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ユーザの「Time」にフォーカス
「Time」は、私たちの誰もが熟知している基本的な概念です。特に
エンジニアリングの現場では、「Time」やそれが及ぼす影響をはっ
きりと意識する場面が少なくありません。市場投入期間、開発期間、
製造期間、処理時間、サイクル時間……。皆さんの職場でも、こう
したフレーズが頻繁に飛び交っているはずです。しかしこれらは
結局、ベンジャミン・フランクリンが18世紀に残した、「時は金なり」と
いう言葉に集約できるのではないでしょうか。
ナショナルインスツルメンツは、「Time」のさまざまな側面の中でも、
特に重要性の高いもの――つまり「ユーザのTime」という側面に大きく

注力しています。これに向けて当社は、以下に挙げた5つの基盤となる要素から、「Time」の効
率化にアプローチします。

初期設定／コンフィギュレーション時間
製品の設定やコンフィギュレーション（構成）を短時間で済ませたい、というユーザの声に応え
るため、当社は製品の初期設定や、使用中に必要になるメンテナンス、コンフィギュレーション
の作業を簡略化する方法を模索し続けています。こうした開発努力のほかにも、ユーザがより
効率的な手法で成果を上げられるように、各種のトレーニングコースを通じて製品のさまざま
な活用術を紹介しています。これらのトレーニングコースは、多くの受講者から「貴重な時間を
投じる価値があった」と好評をいただいています。

開発期間
開発するアプリケーションが自動テストであれ組込制御であれ、設計から試作、フルシステム
の実機展開に至るまで、全工程を迅速に進められるようにユーザを支援してくれるツールが
不可欠です。それこそまさに、グラフィカルプログラミングが根源的に目指しているものであり、
NI LabVIEWソフトウェアが長年にわたってユーザに広く支持されている理由の1つだと当社
は考えています。

実行時間
システムを開発したら、アプリケーションの要件で求められている以上の実行速度と性能を
達成できていることを確認しなければなりません。ソフトウェアをベースにしたナショナルインス
ツルメンツのアプローチには、演算性能の向上が急速に進むマルチコアプロセッサやFPGA
（Field-Programmable Gate Array）を活用できるという大きなメリットがあります。

開発言語にタイミングの概念を統合
皆さんの多くが手掛ける、タイミングの要件が厳しいI/Oベースのアプリケーションでは、タイ
ミングの概念を詳しく可視化することと、タイミングの制約や目標を満たすことの両方が求めら
れます。ここでもLabVIEWは、ほかに類の無い機能を提供します。実はこのグラフィカルプログ
ラミング環境には、「Time」が第一級オブジェクトとして組込まれています。つまりLabVIEWで
は、タイミングループストラクチャなどのプログラミング構造から、信号処理や演算に至るまで、
関連の各関数においてタイミングをベースにしたイベントの統合やトリガ設定を行うことが可能
です。

システムのタイミング／同期
「Time」の側面として最後に挙げるのは、多様なコンポーネント間のタイミング／同期です。これ
は、多くのシステムで非常に重要な要件になります。単一のマシンに搭載した複数のプロ
セッサ間の同期から、世界各地に分散して配置したシステム間の同期に至るまで、NIは
ハードウェアとソフトウェアの両方で、さまざまなレベルのタイミング制約を満たす多彩なアプ
ローチを提供しています。
「Time」は、皆さんの成功にとって不可欠な要素です。当社の使命は、皆さんが限りある

「Time」を最も効率よく利用できるような手段を提供することだと考えています。ベンジャミン・
フランクリンは、こんな言葉も残しています。「失われた時間は、二度と戻らない」。
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LabVIEW 2010のキーワード－「It's Time」
「Time／時間」は、エンジニアリングのあらゆる局面で重要な要素です。

データ集録を高速化する、あるいは実世界の信号をソフトウェア上で
正確に表現する、複数のリモートシステムを同期する、またはもっと
単純に、業務時間を短縮する……。いずれの場合も「Time」が重要
です。NI LabVIEWは、「Time」の節約と「Time」の表現の両方をグラ
フィカルプログラミング言語によって支援する、比類の無いソフト
ウェアです。LabVIEW独自のグラフィカルなアプローチを導入すれ
ば、エンジニアはデータとそのデータの処理に集中できる上、コン
ピュータプログラミングにおいて管理が面倒なメモリの割り当てや
言語のシンタックス（構文）などを抽象化できるため、生産性を高める
ことが可能です。さらにLabVIEWには、ハードウェア・ソフトウェア間の
タイミングの関係とタイミングの制約を定義する、高度なタイミング
機構とAPIが組込まれています。
ナショナルインスツルメンツ（NI）はLabVIEW 2010を開発するに
あたり、「Time」に関連する機能の強化に重点を置きました。この最新
版ではプラットフォーム全体にわたってソフトウェアをアップデートして
います。ユーザの要望に基づく新機能を追加したほか、FPGA（Field
Programmable Gate Array）のIP（Intellectual Property）ブ ロックを
新たに用意したり、タイミング／同期機能を強化したりしています。さら
に、バックエンドのコンパイラを改良し、マシンコードを生成する際の
最適化を推し進めることで、コード実行速度を約20％向上させ
ました。

LabVIEWコンパイラ
LabVIEWコンパイラは、抽象化による生産性向上の鍵を握る技術
です。コンパイラはメモリ割り当てやスレッド管理などのタスクを処理
するだけでなく、ブロックダイアグラムのコードが実行不可能な場合に

は編集時にユーザにフィードバックを返します。そして、ユーザが
用意した高位のデザインに、高度なコンパイル処理と最適化処理を
施すことで、効率の高いマシンコードを生成します。
NIは長い年月をかけて、LabVIEWコンパイラの高機能化と最適

化を進めてきました。これまでに、インプレース機能やデータ型の
伝播、クランプのアルゴリズム、仮想レジスタ、テキストブックコンパ
イラ最適化をはじめ、ほかにもNIのコンパイラ開発チームが生み
出した高度な処理を数多く追加しています。コンパイラのアップデート
は、新機能の追加や、バグの修正、コンパイラの強化などその内容に
関わらず、コードの実行に影響を及ぼします。LabVIEW 2010におけ
る重要な取り組みの1つがVIのランタイム性能の向上でした。既存の
コードに手を加えずに、VIの実行速度を高めることが可能になり
ました。

コードの最適化でランタイム性能を向上
NIの開発チームは、VI実行速度を高めるため、LabVIEWコンパイラ
の処理階層に2つの「層」を追加しました。ユーザが既存のコードに
一切手を加えることなく、自動的に実行速度が高まります。従来版
のLabVIEW 2009では、データフロー型のコンパイラ中間表現
（DFIR：Dataflow Intermediate Representation）が導入されました。
この中間表現は、ユーザが記述したブロックダイアグラムから生成
されたデータフローグラフを変換する、ハイレベルのフレームワーク
です。LabVIEW 2010ではさらに、ローレベル仮想マシン（LLVM：
Low-Level Virtual Machine）をベースにしたバックエンド処理が
追加されました。これにより、各種の標準的なコンパイラ最適化を
新たに使えるようになりました。DFIRとLLVMを組み合わせることで、

コンパイラ内でハイレベルの中間表現とロー
レベルの中間表現が出力されるので、それら
を利用してLabVIEWコードを分解し、最適化
することが可能です。このように中間表現を
利用したコンパイラ最適化では、実際のブロッ
クダイアグラムに変更を一切加えることなく、
最適化されたマシンコードを生成できます。
この結果LabVIEW 2010では、アプリケー
ションの実行時間を約20％短縮することが
可能になりました。

大規模アプリケーション開発の負荷を軽減
LabVIEW 2010には、ソースコードの管理を
支援するとともにソフトウェアアーキテクチャの
モジュール化を促進する、大規模アプリケー
ション向けの新機能が搭載されました。
LabVIEWでユーザが記述した実際のソース
コードから、コンパイル済みのオブジェクトを
分離することで、アプリケーション開発のワーク
フローを改善します。この新しい設定を有効に
すると、VIを再コンパイルしても、表示上は

トピック

図1. LabVIEW 2010では、LabVIEW 2009に比べてランタイム（実行時間）を20％短縮。
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変更されたように見えません。このため、ユーザがグラフィカルソース
を変更しない限り、ファイルをソースコード管理に再保存したり、再送
信したりする作業は不要です。
NI LabVIEW 2010に新たに用意されたパックプロジェクトライブ

ラリを使うと、ソフトウェア設計と開発プロセスのモジュール化を促進
できるので、ビルド時間が短縮され、実装が容易になります。この
パックプロジェクトライブラリは、LabVIEWの新たなファイル形式で
あり、プロジェクトライブラリとその参照VIをすべて1つのファイルに
まとめたものです。このファイルに収容されたVIは、ブロックダイア
グラム無しで保存されたVIのように動作しますが、その階層は完全
に隠ぺいされた状態になります。このVIはビルド仕様に基づいて
生成されます。ビルド仕様では、既存の.lvlibファイルの1つが指定
され、パックプロジェクトライブラリに収容するVIと、公開／エクスポート
するVIとをそれぞれ定義します。

ユーザコミュニティ発の新機能
LabVIEWコミュニティは、ユーザがLabVIEWを効果的に活用するた
めの知恵袋として大きな役割を担っています。コミュニティのメンバー
は、NIディスカッションフォーラム（ni.com/forums）でほかのメンバーを
サポートしたり、NI Developer Zoneコミュニティ（ni.com/community）
にサンプルコードを投稿したり、ユーザグループをまとめたりして
います。LabVIEWコミュニティは、LabVIEW 2010の開発にも決定的
な影響を与えました。

LabVIEW Idea Exchangeに寄せられたユーザの声
NIは2009年8月に、製品に対するフィードバックを募るフォーラム
「LabVIEW Idea Exchange」を立ち上げました。このフォーラムの目的
は、LabVIEWコミュニティとLabVIEW開発チームを橋渡しして、バー
ジョンアップの際に優先的に追加すべき新機能を決定することです。
LabVIEW 2010では、コミュニティメンバーからのフィードバックをその
まま反映させた機能を14項目も追加しました。

インストールやコンフィギュレーションの手間を軽減
LabVIEWコミュニティでは、サポートの課題に関するフィードバックも
寄せられており、NIのエンジニアが日々対応しています。NIは、シス
テムを正確にセットアップすることは、ユーザにとって最初の、そして

最もハードルが高い難関であると認識しています。そこでLabVIEW
2010では、インストーラの改良を図りました。具体的には、製品のシリ
アル番号を入力すると、その情報を基にインストールすべきソフト
ウェアをLabVIEWが自動的に選択するオプションを追加しました。
一方、ソフトウェアのインストールが適切に完了したとしても、パレット
や、ヘルプのトピック、サンプルを探し出すのが厄介だ、という声も
寄せられました。NIの開発チームはこうした声に応え、ユーザが必要
な情報を簡単に見つけ出せるように、LabVIEW 2010の統合開発
環境（IDE）に包括的な検索機能を搭載しました。この検索機能を
使えば、LabVIEWのヘルプや、パレット、NIサポートフォーラム、コミュ
ニティに寄せられた情報、製品情報といったカテゴリから探す場所を
複数指定して検索を実行できます。
LabVIEWはハードウェアと組み合わせて使用することが多い

ため、分散型システムを構築する際にまず問題となるのが、コンフィ
ギュレーション（構成）です。LabVIEW 2010では、Webベースモニタ
リング／構成ユーティリティが新たに用意されました。分散型システム
内のデバイスにこのユーティリティをインストールすれば、ルータを
介した接続と同じようにそのデバイスにアクセスして、ブラウザ経由
で直接、デバイスのコンフィギュレーションを設定できるようになり
ます。また、セキュリティやメモリに関する情報をモニタリングできる
ほか、ファイルを閲覧したり、リアルタイムOSと直接やりとりしたりする
ことも可能です。

パートナー企業によるLabVIEW用アドオン
LabVIEW 2010では、他社によるLabVIEW用アドオンツールの作成
や配布を促進する強化を数多く施しました。例えばコードの開発で
は、LabVIEWコードの生成を自動化するAPI「LabVIEW Scripting」
に開発者がアクセスできるようになりました。さらに開発者は、ライ
センス機能とアクティベーション機能を使って、評価版ソフトウェアを
作成したり、LabVIEWで作成したアドオンツールキットやアプリケー
ションの使用を認定ユーザに限定したりすることができます。アドオン
のパッケージ化には、JKIソフトウェア社が提供する「VI Package
Manager」が役立ちます。パッケージを簡単にビルドできるほか、ライ
センス／アクティベーション機能も緊密に統合しています。

