフトウェアアーキテクチャ（NI-
VISA：NI Virtual Instrument Software Architecture）です。このNI-
VISAは、計測器ドライバやアプリケーションソフトウェアなどのソフト
ウェアコンポーネントの開発、配信、相互運用性の共通の基盤を
提供しています。ここで重要なのは、アプリケーションソフトウェアだけ
でなく、NI-VISAなどのベースとなるインタフェースソフトウェアも最新
のOSに対応しているということです。なお、NI-VISAを導入すれば、
既存のアプリケーションに影響が及ぶことを気にすることなく、計測器
制御バスを様 に々組み合わせて使用することができます。

新しい技術に対応するLabVIEWには、各種のアプリケーションを
プラットフォームの種類にかかわらず確実に機能させることができると
いうメリットもあります。NIでは、LabVIEWを毎年リリースすることにより、
最新のOSや技術に即座に対応し、いかなるバスでもユーザの計測
器に確実に接続できるようにしています。

お客様がお持ちの計測器に対応するドライバを検索するには、ni.com/idnetに
アクセスしてください。

計測器ドライバ

ステップ1. LabVIEWでInstrument Driver Finderウィザードを使用すれば、
最新のドライバを簡単に検索してインストールすることができます。

ステップ2.メーカーやその他のキーワードに基づいて
ドライバの検索を設定します。
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インテリジェントな医療機器テストシステムによる
健康促進への貢献
課題
医療機器メーカーのニーズに対応する製品寿命テストシステムを
開発し、患者の生活の質（QOL：quality of life）向上を支援する。

ソリューション
NI LabVIEWソフトウェアとNI PXIハードウェアを使用して携帯型
健康管理デバイスのテストシステムを開発し、製品品質と患者の
生活の質向上を支援する。

患者が最新の医療ソリューションと携帯型の健康管理デバイスを
使用すれば、患者自身がリアルタイムに情報を入手して、自分の
健康を管理・維持することができるだけでなく、通院を最小限に
抑えることもできます。ただし、患者の健康維持に重要な役割を
果たすこうした携帯型デバイスには、個々の部品から、アセンブリ
製品、指定された製品寿命テストまで、あらゆる面で最高レベルの
品質が求められます。
Fortune 500に名を連ね、高品質な医療機器を製造している某

有名企業では、同社の最新の携帯型健康管理デバイスの製品
寿命テストを包括的に実施する必要に迫られていました。また、数ヵ
月に及ぶこの製品寿命テストでは、5年、10年、15年の間に製品が

どの程度のパフォーマンスを発揮していくことができるかをシミュレー
ションする必要があるだけでなく、医療機器やそれに関連する製品
のパフォーマンスを様 な々荷重や動作条件の下で計測することに
よって、複数のテストを同時に行う必要もありました。
我 C々al-Bay Systemsでは、こうしたテスト条件に対応するため、

電力の供給と被試験デバイス（DUT：Device Under Test）の制御
に当社のFlexATEテストステーションを使用しました。このFlexATE
プラットフォームは、1台のタワーPC、2つの18スロットPXIシャーシ、1つ
のマスインターコネクトソリューション（治具の接続に利用）で構成され
ています。これらのPXIハードウェアとNIソフトウェアがシームレスに
統合されたソリューションは、当社のテストシステムに完全にフィット
しただけでなく、当社のソフトウェアツールで再構成し、DUTに応じて
様 な々整流アルゴリズムをダウンロードすることも可能にしました。
このテストシステムに関しては、他にも「整流アルゴリズムの実装」と
いう重要な条件があり、そのためにはこの内部アルゴリズムをモデル
化し、システムに組込まれているコードで動作させる必要がありま
した。そこで当社は、NI LabVIEW FPGAモジュールとLabVIEW
Real-Timeモジュールを使用して、モータ駆動アルゴリズムを試作
して実装することにしました。このアルゴリズムをテストシステムに
ダウンロードし、インテリジェントなNI PXI-7813R Rシリーズデータ
集録デバイス（DAQ）で実行したところ、モータ部品の挙動を簡単に
シミュレーションすることができました。
現在、上述の医療機器OEMは、この製品寿命テストシステムを

使用して、重要な設計上の意思決定を下し、製品の品質向上を
図っています。また、同社ではNIソフトウェアとPXIハードウェアを
ベースとするFlexATEシステムと同じテストシステムを再利用して
おり、特別なエンジニアリングを新たに行うことなく、様 な々製品の
設計をテストしたり、治具を交換したりすることができるようになってい
ます。さらに、このような柔軟なシステムを導入したことで、同社は数十
万ドルもの資本設備コストと設計コストの削減に成功しました。

－Cal-Bay Systems社
Derek Fluegge氏

NI製品を使用した医療機器開発・テストについての詳細は、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi0125」と入力するとご覧いただけます。

ユーザ事例

NIソフトウェアとPXIハードウェアをベースとするFlexATEシステムと同じ
テストシステムを使用することで、様 な々製品の設計をテストし、

柔軟性の向上を図ることができます。
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HILテストシステムで制御システムの
開発コストを削減
Process Automation社は、Zodiac Aerospace社の依頼を受け、NI
LabVIEWとCompactRIOをベースとした電子制御装置を更新して
80台もの航空機拘束システムに改良を加えましたが、その際にNI
VeriStandソフトウェアとリアルタイムPXIハードウェアを利用して、HIL
（Hardware-in-the-Loop）テストシステムを開発・使用したため、コスト
を大幅に削減することができました。今回、Process Automation社の
エンジニアで、LabVIEW設計者認定資格を取得されているGreg
Sussman氏にインタビューを行い、改良を加えたシステムについて
詳しく伺いました。

