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“新たな時代”へ突入する
計測技術

1997年に開催された「NIWeek 1997」で、1つの印象深い光景を

目にしました。ナショナルインスツルメンツ（NI）の社長兼CEO（最高経営

責任者）を務めるJames TruchardとNIの社員が、PXIの構想について

議論していたのです。その際、CompactPCIのEurocard規格に少しの

改良を施すことで、計測器向けにより最適なものができると、活発な議論

が交わされていました。つまり、CompactPCIにタイミング用・トリガ用

のアーキテクチャを追加すれば、計測器や制御器に最適なプラット

フォームになると考えたのです。今、振り返ってみると、NIWeek 1997

で行われたこの議論は、NIのPXIプラットフォームを実現に導く技術革新

の“種”になったのです。

現在、PXIは自動テスト装置の業界をリードする標準規格となっています。PXI規格を採用する

企業は60社以上に上り、1,500種以上のPXIモジュールが開発されました。そして、PXIは、エン

ジニアによる自動テストの実施方法を一変させました。実際、テスト対象物（DUT）のスループット

速度が、他のテストシステムを使ったスピードを最大20倍も上回ったという事例が報告されて

います。PXIは、自動テスト用のプラットフォームとして、事実上の標準という地位を確立したといえ

ます。

PXIは自動テスト以外に、制御関連の市場においても大きな進歩を遂げつつあります。PXIを

導入した制御アプリケーションの中で最も注目を集めた事例としては、CERN（欧州合同素粒子

原子核研究機構）による大型ハドロン衝突型加速器（LHC：Large Hadron Collider）が挙げられ

ます。その粒子ビームの調整には、カスタム仕様の高速制御器が必要でした。そして、この高速制御

器は、PXIの特性を活用しなければ実現できないものだったのです。

PXIの進化の過程を見ると、最近の発展にはPXI ExpressとFPGAが寄与しています。PXI

Expressプラットフォームは、最新の高速バス技術であるPCI Expressに対応する一方で、ハイブ

リッドスロットによってPCIとの下位互換性を確保しています。そして、これらの機能には重要な意味

があります。意思決定がなされた際、マイクロプロセッサのメモリ空間に計測結果を高速に伝送で

きるため、テスト時間を短縮し、制御応答を迅速に取得できるようになるからです。また、FPGAの

登場により、PXIとピアツーピアストリーミングモジュールでは、計測・制御データをモジュール間

でやりとりできるようになりました。このため、かつてないほどの速度で確定性の高いデータ処理が

可能となりました。

PXI Expressプラットフォームが計測と制御において優れた効果をもたらすことから、市場では

この技術の導入が拡大し、需要が高まる傾向がはっきりと見て取れるようになりました。こうした

動きに賛同しかねていたベンダも、現在ではPXIプラットフォームを明確に支持しています

（3ページの関連記事『自動テストの新たな時代』をご覧ください）。このように多数の企業がPXIの

支持を表明していることから、旧来の自動テスト用計測器からPXIベースの計測器への脱却が進む

でしょう。今後は、ソフトウェア定義のモジュール式計測器による新たな時代が到来します。さま

ざまな研究が進められ、さまざまな技術革新が生まれることが期待できるでしょう。これまでは、

旧来のラックアンドスタック型の計測器が素晴しい活躍を見せてくれました。しかし、今後は、優れ

た性能とアプリケーションが重要視される、計測と自動化の新時代に突入するのです。
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PXI （コントローラを交換していく）
Agilent社製 E4440A
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自動テストの新たな時代
30年を超える長きにわたり、テクノロジコミュニティはムーアの法則が進展し続ける
さまを目の当たりにしてきました。