FPGA用IPをオープンに統合
LabVIEW FPGAモジュールの新機能「IP統合ノード」によって、
Xilinx社のIPコア設計ツール「CORE Generator」の.xcoファイルを
直接サポートできるようになりました。プロセッサベースのシステムに
向けたDLLインポートノードと同じように、Xilinx社のIPをLabVIEW
FPGAモジュールに簡単にインポートすることが可能です。この
新ノードはIPブロックのビヘイビアモデルも作成するので、その
ブロックをLabVIEW FPGAコードの残りの部分と組み合わせてデス
クトップ上でシミュレーションできます。Xilinx社のCORE Generatorで
作成したIPコアの読み込みには特殊なメカニズムが用いられます
が、このメカニズムは同コアと同じ特質を備えた一般的なHDLコード
もインポートできます。NI Labs（ni.com/labs）に新たに設けられた
Xilinx IPのスレッドでは、この概念をさらに一歩前進させ、Xilinx IP
のLabVIEW FPGAへの統合を促進するアイデアが議論されて
います。

図2.Webベースモニタリング／構成ユーティリティを用いて、
リモートハードウェア管理を簡略化。

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

ｒ／ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０９１５４　ＮＬ２０１０年冬号／２‐２７★  2011.01.07 19.04.21  Page 4 

http://www.ni.com/community
http://www.ni.com/forums


柔軟性
ミリ秒

ナノ秒

マイクロ秒

バックプレーンタイミング

ソフトウェアでプログラムしたFPGA

グローバルクロックに同期したI/O

タイミングループ

ソフトウェア構成物ーFIFO／OO キュー

ソフトウェア構造化データフロー

タイミング／同期機能を内蔵
コンピュータアプリケーションは通常、情報を
やりとりする対象である物理システムの要件
によって決まるタイミング制約を満たさなけれ
ばなりません。タイミングの概念が明示されな
い環境では、タイミング制約のあるプログラム
を記述するのは困難です。それに対し
LabVIEWは、タイミングを独自の手法で取り
扱うさまざまなメカニズムを備えています。
例えば、タイミングループストラクチャは、
ユーザアプリケーション内でタイミング制約を
規定できるように定義されたAPIです。また、
タイミングループを用いると、優先順位の指定
や、プロセッサアフィニティの割り当て、利用
するタイミングソースなどを設定できます。
さらに、単一のシステム内、もしくは分散型
リアルタイムシステムの一部において、複数の
タイミングループを互いに同期させることも
可能です。LabVIEW 2010には、タイムベースの新たな同期技術が
搭載されています。この技術は、広範囲にわたって配置された複数
のLabVIEWリアルタイムターゲットを標準的なEthernet網を介して
同期できるように、LabVIEWプログラムの機能をさらに拡張するもの
です。LabVIEW 2010はタイミングループ向けの追加のタイミング
ソースとして、時間同期プロトコルのIEEE 1588をソフトウェアで実装
したNI TimeSyncを備えており、誤差がミリ秒を下回る絶対時刻を
提供します。さらにLabVIEW 2010は、タイミングプリミティブとタイ
ミング機能を制御するための新たなメカニズムを内蔵しており、
ユーザはタイミング分解能を何段階にもわたって調整できます。タイ
ミングループを用いれば、デスクトップPC用プロセッサ上のミリ秒
単位から、FPGAバックプレーン上のナノ秒単位まで、時間精度が
異なるコードを単一のプログラミングパラダイムで開発することが
可能です。

LabVIEW 2010の「Time（時代）」へ
LabVIEW 2010では、使い勝手の課題のうち、技術サポートへの
問い合わせが特に多いものを解決すべく、ソフトウェアのインストール
を簡略化したほか、Webベースのハードウェアコンフィギュレーション
や、LabVIEW内の検索機能を新たに搭載しています。さらに、
ユーザからのフィードバックを直接反映させたほか、NIのパートナー
企業のアドオンツールを利用しやすくする改善を施しました。これらに
よってユーザの皆さんは、これまで以上に充実したプログラミングが
可能になります。またLabVIEW 2010では、バックエンドコンパイラの
改良によって、最適化されたマシンコードを出力できるようになり、
実行速度を最大20％短縮しました。さらに、タイミングメカニズムを
組込むとともに、ハードウェア同期技術を簡素化したことで、
LabVIEWを長年使用しているエキスパートだけでなく、初めて使う
ユーザでも、生産性を高められるようになりました。

LabVIEW 2010についてさらに詳しくは、ni.com/labview/
whatsnew/ja／にアクセスしてください。

図4. LabVIEWプラットフォームは、時間精度を複数のレベルから選択でき、
ソフトウェア／ハードウェア両方のタイミングと同期を制御可能。

図3. Xilinx社のCORE Generatorで作成したデジタル信号処理IPを
LabVIEW 2010開発環境にインポート可能。
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Vector Network Analyzer (VNA)
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図1. NI PXIe-5630は業界初のPXI型VNAで、測定周波数は最大6 GHzです。

業界初のPXI型ベクトルネットワークアナライザが登場
PXI Express対応の新型RF計測器で、設計検証や製造テストに向けた自動システムに
高周波回路網のベクトル解析機能を追加することが可能になりました。
ナショナルインスツルメンツ（NI）が当社初のRFベクトル信号アナラ
イザ（VSA）を発表したのは2002年にさかのぼります。それ以来NI
は、高速で柔軟性と精度がともに高いPXI型の各種RF計測器を、
従来の箱型計測器の何分の1という低いコストで提供し続けてきま
した。現在では、マルチチャンネルのRF信号発生器／アナライザ
から、USBパワーメータ、PXI型RF調節モジュールに至るまで、
幅広いRF製品をラインナップしています。さらに、次 に々登場するさま
ざまな無線規格に対応する数多くのソフトウェアツールキットも提供
しています。

そして2010年に、NIはPXI型RF製品のラインナップに新たな製品を
追加しました。ベクトルネットワークアナライザ（VNA）のNI PXIe-5630
です（図1）。この機種は6 GHzの2ポートVNAで、伝送係数と反射係
数（SパラメータのS21とS11）のベクトル測定に対応しています。
10 MHz～6 GHzの周波数範囲に対応し、3201点にわたって
400 μs／点と高い速度で測定が可能です。また、110 dBを超える
広いダイナミックレンジを確保しました。これらの特長を備えるこの
新型VNAは、自動設計検証／製造テストに最適なソリューションと
いえるでしょう。しかもPXIe-5630は、柔軟なアーキテクチャを採用し、
小型のモジュールにまとめられています。このため、従来からある
スタンドアロン型VNAとは異なり、省スペースで、設計検証・製造
ラインのテストシステムに高周波回路網のベクトル解析機能を組込
むことが可能です。PXIプラットフォームに、マルチコアプロセッシング
に最適化された柔軟性の高いNI LabVIEWのAPIを組み合わせて
システムを構築すれば、複数のRFコンポーネントを並列にテストする
ことが可能になります。

RFコンポーネントのキャラクタリゼーションに不可欠な計測器
消費電力や占有帯域幅の要件については妥協せずに、無線データ
レートをさらに高めたいという要求に応えるには、RFコンポーネントの
設計からキャラクタリゼーション、製造テストに至るまで、一連の工程
すべてを注意深く進める必要があります。現在の無線通信は複雑な
変調方式を採用しており、それを機能させるためにはRF信号の振幅
と位相の微小な変動を高い精度で検出しなければなりません。その
ため、ベースバンドからRFに至るまで、信号経路中の各コンポー
ネントに高い性能が求められています。
一般に、VNAの最も基本的な機能は、2つのコンポーネント間の

インピーダンス不整合を定量化することです。RF信号が一方のコン
ポーネントからもう一方のコンポーネントに入射するとき、そのRF信号
の一部は反射して戻ってきてしまいます。これは、わたしたちが窓から
外を眺める場合に例えられます。光のほとんどは窓を通過するので、
わたしたちは外を見ることができます。ただし通常は、自分自身の
姿も窓に映って見えます。これは、光の一部が自分に向かって反射
しているからです。RFシステムでは、この反射は信号電力の損失に
なり、システムの消費電力を増大させ、熱や歪みという望ましくない
現象になって現れます。
被測定物（DUT）を通る信号経路を完全にキャラクタリゼーション

するには、次の3つの信号を測定する必要があります。すなわち、入射
信号、反射信号、伝送信号の3つです。VNAはこれらを高い精度で
測定できる計測器です。図2に、VNAの基本的な機能ブロック図を
示しました。VNAの内蔵信号源がポート1を介してDUTにつながり
ます。方向性結合器（カップラ）を利用することで、受信器Rには基準
信号（DUTに入射する信号）だけが供給される仕組みになっている
ので、受信器RはDUTからの反射信号の影響を受けることなく、DUT
への入射信号だけを測定できます。同様の仕組みで、受信器Aは
DUTからの反射信号だけを測定することが可能です。受信器Bは、
DUTを通過してポート2側に伝送された信号を測定します。VNAは、

特集

図2. VNAは、高精度のRF計測を実現するために独特の設計を採用しています。
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表1.線形／非線形のRF計測の基本的な項目を示しました。
評価する項目に応じて適切なPXI型RF計測器を選択してください。

NI PXIe-5630
ベクトルネットワークアナライザ

NI PXIe-5663E
ベクトル信号アナライザ

挿入損失 ○

反射係数 ○

電圧定在波比（VSWR） ○

3次インターセプトポイント ○

エラー・ベクトル振幅（EVM） ○

Sパラメータ ○

群遅延 ○

1 dB圧縮点 ○

高調波歪み ○

これらの測定結果を使って、高周波回路網のベクトル解析の基本的
な測定項目である、挿入損失や反射損失、電圧定在波比
（VSWR）、群遅延を求めます。

目的に合わせて最適なツールを選ぶ
無線システムを単一のRF計測器だけで完全にキャラクタリゼー
ションすることは不可能です。無線機器には、線形と非線形の両方の
コンポーネントが混在しており、それぞれを正確にキャラクタリゼー
ションしなければ、システム全体の性能に各コンポーネントがどの
程度影響しているかを把握することはできません。線形コンポーネント
（もしくは線形領域で動作している非線形コンポーネント）は、RF信号
の振幅にも位相にも影響しますが、入力に無かった周波数成分が
出力に現れることはありません。入力側の周波数成分はすべて、
出力の同じ周波数に現れます。線形コンポーネントの代表例は、フィ
ルタや伝送線路です。一方で非線形コンポーネントでは、RF信号の
周波数成分が変化します。単一周波数（シングルトーン）の信号を
入力した場合でも、出力には入力に無かった歪み成分が高調波や
スプリアスの形で現れます。非線形コンポーネントの例としては、
パワーアンプやミキサが挙げられます。

NI PXIe-5663Eなどのベクトル信号アナライザ（VSA）とNI PXIe-
5673Eなどのベクトル信号ジェネレータ（VSG）は、アンプの1 dB圧縮
点を求めたり、ミキサの出力に現れる望ましくない高調波を見つけ
出したりといった非線形測定に対応する、不可欠な計測器です。
ただし、フィルタの反射対伝送係数を求めたり、特定の周波数範囲
にわたって振幅と位相の挙動を高い精度でキャラクタリゼーション
するなどの線形測定には、NI PXIe-5630をはじめとするVNAが
適しています。表1に、線形と非線形の各種の基本的な測定項目に
対応するNI推奨のPXI型RF計測器を示しました。

LabVIEWとPXIで柔軟な並列VNAテストを実現
VNAのNI PXIe-5630は、優れた価値と柔軟性を小型のフォームファ
クタで提供します。高精度の自動校正や、フルベクトル解析、リファ
レンスプレーン拡張といった充実の機能を備えており、従来の箱型
VNAでは不可避だった高コスト・大容積というトレードオフを強いられ
ること無く、設計検証と製造ラインにおける高周波回路網のベクトル
解析に向けた理想的なソリューションを提供します。柔軟性の高い
LabVIEW APIを活用すれば、単一のコントローラに複数台のVNAを
接続するテストシステムを構築し、複数の拠点にまたがる真の並列
テストを実現できます。さらに、オープンなPXIプラットフォームによって、
ほかのRF計測器やミックスドシグナルI/O計測器もシームレスにテスト
システムに統合することが可能です。
今回の新製品は、NIが提供する新しいクラスのRF計測器の第

一弾にすぎません。NIは、設計検証や製造ラインのテスタに組み
合わせることで最新のRFコンポーネントが求める高度な性能要件に
対応できるように、今後もPXI型のモジュール式計測プラットフォーム
に新しい機能を追加していきます。