Q：航空機拘束制御システムの仕組みについて教えてください。

A：この陸上システムは、航空母艦で使われているアレスティング
（拘束）ケーブルシステムと同様の機能を備えており、着陸した
航空機が、滑走路に張られたアレスティングケーブルにフックを
引っ掛けて停止する仕組みになってい
ます。このアレスティングケーブルの両端に
は、それぞれ同じブレーキ／制御システム
が接続されており、この両方のシステムが
高速光ファイバリンクを介して常に互いに
やり取りし、拘束パラメータに関する情報を
共有しつつ、拘束イベントの特殊な形状を
計算します。各システムは拘束を検出する
と、サーボ弁を調整して、ケーブルリールブ
レーキにかかる油圧を制御します。航空機
はこの制動力によって減速し、適切な距離
で停止することになります。なお、当社で
は、拘束が完了するたびに、噛み合い
速度、滑走路横断位置、航空機の総滑走
距離といった拘束イベントに関するパラ
メータを調査しています。

Q： HILテストシステムを開発した理由をお聞かせください。

A： 当社の拘束システムを検証するには、システム全体を米国海軍
の拘束テスト施設に輸送して設置する必要があり、そのために
は1日あたり約2万USドルのコストがかかります。それに、テスト
施設を利用する上での制約もありますし、天候による影響もある
ため、テストを思い通りに行うことができません。しかし、PXI
ベースのHILテストシステムを開発して使用したことで、フィール
ドテストの日数を20日から10日に短縮することができ、その
結果、当社のお客様は約20万USドルのコスト削減に成功しま
した。また、このHILシステムで得た結果を実際の拘束データと
照合して検証したことで、非常に短いテストスケジュールでシス
テムの改良と機能アップを図ることも可能になり、最初の拘束
テストをフィールドで実際に行う前に、このシステムのパフォー
マンスに対するお客様の信頼を高めることができました。

Q：リアルタイムテストソフトウェアとしてNI VeriStandを選択した
理由をお聞かせください。

A： NI VeriStandを採用した理由は、MathWorks社のSimulink�ソ
フトウェアで作成した既存のモデルをリアルタイムテストシステム
と連携させることができるからです。NI VeriStandは、リアルタイ
ム刺激応答信号生成、制御システムのフィードバック取得、
ロギング、表示など、当社が必要としていたすべてのコンポー
ネントを1つのパッケージにまとめた製品です。この製品を採用
したおかげで、HILシミュレーションシステムの開発に伴う技術
的・スケジュール的なリスクを大幅に低減することができました。
さらに、ユーザインタフェースとロギング機能を統合できるNI
VeriStandツールを使用したことで、システムを開発したり、必然
的に発生する変更に合わせて調整したりする作業が単純化・
効率化されました。

Q： LabVIEW設計者認定資格を取得されているのですから、この
ようなアプリケーションをご自分で開発することもできたの
では？

A：はい、カスタムソリューションを当社で開発することも可能だった
と思います。実際、いくつかのLabVIEWコードを作成してNI
VeriStandのカスタマイズも行いましたが、カスタムソリューション
を最初からすべて開発しようとすると、コストがかさむだけでなく、
技術的なリスクも大きくなります。しかし、NI VeriStandが提供す
る既存のフレームワークを利用したことで、開発・実装スケ
ジュールを短縮し、Zodiac Aerospace社のシステムコスト全体の
削減と投資収益率の向上に直接貢献することができました。

制御システムの開発コストを削減するHILテストシステムについての詳細は、
ni.com/hilをご覧ください。

ユーザ事例

NI VeriStandを採用してHILテストシステムを開発・使用したことで、費用のかかるフィールドテストの
回数を減らしつつ、CompactRIO制御システムを適切に検証することができました。
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図1. TORC Technologies社が編成したVictor Tangoチームが
LabVIEWを使用して、JAUS規格を実装した車両を開発したところ、
この車両が2007 DARPA Urban Challengeで第3位に輝きました。
なお、このレースで完走したJAUS実装車は、この1台のみです。

ロボットアプリケーションに対応する
サードパーティ製のLabVIEWツール
NI LabVIEWソフトウェアを使用して開発したロボットプログラムに
は、「知覚‐思考‐行動」の3つの特殊な機能を組込む必要があり
ます。しかし、最新のNI LabVIEW Roboticsソフトウェアとサードパー
ティ製のアドオンを組み合わせて使用すれば、センサとの通信に
必要なドライバ、既存のアルゴリズムを開発／再利用できるツール、
NIハードウェアとの連携機能を利用して、「知覚‐思考‐行動」の
各機能をロボットプログラムに簡単に組込むことができます。
このようなロボットアプリケーションに適したサードパーティ製アドオン
の例として、「JAUS Toolkit for NI LabVIEW（TORC Technologies
社製）」と「ImagingLab Robotics Library for DENSO」の2つが挙げ
られます。

JAUS Toolkit for NI LabVIEW
無人システムの分野で相互運用性と技術導入を推進するために
産官学が共同で開発・管理しているものに、JAUS（Joint
Architecture for Unmanned Systems）規格があります。JAUS Toolkit
for NI LabVIEWを利用すれば、複雑なJAUSメッセージをシンプル
なLabVIEW機能に変えることができるため、JAUS規格に準拠した
開発を従来よりも効率的に習得し、簡単に取り入れることができます。