NI PXIe-5630 VNAについてさらに詳しくは、http://www.ni.com/vna/ja/に
アクセスしてください。

NI USB-5681は、True RMS（真の実効値）型のRFパワーメータです。10 MHz～18 GHzの
周波数範囲にわたって、60 dBと広いダイナミックレンジを確保するとともに、＋20 dBmの最大
入力レベルに対応しました。スコープモードとタイムスロットモードを用意しており、WiMAXやLTE
などのバースト波形や、GSMやEDGEなどのマルチスロット波形の電力も計測可能です。

USB-5681の仕様および価格情報は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0301」と入力すると
ご覧いただけます。

NI USB-5681 - 18 GHz対応パワーメータ
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Ethernetデータ集録をシンプルに実現
NI CompactDAQは、2006年の発売以来、実験室からフィールド、製造ラインに至るまで、
さまざまな計測アプリケーションに使われており、システムの簡略化を性能や柔軟性について
妥協することなく推し進めています。

Gigabit Ethernet対応の新型シャーシNI cDAQ-9188が登場しま
した。これによってPCベースのデータ集録システムであるNI
CompactDAQの応用範囲は、遠隔のセンシングや電子計測にまで、
そして実験室内から世界中へと広がります。
NI CompactDAQは性能を重視して設計されているので、1台の

シャーシで最大256チャンネルの電気、物理、機械、音響信号を計測
できます。NI Cシリーズで提供される、センサに特化した50品種を
超えるI/Oモジュールと、特許取得済みのNI信号スト
リーミング技術を組み合わせることで、NI CompactDAQ
プラットフォームは柔軟性の高い多種の信号計測シス
テムとして機能し、高速データと優れた使い勝手を実
現します。

長距離のデータ集録
Ethernetは、USBと同じくらい利便性と信頼性が高く、広
く普及している技術です。データ集録にEthernetを利用
すると、PC周辺機器用のほかのバス技術に勝る2つの
メリットが得られます。1つは最大ケーブル長が長いこ
と、もう1つは既存のネットワークインフラを活用できるとい
う点です。まずケーブル長ですが、Ethernetはホストコン
ピュータと計測器の距離がUSBケーブルの限界である
5 mを超えるようなアプリケーションに適しています。例え
ばCAT 5Eケーブルを利用する場合は、100 mまでならスイッチや
ルータを使わずにデータを転送することが可能です。途中にスイッチ
やルータを挿入すれば、転送距離をさらに延ばせます。次にネット
ワークインフラですが、多くの企業は社内ネットワークのバックボーンを
Gigabit Ethernet（IEEE 802.3ab）規格に基づいて構築しています。
Ethernetに新たに対応したNI CompactDAQを導入すれば、この
広帯域の社内ネットワークインフラを遠隔地の計測アプリケーションや
分散配置型の計測アプリケーションに活用できます。同一施設内もし
くは複数の施設に分散して配置された複数のテストステーションを、
1台のホストコンピュータで管理することが可能です。

50品種以上のCシリーズモジュール
実際のアプリケーションでは、単一の種類のI/Oチャンネルばかりを
数多く使うことはまれです。そのためNI CompactDAQは、複数の
種類の信号を1台のシャーシに統合できる、多種信号計測システムと
して設計されています。Cシリーズのモジュールは、いずれもセンサ用
インタフェースと信号調節、A/Dコンバータ（ADC）を7 cm×9 cmと
小さいパッケージに内蔵しています。8スロットのシャーシに、Cシリーズ

に用意されている50品種以上のI/Oモジュールを組み合わせれば、
アプリケーションごとの個別の要件に合わせたNI CompactDAQシス
テムを構築することが可能です。また、NI CompactDAQは先進の
NI-STC3タイミング・同期技術を採用しており、アナログ、デジタル、
カウンタの複数のI/O計測タスクに向けて、最大7個のタイミングエン
ジンを管理できます。例えば、16チャンネルの熱電対モジュールと
4チャンネルの加速度計モジュールを隣り合うスロットに収容し、両方
のモジュールを使って異なるレートで同時にデータを集録することも
可能です。

NI 9223は、Cシリーズの同時サンプリング対応アナログ入力モジュールです。16ビットの分解能を備え、
4チャンネル同時に最大1MS／秒のサンプリング速度でデータを集録できます。既存の同時サンプリング
アナログ入力モジュールであるNI 9215に比べて、10倍のサンプリング速度を達成しました。NI 9223の登場
で、Cシリーズのハードウェア製品群の性能レンジがさらに広がり、NI CompactDAQやCompactRIOで構築
する計測／制御システムに高速サンプリング機能を組込むことが可能になります。

NI 9223をはじめとするCシリーズ同時サンプリングモジュールの仕様および価格情報は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi0303」と入力するとご覧いただけます。

特集

NI Cシリーズの新型メガサンプル対応モジュール

図1. Gigabit Ethernet対応シャーシのNI cDAQ-9188により、
NI CompactDAQプラットフォームを遠隔計測や分散計測のアプリケーションに拡張できます。

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

ｒ／ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１０９１５４　ＮＬ２０１０年冬号／２‐２７★  2011.01.07 19.04.21  Page 8 

http://www.ni.com/jp/info


NI信号ストリーミング技術
NI CompactDAQシャーシは、Gigabit Ethernetネットワークが提供
する1 Gビット／秒の帯域幅を最大限に活用できるように、特許取得
済みのNI信号ストリーミング技術を採用しています。この技術はすで
にNIの高性能USBデータ集録製品に搭載されており、今回NI
CompactDAQシャーシに採用したのはそのTCP/IP版です。この技術
の導入により、NI 9223をはじめとしたCシリーズ高速モジュールの
新製品では、4つのチャンネルそれぞれで同時に16ビットデータを
最大1 MS／秒で連続的に集録することが可能になりました。ドライバ
ソフトウェアのNI-DAQmxは、高度なソフトウェアアーキテクチャを
採用し、シャーシとホストコンピュータの間に二重バッファ型の転送
メカニズムを構築します。このメカニズムによって、複数のチャンネル
それぞれで連続的な波形データを双方向に転送することが可能
です。これと同時に、NI-DAQmxドライバがネットワーク状態を監視
し、想定外の遅延や一時的な中断に対応します。こうした機能は
すべてユーザが意識する必要がないように抽象化されているので、
ユーザはネットワークではなく計測アプリケーションに注力することが
できます。

ゼロ構成ネットワーキング
ネットワークの構成・管理には専門知識が必要です。そこで、ITの
専門家でない一般的なユーザでもネットワーク技術を簡単に活用
できるように、NI CompactDAQではゼロコンフィギュレーションネット
ワーキング（いわゆるZeroconf）規格を採用しました。Zeroconf技術を
導入した環境下では、NI CompactDAQシステムをユーザのコン
ピュータやローカルサブネットに直接接続すると、ネットワークの設定や
構成をユーザが行わなくても、構成ユーティリティであるNI
Measurement & Automation Explorer（MAX）が自動的にそのシス
テムを検出してデバイスの一覧に追加します。さらに、NI cDAQ-
9188に新機能として搭載されたWebベース監視／構成ユーティリティ
を使って、ホストコンピュータに特別なソフトウェアをインストールするこ
となく、Webブラウザ経由でシステムを管理することが可能です。

ソフトウェアの柔軟性
NIは、計測アプリケーションが多様化している現状を受けて、特定の
PCバス技術に依存せずに、プログラムからデータ集録を実行できる
アプローチを採用しています。このため、NI-DAQmxという単一のドラ
イバソフトウェアで、NIのデータ集録ハードウェアとのやりとりに使う
各種の通信バスすべてに対応可能です。具体的には、PCIやPCI
Express、PXI、PXI Express、USB、Ethernet、無線LANのうち任意の
バスを利用して、データ集録ハードウェアと通信することができます。
従って、例えばUSB対応のCompactDAQシステムに向けて開発した
アプリケーションを、ソフトウェアを一切変更することなくEthernet対応
のCompactDAQシステムに流用可能です。さらに、NI-DAQmx API
は複数のプログラミングプラットフォームに対応するため、
CompactDAQ用アプリケーションを開発する際には、NI LabVIEWの
ほか、ANSI C/C++やC＃、Microsoft Visual Basic .NETなどの各種
プログラミング言語を利用できます。
NIのハードウェア技術がもたらすパワーとNI-DAQmxドライバソフ

トウェアの柔軟性を組み合わせることで、NI CompactDAQプラット
フォームは実験室でのシンプルなデータ集録から、工場のフロア全体
にわたる分散型テストシステムの展開まで、幅広いサポートを提供
します。

購入後すぐに使えるEthernet対応NI CompactDAQのビデオデモをご覧に
なるには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0302」と入力
してください。

図3. NI cDAQ-9188シャーシに搭載されたWebサーバで、NI CompactDAQ
システムを遠隔でWebブラウザからコンフィギュレーション可能です。

図2. Cシリーズには、信号調節機能を内蔵したI/Oモジュールが
50品種以上も用意されています。これらを利用すれば、
カスタム仕様のミックスド計測システムを構築できます。
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NI VeriStand 2010でリアルタイムテストの構築が
さらに容易に
NI VeriStandは、リアルタイムテストシステムの構成（コンフィギュレー
ション）に向けたマルチコア対応の柔軟なフレームワークを提供し
ます。ハードウェアI/Oインタフェースや、リアルタイム刺激信号（スティ
ミュラス）生成、データロギングなど、リアルタイムテストのアプリケー
ションで使われる一般的なタスクについては、NI VeriStandエンジン
の内部にあらかじめ最適化されて実装されているので、ユーザは
購入後すぐにシステムを構成して稼働させることができます。この
機能性によって、リアルタイムテストシステムを高速に実行できる上、
アプリケーションのメンテナンスコストも低減できます。
NI VeriStandは、リアルタイムテストアプリケーションで求められる

基本的な機能を備える一方、オープンな環境でもあるので、NI
LabVIEWやANSI C/C++などのソフトウェア環境を使えば、ユーザ
固有のアプリケーションの要件に対応するカスタマイズも可能です。
このようにNI VeriStand 2010は、機能性、性能、拡張性それぞれに
おいて大きなメリットを提供します。

機能性
システム統合テストのように、複数のリアルタイム実行ターゲットを使う
アプリケーションを開発する際には、NI VeriStand 2010が複数のリア
ルタイムターゲット構成をシステムレベルで制御する役割を果たし
ます。複数のリアルタイムターゲットの間で、同期および確定的な
データ共有を設定できます。例えば、リフレクティブメモリのチャンネル
の生成とルーティングなどが可能です。NI VeriStandはこのほかにも、
単一のユーザインタフェースですべてのリアルタイムターゲットとやり
とりできるので、テストシステムの操作を簡略化することができます。
さらに、NI LabVIEW Real-Time実行トレースツールキットに対応

し、システムの健全性を監視する新機能を搭載しているので、それら
を利用してNI VeriStandアプリケーションの詳細な分析や解析が
可能です。またNI VeriStand 2010では、CANやLIN、FlexRayネット
ワークを使うアプリケーションに向けて、車載バスインタフェースである
NI-XNETへの拡張サポートを用意しました。NI-XNETを使うと、車載
バスとのネットワークを簡単に構成でき、レストバスシミュレーション

（RBS）や、ファイル再生、データフレーム、信号ベース通信などの
機能を追加したり、CRC（Cyclic Redundancy Code）やカウンタの
構成可能なオンボード処理を実装することが可能になります。

性能
NI VeriStandエンジンの最適化によって、実行性能とメモリフット
プリントを改善しています。これにより、128 MB以上のDRAMを搭載
したNI CompactRIOやNIシングルボードRIOのターゲット上でNI
VeriStandアプリケーションを実行することが可能になりました。この
ほかにもエンジンの最適化によって、モデルのインポートやチャンネル
のブラウジングといった、編集時のタスクも劇的に改良されています。

拡張性
簡単なユーティリティツールでLabVIEWのサブVIやサブシステムを
エクスポートして、NI VeriStandアプリケーションで利用することが
可能になりました。また、NI VeriStand System Explorer APIも公開
されました。このAPIを使えば、カスタム仕様の構成ツールを作成
して、システム構成を自動化できます。さらに、NI VeriStand用アド
オンツールの拡充も進んでいます。ni.com/veristand/addons.htmから
入手可能です。ユーザコミュニティからの投稿も受け付けており、NI
EtherCATやNIモーション制御ハードウェアインタフェースなどが提供
されています。
NI VeriStandは、リアルタイムテストシステム開発のコストやリスク

を、柔軟性を犠牲にすることなく大幅に削減します。このフレーム
ワークでアプリケーションを構築すれば、NI VeriStandの改版が進む
ごとに品質と性能、機能が向上するというメリットも享受できます。

NI VeriStandを使ったリアルタイムテストアプリケーション開発のデモビデオを
ご覧になるには、ni.com/veristand/ja/gettingstarted.htmにアクセスして
ください。

製品情報

図2. NI VeriStand 2010では、複数のリアルタイム実行ターゲット間の
タイミングと同期、確定的なデータ共有を設定できる、システムレベルの

管理ツールが追加されました。

図1. NI VeriStandは、リアルタイムテストシステムを効率的に構築できる、
柔軟性が高い環境を提供します。
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DIAdem 2010でデータ集録から判断までの
所要時間を短縮
NI DIAdemソフトウェアは、計測データの検索や可視化、解析、
レポート生成などのツール群からなるデータ管理プラットフォームの
構成要素です。最新版のDIAdem 2010では、計測データの可視化
と分析に利用できる機能の選択肢を広げることで、このプラット
フォームの価値をさらに高めました。

GPSデータを同期する
DIAdem 2010では、計測データとともに集録されたGPS（Global
Positioning System）データを同期して、今回新たに用意された地図
表示領域で再生することが可能になりました。インターネットに接続で
きる環境であれば、Webベースのマッピングツールから地図データが
自動的にストリーミングされ、最新の地図データにアクセスできます。
オフラインで稼働している場合は、地図データをキャッシュから取得
できるので、ネットワークに接続せずに可視化することが可能です。
GPSと計測データの再生を同期させれば、地理的な要因が計測
データに与える影響を高い精度で把握できるようになります。

音声データも再生可能に
DIAdem 2010は、音声データをデータポータル（Data Portal）内もしく
はDIAdem VIEWの表示軸上で再生する機能を搭載しました。
DIAdem VIEW内のすべての表示領域を同期できるので、音声と
計測データを並べて再生すれば、計測データ全体をいままで以上に
効率的に可視化したりキャラクタライズしたりすることが可能です。

演算式を画像に変換
解析結果を他者とやりとりする際には、計算で使った演算式をはっ
きりと記述しておくことが重要です。そこでDIAdem 2010では、新たに
フォーミュラグラフィック（Formula Graphic）を用意しました。これは、
演算式を記述した複雑な文字列を、見やすい書式の画像に変換
する機能です。レポートにシンプルな形で演算式を記載できます。

演算式を画像として示すことで、レポートの読みやすさと明快さが
高まって読み手は理解が容易になり、レポート作成者は演算式の
書式に時間を取られることなく結果そのものに集中できるようになり
ます。

DIAdem 2010を利用したデータの可視化／解析／レポートの簡略化をオンラ
インビデオでご覧になるには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi0304」と入力してください。

NIは 、TDMS（ Technical Data Management Streaming）
形式のファイルI/Oに対応しています。NI LabVIEW 2010と
NI DIAdem 2010のリリースでは、TDMSでデータをファイル
に書き込む処理がより簡単に、より速くなりました。TDMSの
新機能である上級APIを活用すれば、NI DAQアシスタント
からTDMSファイルに直接データをロギングするように設定
し、TDM/TDMSファイルをダブルクリックしてMicrosoft
ExcelやDIAdemに直接データを読み込んで、バッファリング
不要でデータをストリーミングできます。これにより、ハード
ウェア並みの高速ストリーミングが可能になります。なおデータ
を保存／共有する際には、引き続きTDMSの利用を推奨し
ます。

TDMSのメリットについてさらに詳しくは、ni.com/tdmsをご覧ください。

製品情報

TDMSファイル形式－より簡単に、より速く

図2. DIAdemに新たに用意されたフォーミュラグラフィックは、
演算式を記述した文字列をレポート用に見やすい書式の画像に変換する、

NI初のソフトウェアツールです。

図1. DIAdem 2010では、GPSと計測データを同期させて、
地理的な要因が計測データに及ぼす影響を細かく調べられます。
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MXI-Express RIO
最大のスループットを実現

EtherCAT RIO
最高の確定性を実現

Ethernet RIO
最も優れた柔軟性を実現

NI CompactRIO

ハブ／スイッチ

NI 9148NI 9148 NI 9148

Fast Ethernet

PXIシャーシ

NI 9159

NI 9159

NI 9159

PCI Expressを
ケーブル接続

NI 9148

工業用
コントローラ

NI 9144

NI 9144

NI 9144

EtherCAT

ワイヤレス802.11インタフェース

NI Cシリーズの多チャンネルRIOアプリケーション向け
新型拡張シャーシ
NI Cシリーズに新型の拡張シャーシが登場しました。NI MXI-
Express RIOシャーシとEthernet RIOシャーシの2つです。これらが
既存のEtherCAT RIOシャーシとともにラインナップに加わったことで、
ナショナルインスツルメンツが提供する多チャンネルの再構成可能
I/O（RIO）ソリューションの選択肢がさらに広がりました。

Cシリーズで多チャンネルアプリケーションを開発
CシリーズのI/Oモジュールは、信号調節機能を内蔵し接続端子も
備えているので、大規模なミックスドI/Oシステムを外付けのカスタム
回路や配線を使うことなく、効率的に構築することが可能です。また、
拡張シャーシはいずれもXilinx社のFPGA（Field-Programmable
Gate Array）を搭載しており、NI LabVIEW FPGAモジュールを利用
すれば、高速のI/Oタイミングやインライン処理、制御をユーザのカス
タム仕様に合わせて実装することが可能です。

MXI-Express RIOを使ってカスタム計測を実装
NI 9157とNI 9159は、14スロットのMXI-Express RIOシャーシで、
互換性があればどんなコントローラでも×1（バイワン）のMXI-
Expressインタフェースを介して接続できます。各シャーシは、2個の
MXI-Expressポートを搭載しているので、単一のコントローラに複数
台のシャーシをデイジーチェーンでつなぐことが可能です。このとき
各シャーシ間を接続するケーブルは、最長7 mまで延ばせます。
NI 9157とNI 9159の両シャーシは、MXI-Expressインタフェースと
高性能FPGAを備えているため、数多くのチャンネルにわたって
データをストリーミングしたり、大量のデータを処理するカスタム計測を
実装したりする、ローカルの（非分散型の）高速制御やモニタリングの
アプリケーションに最適です。具体例としては、先端研究や、大規模

な物理実験設備、HIL（Hardware-in-the-Loop）テスト、機械状態
監視などが挙げられます。

Ethernet I/Oでネットワークに分散型I/Oを追加
NI 9148は、堅牢性に優れたCシリーズのEthernet拡張用8スロット
シャーシで、ユーザの既存ネットワークに分散型I/Oを追加できます。
標準的なCAT 5のEthernetケーブルであらゆるNI CompactRIOや
リアルタイムPXI、NI工業コントローラ、ネットワーク接続PCと通信する
ことが可能です。NI 9148は、既存のネットワークトポロジに拡張I/Oを
シームレスに追加する際に理想的な選択肢といえます。FPGAを
内蔵しており、ユーザは独自の信号解析や制御、安全インターロック
をシャーシの内部に実装できます。このため、システムを高度に
モジュール化することが可能です。

EtherCATを利用してEthernet経由で通信
NI 9144は、8スロットのEtherCATスレーブシャーシで、確定性のある
EtherCAT（リアルタイムEthernet）プロトコルを利用したEthernet通信
を実現します。NI 9144は、同期した複数台のシャーシにわたって
高い確定性を確保することが求められる、分散型のシングルポイント
制御やモーションのアプリケーションに最適です。リアルタイム
Ethernetは、風力発電タービンの構造監視や、複数台のテスト装置
の同期、遠隔からの制御アプリケーションなどに使えます。

製品の仕様や比較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「nsi0305」と入力して検索してください。

製品情報

RIO機能を搭載する拡張I/Oは、高性能のラックマウントテストや、確定的な分散型制御などのさまざまな用途に向けたソリューションを提供します。
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NIシングルボードRIO

リアルタイムプロセッサ I/Oモジュール

LabVIEWリアルタイム

NIスキャンエンジン

I/O
（LabVIEW FPGAを

使用）

FPGA

LabVIEW FPGA

RIOスキャン
インタフェース

I/O
（スキャンモードを

使用）

NIシングルボードRIOのFPGAプログラミングが
さらに簡単に
NIシングルボードRIOは今回、NI Scan
Mode（スキャンモード）とオンボードFPGA
用のNI LabVIEW FPGAプログラミング
モードによる、ハイブリッドスキャンを
サポートしました。プログラミングはこれまで
以上に簡単です。スキャンモードの実体
は、あらかじめコンフィギュレーション
（構成）されたFPGAのパーソナリティ
（個別設定）であり、これを利用すれば
FPGAをコンパイルすることなくNI
CシリーズのほとんどのI/Oモジュールに
アクセスが可能になります。

高度な機能に対応
NIシングルボードRIOのスキャンモードは、
簡単なI/Oアクセスだけでなく、高度な機能にも対応しています。
FPGAのロジックを再コンパイルすることなく、8チャンネルのデジタル
I/Oモジュールをコンフィギュレーションして特定のデジタル機能を
実装することが可能です。具体的には、クワッドエンコーダや
カウンタ、PWM（パルス幅変調）出力などに対応します。これらの
デジタル機能はFPGA上で確定的に実行され、リアルタイムシステム
の処理負荷を増やすことはありません。またスキャンモードには、I/O
テストパネルとI/O強制の機能を備えたNI Distributed System
Manager（分散システムマネジャー）も用意されています。テスト
パネルを使えば、結線やセンサ機能、信号品質を手早くかつ簡単に
確認することが可能です。

ハイブリッドスキャンにおいてLabVIEW FPGAと組み合わせると、
スキャンモードを最も効果的に利用できます。このモードは、高度な
制御や、カスタム仕様のタイミングや同期を実装したり、I/Oのうちの
何本かにLabVIEW FPGAによるインライン信号処理を実装したり
する際に活用してください。一方、通常のスキャンモードは低速かつ
シンプルなI/Oに利用できます。

NIシングルボードRIOとスキャンモードの評価キットを入手するには、ni.com/
embeddedevalにアクセスしてください。

NIの LIN（ Local Interconnect
Network）インタフェース製品
ラインナップに、新たにPCI/PXI
バスに対応する2機種が加わり
ました。この2機種はLIN定 義
ファイル（LDF）のインポートに

対応するとともに、メッセージのスケジューリングを担うハード
ウェアを内蔵しています。NI-XNETプラットフォームに構成
要素として組込めば、デバイス駆動型DMA（Direct Memory
Access）エンジンを利用してシステム遅延を短縮できる
ほか、CAN/LIN/FlexRayデバイスを共通のAPIでプログラ
ミングできるメリットもあります。

NIのLIN製品群の仕様および詳細については、ni.com/linをご覧くだ
さい。

LabVIEW 2010 に
新たに追加された
Instrument Driver
Finder（IDFinder）
を用いると、計測器

ドライバネットワーク（Instrument Driver Network）内を素早
く検索し、手元の計測器に向けた各種のLabVIEWプラグアン
ドプレイ計測器ドライバをダウンロードできます。検索時間を
短縮できるだけでなく、SCPIコマンドを使ってゼロからドラ
イバを開発する手間も省けます。IDFinderはまず、ユーザの
システムをスキャンし、接続されている計測器を確認した後、
適切なドライバをダウンロードします。さらに、同梱のサンプル
コードを開くかどうかをユーザに確認します。これら一連の
作業はすべて、ウィザードを介して進められます。

IDFinderの詳しい利用方法は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi0306」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

組込ネットワーク通信用の
新型PXI/PCI対応LINインタフェース

LabVIEW 2010の新機能IDFinder

スキャンモードは、あらかじめコンフィギュレーションされたFPGAパーソナリティ（個別設定）です。
NI CシリーズのほとんどのモジュールのI/Oアクセスを、コンパイル無しでサポートします。
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実社会で役立つ回路を用いた実習を通して、
学生たちを技術革新の即戦力に育成
未来のエンジニアや科学者である学生たちは、重要性と複雑性を
増しているさまざまな社会問題に取り組んでいく現場の即戦力とし
て、その将来を期待されています。テキサスA&M大学（TAMU）の
エレクトロニクス＆テレコミュニケーション（EET/TET）プログラムで
は、授業を通じて技術革新と製品開発の総合的な手法を重点的に
学びます。TAMUでは、業界で広く採用されているNI MultisimやNI
Ultiboard、LabVIEWなどのソフトウェアを教材として使用することで、
さまざまなクラスでダイナミックな学習環境を提供しています。
例えば、2年生では回路解析�コースを受講し、4年生になると学習
の集大成となる設計のキャップストーンプロジェクトに取り組みます。
TAMUのキャップストーンプロジェクトでは最近、FourTelという