ImagingLab Robotics Library for DENSO
ImagingLab Robotics Library for DENSOは、様 な々グラフィカル関
数が登録された、使いやすいライブラリです。これらの関数を使用す
れば、DENSOロボットをLabVIEWソフトウェアから直接操作・制御す
ることが可能になるほか、以下のメリットを享受することができます。
�LabVIEWで完璧な工業用ロボット制御システムを構築すること
ができる。

�DENSOコントローラで既存のルーチンを実行することができる。
�視覚誘導ロボットアプリケーションを簡単に開発することが
できる。

�ロボットシステムに計測機能を組込むことができる。

ロボットアプリケーションに対応する様々なサードパーティ製ツールのリストを
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
0126」と入力してください。

1. NI LabVIEW MobileRobotsインタフェース

2. GPS補強型MEMS慣性航法システム

3. センサフュージョンに関連するコードおよびチュートリアル

4. LabVIEW FPGAのSPI通信プロトコル

5. VEX 6チャンネルラジオコントロール用のFPGAドライバ

ロボットコードをダウンロードしたい方は、ni.com/code/roboticsをご覧ください。

製品ネットワーク

NI LabVIEW Robotics Code Exchangeのダウンロードランキング

図2. ImagingLab Robotics Library for DENSOを使用すれば、
複雑なロボットプログラミングの専門知識がなくても、DENSOロボットを
新しいタイプのシステムやアプリケーションに組込んで、テストの自動化、
ラボラトリオートメーション、製造精度の向上を図ることができます。
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プライマリの
PXIシステム
（PXImc対応）

PXIシステム
（PXImc対応）

PXIシステム
（PXImc対応）

スタンドアロン
計測器

（PXImc対応）

デスクトップ／
ラップトップ
（PXImc対応）

LabVIEW仮想ユーザグループミーティングに
是非ご参加ください
ナショナルインスツルメンツでは、忙しすぎて地域のユーザグ
ループミーティングに参加できない方や、お住まいの都市で
ユーザグループミーティングが開催されない方のために、簡単
かつ手軽にユーザグループを対象としたプレゼンテーションを
閲覧できるオンラインのLabVIEW仮想ユーザグループミー
ティングを毎月開催しています。こうしたプレゼンテーションを
行っているのは、高度なトピックを中心に数年間にわたって実
績を積み上げてきたNI LabVIEW研究開発エンジニアです。
LabVIEW仮想ユーザグループで今後予定されている

トピックには、以下のものがあります。
�LabVIEWオブジェクト指向プログラミング
�LabVIEWによるグラフィカルなスクリプト作成
�3Dグラフィックスで実現できる高品質なユーザインタ
フェース

LabVIEW仮想ユーザグループミーティングに参加すれば、
LabVIEW研究開発担当者が公開しているコンテンツに自由
にアクセスすることができます。また、インタラクティブなWebキャストを
介して、プレゼン者に質問したり、世界中の参加者とやり取りしたり
することもできます。なお、仮想ユーザグループミーティングで公開
されているすべてのコンテンツは、ライブイベント後も必要に応じて
閲覧することが可能です。

LabVIEW仮想ユーザグループミーティングで今後予定されているトピックの
リスト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
「nsi0127」と入力してください。

高性能なマルチコントローラシステムを実現する
新しいPXI仕様

PXISA（PXI Systems Alliance）は先ごろ、PXIシステムと自動テスト
システムに対応するマルチコントローラ構成を実現するPXI
MultiComputing（PXImc）仕様をリリースしました。この仕様では、
既存のPXIシステムとの下位互換性を維持しながら、複数のコント
ローラを広帯域・低遅延のPCI Expressバスで接続するためのマル
チベンダ相互運用規格を規定しています。
現在、PXIユーザはマルチシャーシPXIシステムを構築する際に

2つのオプションを選択することができます。その1つがMXI-Express
で、このオプションでは、広帯域・低遅延のCabled PCI Expressリンク

を介して複数のPXIシャーシを接続することができますが、
システムコントローラは1台に制限されます。
もう1つのオプションは、複数のPXIシャーシをEthernetで
接続し、各シャーシそれぞれにシステムコントローラを取り
付けることができるというものですが、この場合、帯域幅低減
と高遅延という代償が伴います。そこで、ハイエンドアプリ
ケーションに対応する3つ目のオプションを提供するのが
PXImcです。PXImcでは、適切なハードウェアとソフトウェア
インタフェースを指定することで、システムコントローラがそれ

ぞれ取り付けられた複数のPXIシステムをCabled PCI Expressリンク
を介して接続することができます。
なお、ラップトップ、高性能コンピュータ、スタンドアロン計測器間の
通信もサポートするPXImcでは、1つのシャーシに複数のプロセッシン
グモジュールを取り付けて処理能力を拡張することができるほか、
高度な冗長化などの特別なPXI機能を使用することもできます。

PXImc仕様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「nsi0128」と入力してください。

イベント／
テクノロジアウトルック

LabVIEW仮想ユーザグループミーティングに参加すれば、専門性の高いコンテンツに
ご自分のデスクからアクセスすることができます。

PXImcを利用すれば、Cabled PCI Expressリンクを介して
複数のインテリジェントデバイスを接続することができます。
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「可変鏡を用いた極短光パルスの自動圧縮システム」