チームが開発した「インタティブFMラジオメッセージサービス
（Interactive FM Radio Messaging Service：InFoRMS）」という、
実際に運用可能なサービスのプロトタイプが注目を集めました。
開発のきっかけは、緊急時に信頼できる情報を素早く一般市民に
伝達するシステムが必要であると同チームが感じたことでした。この
サービスでは、オペレータがHD（High-Definition）FM放送を利用
して、遠隔地の可動式LED看板にテキストメッセージをリアルタイム
で送信することができます。この開発により、学内のコンテストで優勝
に輝いたFourTelチームは、賞金と、同発明の暫定特許を取得する
ための法的支援を獲得しました。現在、InFoRMSの実用化に
向けて、地元企業とFourTelの間でIPライセンス契約の締結が進め
られています。
IMechE（Institution of Mechanical Engineers）が主催する「フォー

ミュラスチューデント（Formula Student）」には毎年、世界中から多く
の大学生チームが参加します。学生たちは、単座レーシングカーの
設計から作成、マーケティング活動だけでなく、実際のレースにも

参加する必要があります。この大会に参加したマンチェスター大学の
学生チームは、パーツやプリント基板（PCB）を購入する前に、NI
Multisimを活用してマシンの電気配線全般と配電回路のシミュレー
ションを行いました。これにより、同チームは開発時間の短縮と不要な
コストの削減を実現することができました。
こうしたプロジェクトやイベントに参加した学生たちは、技術革新や
システム思考、起業家精神に対する理解を深められるほか、エンジ
ニアリングと製品設計の原理に関する確かな基礎を身に付けること
ができるため、卒業後は現場の即戦力としての活躍が期待され
ます。

回路学習の教材や、技術革新の即戦力となる学生の育成に役立つソリュー
ションをお探しの方は、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
0307」と入力すると、詳しい情報をご覧いただけます。

『Circuits』は、時代を超えて通用する
理論や問題解決に向けた技術を取り上げ
るだけでなく、カーボンナノチューブから
合成生物学に至るまで、現代の電気工学
のトピックを広く網羅しています。入門
レベルの回路講座を担当する講師たち
は、実用に結び付ける動機付けがない、

材料について無味乾燥な説明しかできない、また授業の内容
が想像力を刺激しないといった、さまざまな問題に直面して
います。この教科書はこうした問題に対処し、未来のエンジ
ニアとして何を成し遂げられるのかという可能性を学生たちに
示してくれます。

『Circuits』の詳細は、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
0308」と入力するとご覧いただけます。

ナショナルインスツルメンツの社員たちは今年4月、高校生の
科学技術教育を支援する米非営利組織「FIRST（For
Inspiration and Recognition of Science and Technology）」
が主催するロボットコンテスト「FIRSTワールドチャンピオン
シップ」に、2万人の学生、指導者、ボランティアと共に参加し
ました。米ジョージア州アトランタで開催されたこのコンテスト
では、世界30カ国から集結した500チーム同士が、3つのレベ
ルに分かれて対戦しました。当社がFIRSTのロボットコンテスト
に対する支援を始めて、今年で6年目となります。NIはロボット
コンテストの開催期間中、財政的な支援だけでなく、製品の
寄贈や、参加チームの指導、技術サポートなど、さまざまな
側面からコンテストを支援しています。

NIとFIRSTの提携に関する詳細ついては、ni.com/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi0309」と入力すると、詳しい情報をご覧いただけます。

アカデミック

時代が求める応用例を取り上げた最新の教科書『Circuits』 学生向け科学技術の祭典、「FIRST ワールドチャンピオンシップ」

マンチェスター大学の学生チームは、NI Multisimを使用して
専門的な設計原理を習得できました。
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ハードウェアのデータフロー

ピアツーピアの
ストリーミング

PXI Expressデジタイザ NI FlexRIO FPGAモジュール

PXIとLabVIEWを活用して
リアルタイムデジタルフィルタを設計

カスタム可能なFPGA（field-programmable gate arrays）とピアツー
ピアのデータストリーミング技術を使えば、既存のモジュール式計測
器にカスタム仕様のハードウェアを追加し、テストハードウェアにアプリ
ケーション固有の機能を実装することが可能です。
データ集録システムへの応用を例に挙げて説明しましょう。ある
特定の周波数のトーンでトリガをかけたいにも関わらず、入力信号
にはその周波数だけでなく別の周波数のトーンも含まれているという
場合を考えてみてください。こうした干渉トーンは、グラウンドループや
電磁的な結合によって発生します。モジュール式デジタイザのほとん
どは、入力信号の周波数ではなく振幅を検出してトリガをかけるの
で、そのままでは干渉トーンの振幅でトリガがかかってしまう可能性
があります。そこで、トリガロジックが入力信号の振幅を検出する
手前で、入力信号にリアルタイムのデジタル
信号処理を施し、干渉トーンを取り除く技術
が有効です。
リアルタイムのデジタルフィルタをハード
ウェアに実装するには、まずフィルタを設計
しなければなりません。NI LabVIEW Digital
Filter Design（デジタルフィルタ設計）ツール
キットは、浮動小数点型と固定小数点型
いずれのデジタルフィルタでも設計を簡略化
できます。ただ、このツールキットで記述した
フィルタは最終的にはFPGAに実装されるの
で、固定小数点型の方がより適しています。
Express VIを使えば、一般的なローパス型、
ハイパス型、バンドパス型のフィルタをコンフィ
ギュレーション（構成）することが可能です。

このツールキットは、もっと複雑な通過特性のフィルタを実現できるVI
のライブラリも備えています。フィルタの設計が完了したら、その係数
をエクスポートして、FPGAへの実装に進みます。
LabVIEW FPGAではさまざまな手法でデジタルフィルタを作成で

きますが、最新のフィルタについては、LabVIEW FPGAと一緒にイン
ストールされるXilinx社のCORE Generatorの最適化されたIP
（Intellectual Property）を利用します。CORE Generatorは、無償と
有償の両ライセンスのIPライブラリを提供し、その中にはFIR（Finite
Impulse Response）フィルタも含まれています。まず、Xilinx社のFIR
コンパイラを用いて、LabVIEWで設計したフィルタの係数をCORE
Generatorにインポートしてください。次に各種のオプション項目を
設定し、LabVIEW FPGAで利用可能なIPコアを生成します。
LabVIEW 2010 FPGAモジュールでは、新たな機能としてIP統合

ノードを用意しました。このノードのウィザードインタフェースを使えば、
Xilinx社のIPとVHDLファイルをインポートできます。IP統合ノードでIP
をインポートすると、LabVIEW FPGAのダイヤグラム上に簡単に組み
合わせて使えるブロックが生成されます。
フィルタを設計して、FIRフィルタIPを生成し、それをLabVIEW
FPGAに統合したら、それをNI PXIe-5122などのPXI Expressデジタ
イザに簡単に接続できます。LabVIEW FPGAに振幅トリガを追加
するのは、比較機能と同じくらいシンプルです。ここまでの作業で、
カスタム仕様のリアルタイムフィルタ／トリガをハードウェアに実装でき
ました。この技術をほかのアプリケーションに適用すれば、特定のマス
クパターンや複数のイベントでトリガをかけたり、カスタム仕様のヒス
テリシスやリアルタイム信号変調／復調、連続的なビット誤り率（Bit
Error Rate）テストなどの機能を持ったトリガを実装したり、HIL
（Hardware in the Loop）テスト機能や、さらにはデバイスのエミュレー
ション機能も実装することが可能です。

NI FlexRIOとLabVIEW FPGAテクノロジの詳細は、http://www.ni.com/
flexrio/ja／にアクセスしてください。

テストテクニック

図1. NI LabVIEWデジタルフィルタ設計ツールキットを使えば、
カスタム仕様のバンドパスフィルタを生成したり、他社製のIPを利用して
フィルタを実装したりすることが可能です。IP統合ノードは、このIPを
LabVIEW FPGAのブロックダイアグラムにインポートします。

図2. FPGAをプログラムした後、ホストプロセッサに搭載された簡単な操作のソフトウェアを使って、PXI Express
デジタイザとNI FlexRIO FPGAモジュールの間のピアツーピアのストリームをコンフィギュレーションします。
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LabVIEW 2010とNI RIO－画期的な接続性の向上
現在の組込設計に必要な機能がすべて揃ったエンジニアリング設計ツールは数少ない。

複雑化するデバイスと市場投入までの時間短縮にかかるプレッ
シャーは、コードの再利用とチーム全体での共有機能の重要性を
浮き彫りにします。インターネット接続された組込デバイスの数は増加
しているため、エンジニアが使用する設計用ソフトウェアには、時間や
場所に関わらずデバイスの監視と設定を可能にするための接続を
サポートする機能が必要となります。これらの課題に対処するために、
エンジニアリング設計ツールは、エラーのないコードの迅速な開発に
焦点を絞るだけではなく、知的設計資産（IP）、ドライバ、補足ツール
などの広範なエコシステムへのアクセス手段となることも求められ
ます。つまり、接続性がすべての鍵を握っているといえます。
ナショナルインスツルメンツは、NI LabVIEWソフトウェアの発表
以来、既存のコードとIPを統合し、Webを介した通信を行い、多様な
ハードウェアターゲットとI/Oに接続できるオープンプラットフォームの
作成に取り組んできました。LabVIEW 2010の新機能では、こうした
領域がさらに開拓され、接続オプションは今までで最も充実して
います。

Xilinx Core GeneratorライブラリをLabVIEW FPGAに
シームレスに組込む
FPGA（field-programmable gate array）上に固定小数点アルゴリ
ズムを実装するのは難しく、時間もかかります。特に設計の反復作業
ではこれが顕著になります。したがって、既存IPの再利用に焦点を絞
らざるを得なくなります。以前のLabVIEWでは、HDLインタフェース
ノードとコンポーネントレベルIP（CLIP）ノードを使用して、HDLコード
を統合できました。LabVIEW 2010 FPGAモジュールでは、IP統合
ノードを使用して、標準のXilinx Core Generator IPライブラリをシーム
レスに統合できるようになり、複雑な設計にかかる時間が短縮され
ます。
例えば、デジタル信号処理（DSP）プロジェクトは、一般的な乗累

算（MAC）、有限インパルス応答（FIR）フィルタ、高速フーリエ変換

（FFT）の各ライブラリ、さらにオーディオやビデオ処理用コアのライブ
ラリでさえ利用することができます。多数のコアが使用でき、そのうち
多くのIPコアでは大幅なカスタマイズが可能なため、アプリケーション
の要件を満たすことができます。最終的に、LabVIEW2010でIP統合
ノードが追加されたことにより、より多くのコードが再利用できるように
なり、プラットフォーム間で共通のアルゴリズムが使用できるように
なったうえ、増え続けるIPのソースに接続できるようになりました。
つまり、独自のコード作成により注力して、アプリケーションの差別化
が実現できるようになったのです。

Webブラウザによる組込ハードウェアターゲットの設定と監視
エンジニアの各チームがグローバルに作業を進めるには、異なる
場所にいるあらゆる人間が組込ハードウェアターゲットにアクセスして
設定変更できることが重要です。LabVIEW 2010では、どのコン
ピュータ（新たなインストールなしで既存のWebブラウザを使用）から
でも、NI CompactRIO、NIシングルボードRIO、PXI、およびワイヤレス
センサネットワーク（WSN）ゲートウェイを含む広範なNIハードウェア
デバイスを監視し設定できます。ナショナルインスツルメンツは、ネット
ワーク接続された制御／監視システムとのやりとりが、一般的なネット
ワークルータの設定と同じくらい容易かつ直観的であるように努めて
います。
ネットワークデバイスにWebインタフェースコンポーネントをダウン

ロードすれば、IPアドレスでアクセスできるようになります。さらに、同一
ネットワーク上のいずれのホストコンピュータからでも自動的に検出さ
れます。デバイスの種類や機能により、ファイルブラウジング、ネット
ワーク構成、コンソール出力といった異なるオプションが利用でき
ます。LabVIEW 2010によって、実装された組込システムの可視化は
向上します。つまり、場所やインストールしたアプリケーションに関係な
く、接続が可能になるということです。