図1.可変鏡によるパルス圧縮の模式図。広帯域光パルスを
プリズムにて分光し、可変鏡を用いて各々の波長の光の

光路長を調整することでパルス圧縮を行う。

アプリケーションコンテスト2009学生部門受賞作品紹介
2010年春号Instrumentationニュースレターに引き続き、夏号でも2009年アプリケーションコンテストの受賞作品を紹介していきます。今回は学生
部門で最優秀賞／優秀賞に選ばれた作品をご紹介します。受賞作品は、ni.com/jp/apconからもご覧いただけます。

学生部門
最優秀賞
東北大学 理学研究科
川上 洋平氏

1．背景
最先端の光技術を駆使し、未知の物質に含まれる元素・分子や

その特性、また、半導体などにおけるキャリアダイナミクスや化学反応
をはじめとした自然現象の多くを調べる手段のひとつに、超高速時
間領域分光法がある。これは、いわば動画を記録するように、物質を
構成する電子や原子、分子、格子の動きを、時間を追って記録して
いこうという技術である。この手法の最大の利点は、物質の外部刺激
に対する応答や化学反応などの素過程を、時間軸上で順次観測
していくことができる点にある。ここで最も重要なのは、その時間分解
能である。そこで、高時間分解能を実現するための極短光パルス
光源の開発が急務であり、現在、国内外で盛んに研究が進められ
ている。我 の々研究グループでは、この最先端の光学技術を基礎
物性研究に応用するため、極短パルス光源の開発を進めている。

2．課題
上記のような極短光パルスは、広帯域なスペクトルを有する光、

すなわち、多くの色が混ざった光を元にして作られる。ここで、光とは
電磁場の“波”であるが、この波の性質のひとつである“位相”を制御
することが極短光パルス発生の本質である。上記のような広帯域の
光に含まれる様 な々色の光の位相は、色によってずれているのが
普通であるが、この“位相のずれ”を補正してやることによって、時間
幅の極めて短い光パルスが発生する。具体的には、各色の光の
光路長を個別に制御することで、全ての色の光の位相を揃えること
ができる。
このような光の位相制御の方法としては、プリズム対や回折格子
対を用いた方法が最も基本的なものであり、従来、様 な々分野で
用いられてきた。この方法は、そのシステム自体が比較的簡単で
あり、扱いやすいというメリットがある反面、固定型のシステムである
ため、最適な条件（プリズム、回折格子対間の距離など）を決定する
までに多くの時間と労力を要し、さらに、メンテナンスにも手間が
かかる、また、各色の光の位相を個別に制御できないために繊細な
位相制御には不向きといったデメリットを有している。極短光パルス
発生を例に取ると、従来用いられてきたプリズム対や回折格子対
からなる光パルス圧縮器では、上記のような幅広い波長の光の位相
をおおまかに揃えることはできても、全ての波長の位相を厳密に揃え
ることは不可能であるため、真に時間幅の短い光パルスを作り出す
ことはできなかった。この問題点が克服されれば、従来の超短光
パルスに比べて、その時間幅が半分以下の光パルスの発生が

期待できる。すなわち、時間分解分光の測定システムとしてこれを
用いた場合には、その時間分解能が従来の倍以上になるのである。
そこで我 は々今回、光パルス圧縮装置に、繊細かつ動的な位相
制御を可能にする「可変鏡」を導入した（図1）。これは、複数チャン
ネルの電極とその上に配置された金膜の鏡からなり、電極に電圧を
印加することにより、金膜の鏡との間に働くクーロン力を介して、この鏡
を前後方向に高精度に微動させるというものである。上記の多くの色
を含んだ光を分光し、可変鏡で反射させることにより、各色の光の光
路長を光の波長以下の精度で制御できる。すなわち、各色の光の
位相を個別に制御できるのである。このことから、可変鏡の形状に
よって、出力される光パルスの時間幅が決まることになる。以上のよう
に、光パルス圧縮器として可変鏡を導入することにより、繊細かつ
柔軟、さらには動的な位相制御が可能となる。
可変鏡を用いる大きな利点がもうひとつある。光パルス圧縮の

自動化である。これは、電子的に、すなわち動的に制御可能なシス
テムであればこその利点である。さらに、このことを応用すれば、一度
構築したシステムのメンテナンスも極めて簡便なものとなる。
本システムの構築における課題をまとめると、以下のようになる。

�光パルス圧縮器のパーツを、固定型のパーツ（プリズム対など）
から動的制御型のパーツ（可変鏡）に変更し、その制御プログラム
を作成する。
�光パルス圧縮の過程、すなわち位相制御を自動化する。

アプリケーションコンテスト学生部門
受賞作品
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LabVIEW

図2.極短パルス発生システムの構成図。図中グラフの時間軸の値は
オートコリレータ中の自動ステージから、また、光パルスの強度は光検出器から
取得する。これらの信号を受信するタイミングを合わせることによって、

図中の自己相関波形およびFROGトレースが得られる。

図3.システム制御プログラムのスクリーンショット。
a）FROGトレース測定プログラム、b）可変鏡制御プログラム、
c）可変鏡最適化プログラム；c-1）デバイス設定・確認画面、
c-2）可変鏡最適化画面。取得した自己相関波形を元に、

次に可変鏡に与える電圧を決定する。

図4.自動最適化システムの概念図。

（LabVIEW）

3．ソリューション
3-1．システム構成
今回構築したシステムの構成図を図2に示す。広帯域光パルス

発生器（（N）OPA）から出力される光パルスを、可変鏡を用いた光
パルス圧縮器にて圧縮する。ここで、可変鏡の形状は、LabVIEWで
電極に与える電圧を指示することにより決定される。光パルス圧縮器
から出力された光パルスは、オートコリレータおよびFROG計測器に
て評価される。光パルスの自己相関波形もしくはFROGトレースをPC
で集録し、LabVIEWで作成したソフトウェアで解析することによって、
光パルスの時間幅が求まる。光パルスの時間幅が最も短くなるよう
に、可変鏡に与える電圧を、LabVIEWソフトウェア上で調整すること
により、求める極短光パルスが得られる。作成したLabVIEWソフト
ウェアのスクリーンショットを図3に示す。

ここで、前に述べたような“真の”極短光パルス、すなわち、全ての
波長の位相が揃った光を発生させるためには、可変鏡の形状の
最適値を求めなければならない。そこで、光パルス圧縮システム
（可変鏡）、光パルス評価システム（オートコリレータもしくはFROG
計測器）、データ集録システム（光検出器およびPC）を統合し、
LabVIEWにて管理・計測・制御することにより、光パルス圧縮の自動
最適化システムを構築した。そのフィードバックループの概念図を
図4に示す。すなわち、ある可変鏡の形状に対応した光パルスの
自己相関波形の時間幅を計測し、これを元に次の可変鏡の形状を
決定する。これを繰り返すことにより、光パルスの時間幅が最も狭く
なるような可変鏡の形状を自動で求めることができる。

3-2．結果
光パルス圧縮器において、固定型のパーツであるプリズム・回折

格子対を、LabVIEWによる電子的かつ柔軟、繊細な制御が可能な
可変鏡に変更することで、光パルス圧縮にかかる時間およびその
精度が大幅に改善した。特に、発生した光パルスを、時間分解分光
などの測定システムとして用いる場合を例に挙げると、その時間
分解能は従来の2倍以上となった。
さらに、LabVIEWを用いて光パルス圧縮の自動最適化システム
を構築した結果、圧縮の作業そのものが自動化され、従来とは比べ
物にならないほど高速化および簡便化された。特に、最適化システム
の初期値（可変鏡の初期形状）を適切に与えた場合には、数分程
度で最適値を見つけ出すことができる。これは、従来行っていたプリ
ズムもしくは回折格子対を用いたパルス圧縮が、数十分～数時間を
要することに比べると飛躍的な改善である。また、このことは、一度
構築したシステムのメンテナンスにも利用できることを考えれば、
極めて有利な点である。
最後に、FROG計測プログラムおよび可変鏡制御プログラムの

開発に要した時間は約1日、自動最適化プログラム開発に要した
時間は1週間程度であり、極めて迅速にシステムを構築することが
できた。
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「ナノ／マイクロ形状のための座標測定システム」

図1.提案プローブの
表面位置検出原理

図2.計測システムのデバイス構成 図3.計測フロー

学生部門
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

1．背景
近年、携帯電話カメラの普及に

見られるように、小径レンズなどの
小型部品に対する需要は高まりを
見せている。レンズなどの光学部品
は、その形状が設計機能に直結
するため、ナノメートルレベルの精度
で3次元的形状評価可能な技術の
開発が急務となっている。このような
3次元形状を高い自由度で計測
可能な計測器として、CMM（座標
測定器）がある。この数年、ヨー
ロッパを中心に、数10 mmの範囲を
50 nm程度の精度、数nmの分解能で形状評価可能な超高精度
CMM（ナノCMM）の開発が進んでおり、しかし、被測定物の表面を
検出する表面位置検出プローブがボトルネックとなっている。本研究
では、光放射圧という力を用いた、従来にない新規なプローブとそれ
を用いた計測システムを開発している。本研究で提案するプローブ
はレーザによって空中に浮遊させた8 μmのガラス球を水平に振動
させ（図1�）、その振動プローブを測定面に接近させる。その時に
測定面とプローブの相互作用によってプローブ振動が変化する
（図1�）。その変化を観察することで測定面位置を検出する。測定
システムでは、プローブは3軸ステージに設置される。ステージを操作
しプローブを測定面に接近させ、プローブの振動が十分に減衰した
瞬間のステージの値から座標値を取得する。
今回、このナノプローブ統合座標測定システムを構築するにあた

り、計測システム開発を行った。

2．課題
プローブの振動周波数は最大3 kHzで、水平面XYの2方向に振
動させる。プローブ制御に関して、出力信号1 Vがプローブの変位
28 μmに相当し、数nm単位でプローブ位置を制御するためには
10 kHz、16 bitの2 chアナログ信号出力が必要である。プローブ
信号の入力に関して、プローブは最大10 μm/secの速度でアプ
ローチするため、1nmの測定分解能を得るため、サンプリング周波数
は10 kHz以上が求められる。プローブ信号はプローブの位置を示す
信号であるため、16 bit以上の高分解能な集録が必要である。
プローブ信号、およびそれらの振幅と位相を同時にモニタし、これら
の信号に測定モードに応じたトリガを設定し、ステージXYZの値を
取得する。
その他、測定システムでは次の信号も同時に集録する。まずCCD

のアナログ入力は、プローブ球を捕捉する時に粒子を観察するため
に用いる。次に、形状測定に温度管理は欠かせず、計測中4 chを
1 Hzで温度計測する。

まとめると、本システムに必要とされる仕様は、
� 10 kHz、16 bitで2 ch同時アナログ信号出力
� 10 kHz、16 bitで6 ch同時アナログ信号サンプリング
� CCD像のアナログ入力
� 1 Hzで4チャンネルでの温度計測
計測システムを構築するため、
� �－�に加え、ステージ信号32 bitバイナリ信号入力を加え
た5つの信号を同一プラットフォームで処理