特集

図1. LabVIEW 2010 FPGAモジュールの新しいIP統合ノードを使用すれば、
Xilinx Core Generatorライブラリを利用して、開発時間を短縮できます。
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新しいCシリーズI/OモジュールとEthernet拡張により短時間で
大量のデータを集録
これまで、100種類以上の他社製モジュールおよびNI Cシリーズ
モジュールが設計され、あらゆる信号の計測や生成、また、選択され
たバスでの通信が可能になってきました。PCI FPGAデバイス、
USB、ワイヤレスデバイスなどからCシリーズI/Oにアクセスするための
オプションが複数追加されています。LabVIEW 2010がリリースされ
て、複数のCシリーズアナログ計測が同時に、なおかつ従来よりも
高速に実行できるようになりました。新しい再構成可能なEthernet
拡張シャーシを使用すれば、より多くの場所からCシリーズモジュール
へのアクセスが可能になります。
新製品のNI 9222およびNI 9223アナログ入力モジュールは、それ

ぞれ500 kS／秒と1 MS／秒で4チャンネルから16ビットの計測が可能
です。同時ADC機能も搭載していますので、複数のチャンネルで
計測を行っても、各チャンネルのサンプルレートが低下することはあり
ません。CシリーズI/Oにリモートでアクセスするには、再構成可能な
オンボードFPGAを搭載した新しいNI 9148 Ethernet拡張シャーシを
使用することもできます。1つまたは複数のNI 9148拡張シャーシを
標準のEhternetネットワーク経由でホストシステムに接続することで、
監視・制御アプリケーションを1か所で実行しつつ、FPGA上でカス
タム信号処理を高速実行することが可能です。LabVIEW 2010を
使用すれば、これまでにない多くの場所からより多くのI/Oに接続でき
るため、アプリケーションの要件に合った構成がきっと見つかるで
しょう。

既存IPへのアクセス性が向上し、組込デバイスにはWeb経由で
アクセスできるほか、I/Oおよび拡張オプションが追加されるなど、
LabVIEW 2010はNIがこれまでにリリースした中で最も接続性に
優れたバージョンとなっています。LabVIEWは、単なるプログラミング
環境ではありません。LabVIEWを購入すれば、発展を続けるコード
ライブラリやツール、I/Oなどのネットワークに接続できるため、製品の
市場投入までの期間を短縮し、ひいては競争力の維持につなげる
ことが可能になります。

LabVIEWを使用した組込設計のメリットに関する詳細は、ni.com/infoにアク
セスの上、「nsi0311」と入力するとご覧いただけます。

図2. LabVIEW 2010のWeb監視・構成機能を利用すると、ネットワーク設定の
表示やアップデート、ファイルの転送、コンソール出力の表示などが

組込ハードウェアターゲット上で可能となります。

図3. LabVIEW 2010を新しいCシリーズI/Oモジュールや拡張オプションとともに
使用すれば、柔軟性と拡張性に優れた組込システムが短時間で構築可能。
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USB対応XシリーズDAQの機能ブロックダイアグラム

USB
インタフェース

アナログ入力

アナログ出力

デジタルI/O

NI信号
ストリーミング
コントローラ

カウンタ／タイマ

NI‐STC3
タイミング／
同期技術

XシリーズマルチファンクションDAQがUSBに対応

ナショナルインスルツメンツ（NI）は2009年8月に、アナログI/Oとデジ
タルI/O、4個のカウンタを備え、高度なオンボード回路も搭載する、
PCI Express/PXI Expressに対応した新世代の高性能マルチファン
クションデータ集録（DAQ）デバイス群を投入しました。
そして今、NIはこの新世代DAQデバイス群に、幅広い範囲の

テスト／計測アプリケーションに向けて設計した、USB対応の8機種を
新たに追加しました。NI XシリーズのUSB対応機は、最大32チャン
ネルのアナログ入力と、4チャンネルのアナログ出力、48チャンネルの
デジタルI/Oライン、4個のカウンタを備えています。サンプリング速度
は機種によって異なり、最大500 kS／秒～2 MS／秒です。

筐体を一新
USB対応の新型Xシリーズデバイスは、アルミ押出材を使用した
新設計の筐体を採用しました。この筐体にはアクセスが容易で必要
時に簡単に開閉できる磁気カバーが付いており、信号配線を保護
したりシールド（遮蔽）したりする役割を果たしています。カバーの
裏面には、デバイスごとのピン配列が記載されているため、ユーザは
設置時に特定のチャンネルに対応するネジ端子を素早く見つけ
出せます。さらに、デバイスの動作中にUSBケーブルが外れてしまう
事態を防ぐため、USBポートに抜け防止機構を備えました。また、
Xシリーズ向けのDINレールや壁掛け用アク
セサリも別途購入可能です。

NI-STC3技術
Xシリーズデバイスの中核には、タイミング／
同期技術のNI-STC3が組込まれています。
NI-STC3は、アナログ、デジタル、カウンタの
各サブシステムのタイミングとトリガリングを
調整する役割を担います。このタイミング技術
は、4個の32ビットカウンタを提供します。
各カウンタが、イベントカウンタやパルス生成
などの機能や、周波数やエンコーダの計測を
実行することが可能です。さらに各カウンタ
は、100 MHzのタイムベースが搭載されて
おり、サンプルクロックを従来のマルチファンク
ションDAQデバイスの5倍もの分解能で生成
できます。

特許取得済みのNI信号ストリーミング技術
XシリーズのUSB対応機には、特許取得済み
のNI信号ストリーミング技術が搭載されて
います。この技術は、メッセージベースの転送
機能とデバイス側のインテリジェンス機能を
使って、USBを介して高速かつ双方向の
データ転送を実現します。
NIはこの技術を活用することで、業界で

初めてマルチファンクションUSBデバイスで
同時サンプリングを実現しました。8チャンネル
のアナログ入力の最大サンプリング速度が

1.25 MS／秒、2 MS／秒と異なる2機種を用意しており、各機種ともに
オンボードメモリの容量は32 MSもしくは64MSを選択可能です。この
ように各チャンネルで高いサンプリング速度を達成しているため、
これらのデバイスはポータブルの超音波テストや過渡的な現象を
記録するアプリケーションに最適です。これらのデバイスの長期間に
わたる連続的な動作は、ホストPCとサンプリング速度、チャンネル数
に左右されます。例えば、デルのノートPCであるLatitude D630は、
インテルのCore 2 Duo 2 GHzプロセッサと2 GB RAM、Windows 7を
搭載しており、8チャンネルすべてのアナログ入力をチャンネル当たり
2 MS／秒（32 MB／秒）で制限無く集録できます。

USB対応機の詳細な仕様や価格、デモビデオをご覧になるには、ni.com/
xseries/usbにアクセスしてください。

製品情報

図1. XシリーズのUSB対応機は、NIがゼロから再設計した筐体を採用しており、
開閉しやすいカバーにはデバイス固有のピン配列を記載する工夫も施されています。

図2. XシリーズのUSB対応機は、NI信号ストリーミング技術を搭載しており、
異なるI/OサブシステムからのデータをUSB経由で同時にストリーミングすることが可能です。
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NIスイッチブロック－柔軟性・拡張性が高い
インテリジェントなマトリクススイッチ
新たに発表されたNIスイッチブロックは、PXIシャーシに
挿入して使うリレーカード用キャリアで、大規模アプリケー
ション向けのスイッチマトリクスを分かりやすく容易に構築
できるソリューションを提供します。PXIスロットを4つ専有
し、最大6枚のリレーカードを収容可能です。キャリア内部
のアナログバスを介してこれらのリレーカードを相互に
接続し、クロスポイント数が2000点以上の大規模なマトリ
クスを簡単に構築できます。単一のPXIシャーシ内で複数
のキャリアをつなげば、クロスポイントが8000点を超える
さらに規模の大きなマトリクスを実現することも可能です。
NIスイッチブロックは、このように統合された拡張性のある
ハードウェア設計を採用しているので、ユーザは自動テス
トシステムのスイッチ部を手早く構築でき、開発期間を
大幅に短縮できます。
スイッチ管理ソフトウェアのNI Switch Executiveを使う

と、グラフィカルな環境でエンドポイントを指定するだけで
スイッチのルートを設定でき、信号を複数のリレーカードに
わたって自動的にルーティングすることが可能です。この
ような高度な抽象化が施されているので、ユーザは迅速にアプリケー
ションの開発に着手できます。その後もNI Switch Executiveを単一の
インタフェースとして、ルートグループの保存から検証、整備、スケー
リングまで、すべてに対応可能です。さらに、メンテナンス用ソフト
ウェアのNIスイッチヘルスセンターも活用してください。オンボード
診断を自動的に実行してリレーの接続性を検証し、正常に動作する

リレーの数の情報を表示する機能を備えており、スイッチマトリクスの
長期的な信頼性を高めることができます。

NIスイッチブロックについてさらに詳しくは、ni.com/switchblockにアクセス
してください。

NI HDD-8265は、外付け
HDDを収容する新型の
高速エンクロージャ
です。RAID-0モード時
は、HDDとのデータの
読み取り／書き込みを

800 MB／秒で実行でき、最大12 TBのストレージ容量を提供
します。この新型データストレージシステムを高性能PXI
シャーシやコントローラ、モジュール式高速計測器と組み合わ
せれば、高速記録／再生アプリケーションに最適なPXIプラット
フォームを構築できます。

NI HDD-8265のオプションや仕様、価格情報は、ni.com/jp/infoにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi0314」と入力するとご覧いただけます。

NI 5761は、NI FlexRIO用のFPGA
デジタイザモジュールです。分解
能とサンプリングレートがともに
高く、時間領域と周波数領域の両
方のアプリケーションに適して
います。4チャンネルを搭載し、14
ビットの分解能で250 MS／秒の

サンプリングレートを実現しました。このため、中間周波数（IF）
の通信信号を第4次（サンプリング周波数の1.5倍から2.0倍
の領域）までのナイキスト領域でアンダーサンプリングする
用途に最適です。

NI FlexRIOとLabVIEW FPGA技術の詳細については、ni.com/flexrio/
ja/をご覧ください。

製品情報

PXIシステム向けに性能を最適化した
NI FlexRIO用新型デジタイザ

最大12 TB対応の高速データストレージ
向け新エンクロージャ

NIスイッチブロックを使えば、大規模なスイッチマトリクスを簡単に構築してプログラミングできます。
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光ファイバ

ファイバブラッググレーティング（FBG）

広帯域の光源

ブラッグ波長λの反射

ファイバコア

ブラッグ波長λ

従来型センシングの制約を打ち破る光センサ
物理的現象や機械的現象をデータ集録システムが計測できるアナ
ログ信号に変換する手法としては、何十年もの間、電気的なセンサを
使うのが一般的でした。ただし電気センサは、広く普及しているもの
の、さまざまな制約があるのも事実です。そのため電気センサでは
安全性を確保できなかったり、実用に適さなかったり、まったく使えな
いというアプリケーションも少なくありません。電気センサは原理的に
導電性があるので、エラーの原因となる電磁干渉（EMI）や危険な
高電圧の影響を受けやすく、可燃性の物質の近くに設置すると爆発
を誘発してしまう危険性もあります。熱電対や歪みゲージなど電気
センサの多くは、センシングの結果を低レベルの電気信号として出力

します。この出力はノイズの影響を受けやすい上に、配線ケーブルが
長いとその抵抗によって電圧降下が発生するので、計測システム
から遠く離れた場所にセンサを設置することが難しいという課題が
ありました。ケーブルの管理は、多チャンネルのアプリケーションでも
頭痛の種です。特に、歪みゲージをはじめとする、計測点ごとに10本
もの配線ケーブルが必要になるようなセンサでは、これは非常に厄介
な課題だといえます。

光センシング
光センサは、電気の代わりに光を利用し、銅線の代わりに標準的な
光ファイバを使うことで、電気的なセンシングに伴う課題の多くを解決
することができます。光ファイバは非導電性で、電気的に受動的
（パッシブ）であり、EMIに起因するノイズの影響を受けません。その
ため、信号品質（シグナルインテグリティ）の損失をごくわずかに
抑え、データを長距離にわたって伝送できます。内在型の光センサ
は、光ファイバを信号の伝送媒体としてだけでなく、温度や歪み、
圧力などの物理パラメータを計測するセンサ素子としても利用
します。
光ファイバセンサの中でも、最も一般的で最も広く使われているの

がファイバブラッググレーティング（FBG）センサです。FBGは内在型
のポイントセンサで、反射係数が周期的に変化するファイバコアを
利用しています。一般的なFBGは、長さが5 mm程度で、入射光の
うちブラッグ波長を中心波長とする狭い帯域の波長成分だけを
選択的に反射させ、それ以外のすべての波長成分を透過させる
ことが可能です。反射されるブラッグ波長は温度や歪みに応じて
変動するので、FBGをセンサとして利用できるわけです。ブラッグ
波長が異なるFBGセンサは、それぞれ光スペクトラム中の異なる
波長領域で機能するため、複数のFBGセンサを1本の光ファイバに
長距離にわたってデイジーチェーン接続することも可能です。電気的
なセンシングシステムとは異なり、光センサは1チャンネルで何十個も
のFBGセンサを計測できるので、計測システムのサイズや重量、複雑
性を大きく削減することができます。さらに、FBGセンサは光の強度で
はなく波長を変調する仕組みなので、計測精度をほとんど低下させ
ることなく、最大10 kmの長距離にわたって実装することが可能です。