� 開発期間半年

従来の基礎実験では、以下のように行っていた。
�プローブアプローチはそれぞれを個別に制御していた（ステージ
を動かして、プローブ信号を取得）
�ステージは手動もしくはファンクションジェネレータによって制御
�プローブはファンクションジェネレータにより制御
�プローブ信号出力はオシロスコープ表示を目視。データ取得の
際は、ID変換ボードを用いて取得

［問題点］
�ステージとプローブの同期はなく、プローブのダイナミックな信号
取得は不可能

�手動の部分が多いため、実験も長時間に及び、現象の再現性
に問題がある
�人が操作するため、温度・湿度の管理が困難を極め、温度
測定も意味をなさない

3.ソリューション
3-1．システム構成

図2に示すシステム全体を統轄するアプリケーションとして、
LabVIEW 7.1 developerバージョンを用いた。以下、図3に示す座標
測定の手順に従って説明する。

アプリケーションコンテスト学生部門
受賞作品
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図4. LabVIEWフロントパネルの各モード
（a）粒子捕捉 （b）環境温度測定 （c）位置検出

（a）基礎実験データ （b）構築されたシステムによるデータ
図5.プローブ振動の位相

［1］プローブ球を捕捉
測定に用いる8 μmガラス球を捕捉するため、CCD像に対して

ステージ移動量を制御し、ガラス粒子とレーザ光軸を一致させて
プローブを捕捉する。アナログ画像取得にはPCI-1405を用いた。

［2］プローブ球の振動制御
アナログ信号出力によってプローブを正弦振動させる。プローブ
制御はLabVIEW内で生成した正弦波を出力する。信号は途中で
分岐され、1つはセンサの振動制御素子に、もう1つは参照信号として
ロックインアンプに送られる。プローブ信号出力にPCI-6731を
用いた。

［3］測定面に一定速度で接近
ステージ制御により測定表面から50 μm上空までプローブを動か

し、そこから測定面に垂直接近させる。ステージの制御はUSBを介
し、LabVIEWからActiveXによりフィードバック回路を制御するPMAC
という専用ソフトウェアを制御した。

［4］振動の減衰を測定し測定物の表面位置を検出
振動プローブ信号をロックインアンプに入力し、ロックインアンプで

プローブ振幅、位相を測定する。プローブ信号2軸、振動振幅、位相
遅れなど複数chの信号を、サンプリング数10 kHz以上で高分解能
に取得する。信号集録にPCI-4472を用いた。

［5］ステージを停止

［6］ステージの座標値を読み取り、検出点に座標付け
測定面の検出位置に座標値を与えるため、ステージの移動量

（XYZ軸）の信号を取得する。プローブ信号のトリガから高速に
ステージ移動量を取得するため、ステージの値はXYZ軸を32 bit
デジタルのバイナリ信号で取得した。

［その他］常時温度測定
物体の形状を測定中、常に4 chの温度計（サーミスタ）で測定

環境、測定装置などの温度を、各チャンネル1 Hzでデータを取得
する。そのデータ集録にはNI USB-4350を用いた。

3-2．結果
■複雑な自動計測システムを約5ヶ月で実現した
当初の狙い通り、LabVIEWというプラットフォームで統一すること

で、PCで電圧入出力・画像信号を同じアプリケーション上で扱える
ことが可能となり、信号同期を取ることが出来、プローブ信号から
ステージ座標取得のためのトリガ信号生成も行えた。ActiveXもサン
プルプログラムを参考に短時間で作成でき、PMACというソフトとの
統合も行えた。システムを約5ヶ月で作ることが出来、加えて、
LabVIEWでのプログラム変更もスムーズに行え、結果、多くの実験を
通して、完全自動で形状計測をすることが可能になった。

■3次元形状計測が可能に
直径500 μmの標準球上510点の自動測定を可能にした。基礎

実験で、50点取得に24時間以上要していたが、今回は3時間で
行えた。また、自動計測のため温度管理が可能となり、3時間の
測定中の温度変化を0.1℃以下に出来た。

■プローブ捕捉をセミオートで行えた
図4（a）のCCD画像内の任意粒子をクリックすると、ステージが

その上方に移動し粒子を捕捉するという、セミオートプローブ捕捉
機能を実現できた。自動化することのメリットは、人が近寄らないので
湿度を低く保てる。これまで個人スキルに頼っていたプローブ捕捉の
自動化が実現し、計測器の汎用性が高くなった。

■ダイナミックなプローブ信号を取得可能となった
基礎実験では、手動によるデータ取得のため、ステージを動かして

プローブ信号を取るというように、プローブの静的挙動の観察可能で
あった。しかし、上記のシステムを用いることで、プローブ信号をダイ
ナミックにとらえることが出来るため、現象をより正確に記録でき、
プローブ開発が躍進した。下図に一例を示す。プローブを測定面に
垂直に接近させたときに発生する、プローブ振動位相の変動が従来
は50 nm間隔の離散的信号のみでも膨大に時間を要したのに対し、
現在のシステムを用いれば連続的信号（1.5 nm間隔）を容易に
取得可能となった。
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NIWeek会場の様子

アプリケーションコンテスト 2010作品募集中

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

のイベントやWebサイト、ニュースレター等、各方面で紹介いたします。企業の
イメージアップや製品の販売促進、また研究成果発表の場を広げる絶好の機会
です。是非ご応募ください。

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

■作品執筆のポイント
�NIのハードウェア／ソフトウェア製品がシステム内でどのように使用され、どの
ような成果を生みだしているのか、可能であれば具体的な数値も交えて（xx％
時間短縮、xx％コスト削減など）詳しく説明してください。

�システムを構築する際、考え得る組み合わせの中で、なぜNI製品の採用に
至ったのか、工数、費用対効果、スループット、製品原価等、具体的な例を
挙げて説明してください。

�旧システムからのアップグレードであれば、旧システムでの問題点を挙げ、
新システムでどのように解決したのか説明してください。

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

～一般部門に各部門賞を新設～
一般部門に、新たに注目分野アプリケーションに特化した各部門賞を設け
ました。
�計測部門 �医療機器設計・開発部門
�制御・シミュレーション部門 �Robotics部門
�新エネルギー・環境部門（環境対策に貢献する製品開発：例EV/HEV、
太陽電池、風力発電等を含む）

�アカデミック‐研究部門（例：学術研究分野での応用）
�アカデミック‐教育部門（例：教育カリキュラム・学生実験等でNI製品を活用）

■賞品
1. 一般部門
最優秀賞：「NIWeek* 2011」ご招待（1名様）
各部門賞：商品券5万円分（7名様）※但し、応募者全員が一定のスコア基準

に達しない場合、部門賞該当なしとなることがあります。
参 加 賞：作品を提出いただいた方全員に、全国共通プリペイドカード「QUO

カード（10,000円分）」を差し上げます。

*NIWeekは米国テキサス州オースティンにて開催される、NI本社最大のテクニカルコンファレンス・
イベントです。最優秀賞賞品には2011年8月（予定）に開催されるNIWeekへの参加費用のほか、
往復航空費、現地での宿泊費が含まれます。

2. 学生部門
最優秀賞：商品券15万円分
優 秀 賞：商品券5万円分
参 加 賞：作品を提出いただいた方全員に、全国共通プリペイドカード「QUO

カード（10,000円分）」を差し上げます。

■コンテスト参加方法
1. 申し込み
ni.com/jp/apconへアクセスの上、「コンテスト応募資料（.zip形式ファイル）」を
ダウンロードしてください。
初めに「アプリケーションコンテストの流れ」をご確認ください。
ファイル内の申込書に必要事項を記入し、メール添付にてmarketingjapan@
ni.comまでお送りください。

2. 作品提出
下記3点を、marketingjapan@ni.comまでお送りください。その際、タイトルに
「アプリケーションコンテスト」と部門名を明記してください。
なお、作品制作に時間がかかる場合は、先に�の申込書のみ、お送りくだ
さい。
�アプリケーションコンテスト2010申込書（記入済のもの）
�執筆ガイドラインに沿って制作した作品
�アプリケーション事例使用許可書（記入済のもの）
※ファイルサイズが10 MBを超える場合は、原稿と図表類をCDRまたはDVD
に収め、ハードコピーを添えて、下記までご郵送ください。

＜郵送先＞〒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
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 アプリケーションコンテスト 2010係

【締め切り】
コンテスト参加申込締切：2010年6月30日（水）
コンテスト作品提出締切：2010年8月31日（火）

■お問い合わせ
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 アプリケーションコンテスト 2010係
〒105-0011東京都港区芝公園2-4-1 ダヴィンチ芝パークA館4階
Tel：0120-108492（代）／Fax：03-5472-2977
E-mail：marketingjapan@ni.com

◇自動テストシステム設計のノウハウ実践ガイドのダウンロード
（1）『自動テストシステムの設計』
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitdsignatsystm/content.xhtml
（2）『ソフトウェア定義テストの基礎』
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekittestfundmntls/content.xhtml

◇『計測ノウハウ集』、計測器制御編・センサ編・解析編の3冊が完成
基礎知識がテーマごとにまとめられているので新人研修にも最適
http://www.ni.com/keisokuguide/ja/

◇家電関連ユーザ事例集のダウンロード
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitcnsmrelctrnic/content.xhtml

◇データ集録パンフレットのダウンロード
Xシリーズデバイス、Cシリーズデバイスなど、新製品が追加された改訂版
https://lumen.ni.com/nicif/ja/infodaqbrochure/content.xhtml

◇日本NIの公式Twitterアカウント
新製品情報、イベント情報、セミナー実況中継など、NI製品に関するお役
立ち情報が満載
http://twitter.com/ni_japan

◇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、1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�、
�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

アプリケーションコンテスト

NI からの耳寄り情報
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新製品情報 2010年3月～2010年5月
◆広範囲な温度条件に対応するNI CompactRIOコントローラ
高性能コントローラが搭載されている上、コンフォーマルコー
ティングが施されているため、過酷な条件下で動作するアプリ
ケーションにも対応可能

�NI cRIO-9023/cRIO-9025コントローラ
‐LabVIEW Real-Timeを 使 用し、
確定性に優れた制御、データ
ロギング、解析が可能
‐533 MHzプロセッサ、2 GB不 揮
発性ストレージ、256 MB DDR2
メモリを搭載（cRIO-9023）
‐800 MHzプロセッサ、4 GB不揮発

性ストレージ、512 MB DDR2メモリを搭載（cRIO-9025）
‐デュアルEthernetポート、リモートユーザインタフェースに使用
できる組込Web／ファイルサーバ
‐USBフラッシュおよびメモリデバイスとの接続のためのHi-
Speed USBホストポートを搭載

‐周辺デバイス接続用のRS232シリアルポート、9～35 VDC
デュアル電源入力
‐動作温度範囲：－40～70℃

◆PXI Expressバス対応NI FlexRIO FPGAモジュール
研究開発での使用を想定しているため、試作・検証プロセスの
効率化が可能になり、品質向上やトータルコストの削減を実現