FBG光センシングについてさらに詳しくは、ni.com/opticalsensingにアクセス
してください。

製品情報

図1. Micron Optics社の温度センサなど、
さまざまな種類のFBGセンサが市販されている。

図2.広帯域光源を用いたFBGのインテロゲーションでは、特定の波長で反射が生じる。
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FPB光センサの計測に対応する
新型PXI Expressモジュール

NI PXIe-4844は、光入力チャンネルを4つ搭載し、10 Hzの同時サン
プリングが可能な光センサ用インテロゲータです。各チャンネルとも
に、80 nm（1510～1590 nm）の波長範囲に対応しています。ファイバ
ブラッググレーティング（FBG）センサのほとんどは1～5 nmの波長

範囲しか専有しないので、各チャンネルにFBGセンサを何十個も
接続できることになります。波長の精度と安定度、再現性については
1 pmを確保しており、これはFBGによる歪みセンサでは標準1.2マイク
ロストレイン、温度センサでは標準0.1℃の精度に相当します。また、
インテロゲータに接続されたFBGセンサの検出と、センサ出力の
工業単位系への変換を自動で行う、ドライバソフトウェアのNI-OSI
Explorerが付属しています。さらに、このNI-OSI Explorerを利用すれ
ばコンフィギュレーション（構成）と計測を簡素化でき、NI FBGセンサ
の計測結果をLabVIEWソフトウェア上で簡単に集録して解析し、
表示することが可能です。
このほかNI PXIe-4844では、PXIプラットフォームの柔軟性と拡張
性も活用できます。PXIモジュール製品群にラインナップされた、電気
センサや信号計測、リアルタイム制御、タイミング／同期、そのほか
各種の計装に対応する、1,500品種を超えるPXIモジュールと組み
合わせて同期させることが可能です。

NI PXIe-4844の仕様および価格情報は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、
Info Code欄に「nsi0315」と入力するとご覧いただけます。

携帯電話／PAの完全なテストソリューションを
提供するソフトウェアと電池シミュレータが登場
携帯電話機とその部品のテストは、無線テスト業界に厳しい計測
要件のいくつかを突き付けています。そのため、携帯端末とその
パワーアンプ（PA）のテストに使う計測器には、高い計測速度と
極めて高い精度に加えて、さまざまな計測コンフィギュレーション
（構成）に対応する柔軟性も求められています。
GSM（Global System for Mobile Communications）からHSPA＋

（Evolved High-Speed Packet Access）まで、携帯電話の各種標準
規格に対応する新たなソフトウェアツールキットは、携帯電話の計測
を高速かつ高精度に実行できるようにサポートします。RFベクトル
信号アナライザのNI PXIe-5663EおよびRF信号発生器のNI PXIe-
5673Eに、NI GSM/EDGE/WCDMA/HSPA/HSPA＋計測スイートを
組み合わせれば、携帯電話の完全なテストシステムを構築すること
が可能です。このWCDMA/HSPA/HSPA＋計測スイートを使うと、
－65 dBcまでのACLR性能や、1％以下の変調精度（EVM：Error
Vector Magnitude）を計測できます。
さらに、新たに追加された電池シミュレータのNI PXIe-4154は、
モバイル通信のテストに向けて最適化された柔軟性が高い電源
装置として機能します。このモジュールは、最大6 Vの電圧で最大
3 Aの電流を供給できる電池シミュレータ用チャンネルを搭載してい
ます。このチャンネルは、高速の過渡応答特性を備えており、PAや

携帯端末の無線回路などの負荷による動的な電流消費に対応
可能です。タイミングとトリガリングに使えるチャンネルも2つ内蔵して
いるので、それらを用いてDC特性とRF計測やベースバンド計測の
相関を取ることもできます。

携帯電話テスト用のこれらの新ツールについてさらに詳しくは、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0316」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

光センサ用インテロゲータNI PXIe-4844は、1,500を超えるPXIモジュールと
同期させて使うことが可能です。

新製品のバッテリシミュレータNI PXIe-4154は、モバイル通信のテストに向けて
最適化されており、高い柔軟性を備える電源装置として機能します。
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NIトレーニングコース受講のメリット

トレーニング－投資効果を調査
ナショナルインスツルメンツでは、NI製品をより有効に活用していた
だくために各種トレーニングコースを用意しています。こうした公式の
技術トレーニングに費用を投じるのか、それともより非公式なアプ
ローチで使い方を習得するのかという選択は株式投資によく似て
います。株式の銘柄を評価する場合は大抵、投資対効果（収益率）
に対するリスクプロファイルの分析・評価をします。これと同様に、
特定のトレーニングコースやプログラムを導入する際には、受講する
目的を確実に達成できる可能性を評価しなければなりません。NIで
は最近、NIのトレーニングを過去に受講した世界各国の顧客600名
以上に対してアンケートを実施しました。このアンケートでは、回答者
の約89％がNIトレーニングコースの投資対効果（ROI）を「標準」から
「非常に高い」と評価しました。この結果から、NIのトレーニングはほぼ
毎回、受講者の期待に沿った、もしくは期待を上回る内容であり、
比較的リスクの低い投資であることがわかります。
株式投資には毎週または日々取引を行う短期投資と、株式購入

後、投資のリターンが最大になるまで株を保有する長期保有の
戦略、つまり長期投資があります。トレーニングコースの場合、トレー
ニングを必要とする（1つまたは複数の）プロジェクトの期間全体を
通して、トレーニングの効果を見極めなければならないため、投資の
成果を評価できるまでには長期間を要します。今回のアンケートで
は、ソフトウェアの学習時間、アプリケーションの開発時間、保守時間
（開発終了後に行うアプリケーションコードの修正など）という3つの
項目に注目し、これらの項目に費やした時間に対するNIトレーニング
の影響について調査しました。
アンケートの結果、NIトレーニング受講者はトレーニングを受講しな
かった場合と比べて、コードの維持にかかる時間を平均43％、アプリ
ケーションの開発時間を平均50％、ソフトウェアの習得に費やす時間
を平均66％、短縮できたと感じていることが分かりました。これらの
トレーニング効果を、習得、開発、保守の各工程で発生するプロジェ

クト費用の予想額に適用して、トレーニング費用と比較することで、
NIトレーニングのROIを試算できます。NIのウェブサイト（ni.com）では
編集可能なNIトレーニングのROI試算用サンプファイルを配布して
います。お客様のプロジェクトにおけるトレーニング効果の試算に
お役立てください。

NIトレーニング受講者に対するアンケートの調査結果や、NIトレーニングのROI
の試算方法については、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に
「nsi0318」と入力すると、詳しい情報をご覧いただけます。

オンデマンドトレーニングモジュールでは、NIの各種ソフトウェア
の重要機能を詳しく解説しています。これらのモジュールは、
NI標準サービスプログラム（SSP）に加入すると入手でき
ます。今回、以下のモジュールが新たに追加されました。
�LabVIEW 2010新機能シリーズ
�NI LabVIEWリアルタイムアプリケーションに向けた高度な
トラブルシューティングツール
�NI信号発生器によるスクリプティング
�NI Measurement StudioのDAQ Assistantの利用法

サービスリソースセンターが提供するトレーニングモジュールを入手する
には、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0319」とご入力
ください。ここで紹介した最新モジュールも入手可能です。

日本NIでは、「LabVIEW初級・中級コース」を刷新し、
「LabVIEW実践集中コース」の提供を開始しました。現場で
即戦力となるプログラミング手法に始まり新機能を含むトレー
ニング内容を提供しています。また、「LabVIEWデータ集録
コース」、「LabVIEW計測器制御コース」も刷新され、新しい
機器で新機能を使用しながら受講いただける環境が整い
ました。これにより、現場で使用されている最新機器にも対応
したトレーニング内容を提供できるようになりました。これを
機に、是非トレーニング受講をご検討ください。

NIトレーニングに関するウェブサイト（ni.com/training/ja／）では、コースの
内容を確認できるほか、お近くで受講可能なコースを検索することができ
ます。

サービス／サポート

オンデマンドトレーニングモジュールを
新たに追加

現在受講可能なトレーニングコース
（新たに追加またはリニューアルしたコース）

NIトレーニングコースによる時間短縮効果の平均値を
習得／開発／保守の工程別に比較
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SPring-8偏光制御アンジュレータ用電磁石型
移相器のためのフリップコイル直流積分磁場
測定システム

図1.物質科学用高輝度軟X線ビームラインの全体図

アプリケーションコンテスト2010結果発表
一般部門では40作品、学生部門では37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／部門賞に

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、ニュースレター内でも授賞作品の中からいくつかの事例を紹介してい

きます。なお、一般部門の最優秀賞作品は、2011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

東京大学物性研究所 軌道放射物性研究施設 技術職員

伊藤 功氏

「SPring-8偏光制御アンジュレータ用電磁石型移相器のためのフリップコイル直流積分磁場測定システム」

東京大学物性研究所 軌道放射物性研究施設

技術職員 伊藤 功

1.背景

東京大学では最先端の物質科学用高輝度軟X線ビームラインを

大型放射光施設SPring-8に建設し、2010年度からユーザー運転を

開始している。図1は物質科学用高輝度軟X線ビームラインの全体

図である。このビームラインには放射光の偏光を切り替えることができ

る偏光制御アンジュレータ（Polarization-Controlled Undulator）が

採用されている。図2に偏光制御アンジュレータの原理図を示す。

アンジュレータとは加速器中を周回する電子ビームを蛇行させて

高輝度の放射光を発生させる装置である。偏光制御アンジュレータ

には、水平偏光の放射光を発生させるアンジュレータ4台と、垂直

偏光の放射光を発生させるアンジュレータ4台が交互に配置され、

その間に偏光を切り替える電磁石タイプの移相器（Phase Shifter）が

設置されている。移相器は3つの偏向電磁石を磁極が交互に反転

するように並べた電磁石である。移相器を励磁すると磁場の方向が

周期的に交互に入れ替わった交番磁場が発生する。電子ビームが

移相器の交番磁場を通過するとバンプ軌道を描く。このバンプ軌道

により水平・垂直偏光アンジュレータからの放射光の位相差が

生じる。この位相差を制御して水平偏光と垂直偏光を重ね合わせる

ことで偏光制御アンジュレータから直線偏光や左右円偏光を発生

させることができる。

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.偏光制御アンジュレータの原理

図3.移相器のプロトタイプの外観と図面

図4.ホールプローブと3次元ムーバによる直流積分磁場測定システム

偏光制御アンジュレータで高品質の放射光を発生させるために

は、移相器に以下の条件が要求される。

（1）磁場の変動によって、アンジュレータからの放射光の品質を

劣化させたり、全体の電子ビームの軌道に歪みや変動を与え

たりすることがないように、移相器の磁場が常時安定に再現

性よく出力できる。

（2）バンプ軌道の前後で電子ビームの軌道が大きくずれないよう

に、移相器を通過する間に電子ビームが被る磁場が可能な

限り正味ゼロになる。言い換えれば移相器の入口から出口

までの磁場の積分量（積分磁場［G・cm］）が可能な限りゼロ

になる。

我 は々これまで移相器の設計・製作を行ってきた。図3に移相器の

プロトタイプを示す。この移相器に対して上記（1）（2）に関する性能

評価を行うため、直流磁場測定を行ってきた。測定はホールプローブ

と3次元ムーバで構成された直流磁場測定システムで行った。図4に

測定システムの概略図を示す。この測定システムは3次元ムーバに

よりホールプローブを移相器中へ少しずつ入れていきながら磁場

分布を計り、移動距離の積分を行う。この測定システムでは、（1）の

磁場の安定性・再現性を評価するのに移相器中の一点のみの値を

測定することしかできず、移相器を横断する電子ビームへの影響を

評価するには不十分であった。さらに、（2）の積分磁場を計測するの

に移相器の入口から出口までホールプローブを少しずつ動かし

ながら直流磁場分布を測定するため、測定に1時間程度の時間が

かかり、電源や計測器の温度変動の影響を無視できなかった。

そこで短時間で精度よく直流積分磁場が測定できるフリップコイル

直流積分磁場測定システムの開発が必要になった。

図5にフリップコイルによる直流積分磁場測定の原理図を示す。図

5のように直流磁場B0中でコイル（巻き数N、長さL、幅W）を回転させ

ると、下記の（a）式で表される誘導電圧Vがコイルに生じる。

�������

��������������
（a）

�������
	

	�
��������

���������	����
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図5.フリップコイルによる直流積分磁場測定の原理