�PXI Expressバス対応NI FlexRIO FPGAモジュール
「NI PXIe-7961R」「NI PXIe-7962R」「NI PXIe-7965R」
‐DSP向けVirtex-5 SX50T FPGAはLabVIEW FPGAモジュール
でプログラム設定可能
‐DSP向けVirtex-5 SX95T FPGAはLabVIEW FPGAモジュール
でプログラム設定可能（NI PXIe-7965R）
‐594 KBの組込型ブロックRAM（NI PXIe-7961R）
‐512 MBのオンボードDDR2 DRAM
（NI PXIe-7962R、NI PXIe-7965R）
‐132のシングルエンドI/Oライン（66の差動ペアとして構成
可能）

‐NI FlexRIOアダプタモジュール開発キット（MDK）を使用
したカスタムI/O
‐16のDMAチャンネルで、800 MB／秒以上の高速データ転送
が可能

‐他のFPGAモジュールと選択したNIモジュール式計測器との
間でピアツーピアデータ転送が可能

◆熱電対計測デバイス「NI USB-TC01」
ドライバインストール不要で即座にPCベース計測を可能にするNI
InstantDAQテクノロジを採用

‐NI InstantDAQテクノロジにより、PCでの
計測が簡単に実現（ドライバのインストール
は不要）
‐機能が追加されたアプリケーションを無料
でダウンロード可能

‐LabVIEWグラフィカルプログラミングおよびソフトウェアのカス
タマイズはNI- DAQmxドライバで対応
‐J、K、R、S、T、N、E、Bタイプの熱電対に対応
‐標準ミニプラグで簡単な熱電対接続

ロボット総合情報誌「ロボコンマガジン」（オーム社）7月号より、「LabVIEWで楽々ロボット開発」
と題した連載がスタートします。LabVIEWをロボットアプリの切り口からご紹介しています。興味
のある方は是非オーム社のWebサイトをご確認ください。
http://www.ohmsha.co.jp/robocon/

新製品情報

ROBOCON Magazineでの連載がスタートします。
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無料オンラインテスト
ご自身のエンジニアリングスキルをオンラインで確認することができます。

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

カスタマートレーニング
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6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。

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

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

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

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

【対 象 者】
�教員、大学院生、大学生の方
�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】
6/30東京
※開催日程は変更される場合があります。最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

出展予定イベント一覧（6～8月）
◆第5回新エネルギー世界展示会
【日 時】2010年6月30日（水）～7月2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.renewableenergy.jp/entry.html

◆新エネルギー技術カンファレンス 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～

【日 時】2010年7月23日（金） 13：00～17：30
【場 所】秋葉原ダイビル 5F カンファレンスフロア 5B
【参加費】無料（事前登録制） http://www.xport.ne.jp/seminar/

＜日本NI講演「ナショナルインスツルメンツが提供する
スマートグリッド向けソリューションとその事例」＞

「ワイヤレスセンサーネットワーク」と「ネットワーク型分散IO」の使用により、巨大化するスマート
グリッド上の様 な々電源や制御システムを、効率よく高精度に同期して計測、制御することが
可能になります。
遠隔電力監視、電力制御に必須のテクノロジや事例をご紹介します。

◆TECHNO-FRONTIER 2010 第19回ボード・コンピュータ展
【日 時】2010年7月21日（水）～7月23日（金） 10：00～17：00
【場 所】東京ビッグサイト
【参加費】無料（事前登録制） http://vanguard01.evt-web.jp/techno2010/jpreg/

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。
■組込システム設計
http://www.ni.com/embedded/ja/

■工業用の計測／制御
http://www.ni.com/industrial/ja/

■家庭用電化製品
http://www.ni.com/electronics/ja

■NI FlexRIO
http://www.ni.com/flexrio/ja/

■EtherCAT用NIマスタ／スレーブデバイス
http://www.ni.com/ethercat/ja/

■NI InstantDAQ技術を利用したUSB熱電対計測デバイス
http://www.ni.com/usb-thermocouple/ja/

【Webイベント・デモビデオ】
■NI FlexRIOの概要
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1982

■NI FlexRIOとは
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1034

■PXI Expressで位相コヒーレンスRF信号をディスクに記録
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2096

■NI USB-TC01のクイックガイド
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1980

【新規資料・リソースキット】
■計測ノウハウ集
http://www.ni.com/keisokuguide/ja/
センサ計測やGPIBによる計測器制御、解析に関する基礎理論を解説したノウハウ集が完成しま
した。それぞれの巻末では、計測環境に関して、よく寄せられる課題とその解決策もご紹介してい
ます。

■テストシステム開発の関連資料
http://www.ni.com/automatedtest/ja/guides.htm
�自動テストシステムの設計－ソフトウェア定義テストエンジニアリング実践ガイド
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitdsignatsystm/content.xhtml
この実践式ガイドでは、ソフトウェア定義のテストシステム設計の全プロセスを詳しくご紹介
しています。
�ソフトウェア定義テストの基礎
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekittestfundmntls/content.xhtml
このガイドでは、5層アーキテクチャによってモジュール式のソフトウェア定義テストシステムを
開発する際の基本事項について解説しています。

■家庭用電化製品業界事例集
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitcnsmrelctrnic/content.xhtml

■PXI入門リソースキット
https://lumen.ni.com/nicif/ja/evalpxi101ekit/content.xhtml

■組込システム設計リソースキット
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitembdintro/content.xhtml

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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