図6.フリップコイル直流積分磁場測定システムの外観とブロック図

さらに誘導電圧を回転時間で積分すると、下記の（b）式で表され

る積分磁場B0Lが得られる。

��
���
���������

���
���������������

�������� （b）

�����
��
���
������

���

この方法はフリップコイルの回転時間だけで測定が済むので、電

源や計測器の温度変動の影響を受けない。

2.課題

フリップコイル直流積分磁場測定システムには以下の条件が

課される。

（A）限りなくゼロに近い積分磁場を発生させるために、十分な

精度で安定に再現性よく電流を制御できる（目安として1 mA

以下）。

（B）限りなくゼロに近い積分磁場を計測するために、十分な分解

能を持ったデータ集録を行える（目安として10 G・cm以下）。

（C）フリップコイルを回転させながら誘導電圧を測定するために、

ステッピングモーターの回転制御と積分磁場の測定の間には

同期性と確定性がある。

（D）テスト内容に合わせてユーザー自身が制御プログラムを作る

ことができる。

これらの条件を念頭において機器選定を行った結果、我々は

ナショナルインスツルメンツのLabVIEW Real TimeモジュールとPXI

システムで診断システムを構成することに決めた。

3.ソリューション

3.1.システム構成

図6にフリップコイル直流積分磁場測定システムの外観とブロック

図を示す。

フリップコイルは長さ600 mm、幅5 mmのガラスエポキシ製の

ボビンに径0.2 mmの銅線を10回巻きにしたものである。コイルの回転

にはステッピングモーター（オリエンタル製RK566BE）を使用する。

回転速度は180度／0.5～1秒である。コイルの回転角度はインクリメン

タルエンコーダ（オムロン製E6B2-CWZ6C）で計測する。

フリップコイルの制御システムはナショナルインスツルメンツのDAQ

デ バイス（PXI-6123、PXI-6221）と電圧出力モジュール（PXI-

6733）、モーションコントローラ（PXI-7330）、組込コントローラ（PXI-

8106）で構成されていて、これらはLabVIEW Real Timeモジュール

で作ったVIで制御する。制御の手順としては、まず電圧出力

モジュールから電源に外部参照信号を送る。電源は外部参照信号

に応じた電流を移相器に流す。移相器に流す電流は1秒間で0.1 A

ずつのランプ制御で上げ下げを行う。直流電流によって移相器が

励磁されたら、モーションコントローラでフリップコイルを回転させ、

フリップコイルの回転角度（エンコーダの信号）と移相器の直流磁場

（フリップコイルの誘導電圧）を各 2々つのDAQデバイスで同期

（20 MHz）を取りながら計測する。フリップコイルの誘導電圧は微弱

なので、低ノイズプリアンプで増幅して計測する。計測した誘導電圧
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図7.フリップコイル制御VI“Control Flip Coil.vi”のフロントパネル

図8.フリップコイルの誘導電圧

は（a）（b）式で積分磁場に変換される。以上の制御の手順はリアル

タイムOS上で実行される。図7にフリップコイル制御VI“Control Flip

Coil.vi”のフロントパネルを示す。

3.2結果

（1）診断システムが上記課題（A）（B）（C）（D）をどのように解決し

たのか

電流を制御する電圧出力モジュールPXI-6733は300 μVの分解

能でアナログ出力を実現できるため、このアナログ出力を電源の

外部参照信号端子に入力すると、移相器に流れる電流を300 μAの

精度で制御できる。以上より用件（A）は十分に満たされる。

DAQデバイスPXI-6123は16bitのADCを持ち、最小±1.25 Vの

ダイナミックレンジで計測が可能であり、よって分解能は2.5V/216=

40 μVである。このデータ集録ボードとゲイン100の低ノイズプリ

アンプを併用することで40 uV/100=0.4 μVの分解能を実現できる。

0.4 μVの分解能を（b）式を用いて積分磁場に変換すると2 G・cmに

なり、十分な精度である。以上より用件（B）は十分に満たされる。

電圧出力モジュールとDAQデバイスは同一のクロック（20 MHz）

を使用しているため、移相器の電源と積分磁場の計測を50 nsの

精度で同期できる。さらに組込コントローラPXI-8106のOSはリアル

タイムOSであるため、制御プログラムは割り込みなどで中断される

ことはなく、さらにμ秒レベルの時間確定性で実行される。以上より

用件（C）は十分に満たされる。

LabVIEWによる視覚的なプログラミングと豊富な関数のおかげ

で、テスト内容に合わせた制御プログラムを容易に作成することがで

きた。例えば、フリップコイルの回転制御とエンコーダ・コイル電圧の

測定の同期をとる必要があったが、DAQmx関数とエラー配線により

モーションコントローラと2枚のDAQデバイスの同期を容易にできた。

さらに移相器に電流を流す場合、一定時間間隔で電流を上げる

ランプ制御をする必要があったが、LabVIEWによりランプ制御プロ

グラムを容易につくることができた。以上より用件（D）は十分に満たさ

れる。

（2）導入効果について

図8左は移相器の中央の電磁石Bのみで約640 Gの直流積分

磁場を発生させたときのフリップコイルの誘導電圧である。フリップ

コイルは180度／0.8秒の速度で、反時計回りに回転させた。図8右は

誘導電圧を回転時間で積分したものである。この測定を5回繰り

返して平均値と標準偏差を求めた結果、0.12230±0.00004 V・secと

なった。N=10、W=5.2 mmであるから、（1）式より直流積分磁場は

10888±4 G・cmとなる。

以上より、LabVIEWとPXIシステムで構築したフリップコイル直流

積分磁場測定システムは、0.3 mAの精度の電流ランプ制御と、

2 G・cmの分解能の積分磁場測定を実現し、これまで1時間程度

かかっていた移相器の直流積分磁場測定を1秒以内で行うことを

可能となった。このフリップコイル直流積分磁場測定システムによって

現実に即した安定性・再現性の評価試験が期待できる。
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新製品情報 2010年9月～2010年12月
◆高性能マルチシャーシシステムから低コストの堅牢なアプリケー
ションにまで対応可能な「NI VeriStand 2010」

NI VeriStandは、HIL（hardware-in-the-loop）テストなどのリアル
タイムテストアプリケーションを構成するためのソフトウェア環境
です。購入直後からすぐに使用できるNI VeriStandは、マルチコア
対応のリアルタイムエンジンの構成に使用され、次のようなタスクを
実行します。
�アナログ、デジタル、通信バス、および FPGA（field-
programmable gate array）ベースI/Oインタフェース

�トリガ可能なマルチファイルデータロギング
�リアルタイム刺激信号生成
�計算チャンネル
�イベントアラームおよびアラーム応答ルーチン

NI VeriStandは、以下のソフトウェアから、制御アルゴリズムおよび
シミュレーションモデルをインポートします。
�NI LabVIEW
�SimulationX（ITI社）
�C/C++／FRONTRAN/Ada
�MapleSim（Maplesoft社）
�SCADE（Esterel社）
�GT-Power（GTI社）
�Simulink�ソフトウェア（The Math Works, Inc.社）

◆大学で工学を学ぶ学生向けのポータブルな計測器
「NI myDAQ」

ナショナルインスツルメンツとテキサスインスツルメンツが共同で、
理工学部の学生向けに安価でポータブルな教育用デバイスを
提供
【特長】
�1つのデバイスが8種類のコンピュータベースのプラグアンド
プレイ計測器として機能

�高品質のTexas Instrumentsアナログ集積回路（IC）を使用して
NIが設計

�コンパクトなポータブル設計

�LabVIEWとMultisimで機能をさらに拡張
� iPod対応の3.5 mmオーディオ入出力によりオーディオのミキ
シングと操作が可能

【仕様】
�2つの差動アナログ入力／アナログ出力チャンネル（200 kS/
200 ks／秒、16ビット、＋／－10ボルト）

�＋5、＋15、－15ボルトの電源出力（最大500 mワットの電力）
�8つのデジタル入力／デジタル出力ライン（TTL対応の3.3ボルト）
�60ボルトのデジタルマルチメータ（DMM）による電圧、電流、
抵抗の計測

�ストレージトレー、DMMプローブ、オーディオケーブル付きの
再利用可能なストレージボックス

◆スイッチ内部のカラムが容易に拡張できる革新的なアーキテク
チャを備えた高密度スイッチ製品「PXI用NI SwitchBlock」

�最大8,832のクロスポイント（8x1104）を備えたマトリクスを作成
�統合型アナログバスで配線を最小化
�NIスイッチヘルスセンターでリレーセルフテストおよびカウント
トラッキングを活用して信頼性を向上
�マスインタコネクトソリューションを使用したアプリケーションに最適

◆新しく2モデルが加わって全20種類になった業界最高水準のNI
PXIおよびPXI Expressシャーシ
�9スロット3U PXI Expressシャーシ「NI PXIe-1078」
‐5つのハイブリッドスロット、3つのPXI Expressスロット
‐総電力300 W（0～50℃）
‐標準性能－スロットごとに最大250 MB／秒の帯域幅、
1 GB／秒のシステム帯域幅

‐奥行きの浅いシャーシ（214.2 mm）－ラックマウントおよび
ベンチトップアプリケーションに最適
‐PXI、PXI Express、CompactPCI、お よ び CompactPCI
Expressモジュールに対応

�4スロット3U PXI Expressシャーシ「NI PXIe-1071」
‐3つのハイブリッドスロット
‐総電力230 W（0～50℃）
‐高性能－スロットごとに最大1 GB／秒の専用帯域幅、3 GB／
秒のシステム帯域幅

‐小型で軽量のPXIシャーシ（5.94 kg）
‐PXI、PXI Express、CompactPCI、および CompactPCI
Expressモジュールに対応

新製品情報
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無料オンラインテスト
ご自身のエンジニアリングスキルをオンラインで確認することができます。

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

カスタマートレーニング
一人一台ずつ機器を操作しながら、短期間で分かりやすく技術を習得できる実践的なトレー
ニングを、レベルと目的別に定期開催しています。
2011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、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。1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
◆はじめてのLabVIEW体験セミナー
実際にPCを操作して、「NI LabVIEW」による開発を体験していただきます。
LabVIEWとは、どのようなソフトウェアなのか、何ができるのか、どのように使うのか？ LabVIEW
の画面をご覧いただきながら、講師がその場でプログラムを描き、データの集録、解析、表示など
のデモンストレーションを行います。

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

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

【開 催 時 間】13：15～17：00

【開催日・場所】
2/18東京、3/16東京 全国各地で開催
※最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

◆アカデミック向け教育・研究ソリューションセミナー【講義形式】
計測・制御分野においてプログラミング言語の世界標準ツールとして使用されている
「NI LabVIEW」の活用方法を、教育や研究開発者を対象に案内するセミナーです。

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

【開 催 時 間】13：00～16：00

【開催日・場所】
2/9大阪、2/16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。

Web
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。

■PLCシステムを強化する7つの方法
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12231

■光ファイバーグレーティングによる光センシング
http://www.ni.com/opticalsensing/ja/

■NI myDAQ
http://www.ni.com/jp/mydaq

■NI製品を使用した新技術の開発事例
�LabVIEW Tech Summit 2010ユーザ講演ビデオ・資料のご紹介
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12357

■アプリケーションコンテスト2010入賞作品紹介
http://www.ni.com/jp/apcon

■ものづくりの未来を拓くLabVIEW トップページ
�日経BP社Tech-on！掲載記事
http://zone.ni.com/devzone/cda/pub/p/id/1275

■グラフィカル言語が開発手法を変える‐NIWeek 2010レポート
http://www.ni.com/niweekreport/ja/

【技術資料・事例集】

■環境エンジニアリングリソースキット
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitgrnengintro/content.xhtml

■現場アプリケーション用構造ヘルスモニタリング（SHM）リソースキット
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitstructhealth/content.xhtml

■電力品質監視技術資料集
https://lumen.ni.com/nicif/ja/ekitgrnpwrmntr/content.xhtml

【Webイベント】

■Webイベント：FBGを使った光ファイバセンシング技術の概要
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2403

■NI OSIドライバソフトウェアの概要
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2421

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 芝パークビルA館4階・Tel：0120-108492・Fax：（03）5472-2977
URL：ni. com/jp・E-mail：infojapan@ni. com
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