トランジスタの実装密度が18カ月ごとに倍増するという事実によって、

電子デバイスの性能は飛躍的に向上してきました。これは、Intel社の

最新プロセッサであるCore i7のみならず、いまや切手ほどのサイズで

64GBの記録容量を達成するまでに小型化したSSD（Solid State

Drive）などのテクノロジを見ても明らかです。このようなテクノロジの

進展は、コスト面でもかなりの改善をもたらします。例えば、以前は数百

ドルしていた液晶ビデオスクリーンが、今では低コストのグリーティング

カードに使われています。これまでにないほど高速かつ小型で、コストの

低いデバイスによって、エレクトロニクス業界はGPSやデジタルカメラ、

携帯電話といった機能を単一の統合ツールにまとめた新型製品を爆発

的に普及させることに成功しました。さらにこうしたツールはソフトウェア

によって機能を定義できるので、ユーザはアプリケーションをダウン

ロードし、個々のニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。

テクノロジの革新が加速することで、新たなブレークスルーが次々に

訪れていますが、それらに対応したテスト技術を開発しなければなら

ないという課題も生じています。例えば、製品をバージョンアップする

際に無線LANの機能を追加すると、通常は50項目もの新たなテストが

加わります。しかもそれらは、現行製品のテストと同様に、すべて同時に

実施しなければなりません。幸いなことに、ムーアの法則は次世代の

テストプラットフォームとモジュール式計測器にも恩恵をもたらして

います。ソフトウェア定義のソリューションと組み合わせることで、テスト

システムはテスト対象物（DUT）の開発スピードに遅れることなくついて

いくことが十二分に可能です。

ラックアンドスタックからPXIへ

過去何十年もの間、エンジニアは実験机で使うものと同じ、旧来からある

スタンドアロン型計測器を用い、それらをラックに何台も積み重ねること

で自動テストシステムを構築してきました。このラックを計測制御インタ

フェース経由でコンピュータにつなぎ、そのコンピュータ上で稼働する

ソフトウェアプログラムでシステムを自動化するという構成です。この

ようなラックアンドスタック型のシステムは、それなりに機能していま

したが、そこに組込まれる計測器はもともと自動テストシステムのために

設計されていたわけではありません。

旧来のスタンドアロン型計測器は、実験机で使うことを想定して設計

されています。エンジニアや技能者がデバイスを手動でテストしたりトラ

ブルシュートしたりする際に利用するツールです。ところがラック型の

システムでは、計測器の画面やノブ、ボタンは、空間やコストを無駄に

消費する要素になることが少なくありません。さらに、そうした計測器は、

自動テストシステムに求められるレベルの計測スピードやデータスルー

プットを備えているとは限りませんでした。確かに、デバイスの設計工程

では、計測に10秒かかっても問題ないでしょう。しかし、何千個ものデバ

イスをテストする製造工程で同じような時間をかけることは、何十万ドル

ものコストに匹敵する損失になるのです。

「PXIを使えば、旧来のラックアンドスタック型の計測器に
比べて、より小型でコスト効率が高く、ユーザごとのニーズに
的確に応えられるソリューションを実現できます。」

－Jessy Cavazos氏, Frost & Sullivan社

過去数年間で、業界は自動テストの転換期を迎えており、今、PXI

ベースのシステムへの大規模な移行が始まっています。PXIは自動

テストに最適化されたプラットフォームで、ラックアンドスタック型よりも

高速かつ小型で、コスト効率が高いソリューションを提供することが可能

です。1つ事例を紹介しましょう。マルチバンド無線や軍用の戦術無線を

トピック

図1.旧来のラックアンドスタック計測器とは異なり、PXIシステムではコントローラを最新のプロセッサを搭載した機種にアップグレードすることで、
製品寿命にわたって性能スループットを高め続けることが可能です。
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手掛けるHarris RF Communications社では最近、高性能無線製品で

あるFalconシリーズの需要が劇的に高まったため、同時にテスト可能な

無線装置の数を増やせる新しいテスト手法を導入する必要に迫られま

した。そこで同社は、次世代テストシステムの基盤としてNI TestStand

ソフトウェアとPXIハードウェアを採用しました。NIが提供するこの

プラットフォームを使うことで、同社は以前よりも多くの無線装置を同時

にテストできるようになり、1台当たりのテストコストを74％も削減する

ことに成功したのです。

「当社はNIのPXIテクノロジに基づく新プラットフォームを導入
することで、計測の精度とスピードを両立しながらも、コストを
1/3に削減し、半導体チップの検証スループットを10倍に
高めることに成功しました。」

－Ray Morgan氏, ON Semiconductor社

NIが世界中のテストマネージャを対象に最近実施した調査でも、転換

期が訪れていることが確認できました。この調査では70％を超える

テストマネージャが、自社が次期に導入する自動テストシステムの少な

くとも1つ以上に、中核要素としてPXIを採用するつもりだと回答して

います。これは、自動テストシステムにラックアンドスタック型の計測器を

使い続けると回答したテストマネージャがわずか30％にとどまったのと

は対照的です。

旧来のスタンドアロン型計測器のベンダも、PXIに大規模な投資を

行っています。例えば、Agilent Technologies社は2010年9月に、

PXIプラットフォームに本格的に参入すると発表し、40機種を超えるPXI

モジュールを投入しました。同社はPXI Systems Allianceにも加わっ

ています。PXI Systems Allianceは、複数のベンダが製品を供給する

オープンな標準規格であるPXIの普及促進と保守を手掛ける業界団体

で、60社以上のベンダが参加しています。

ムーアの法則がPXIの未来を開く

PXIは、商用オフザシェルフ（COTS）のテクノロジを使うことで、ムーア

の法則の恩恵に大いに浴しています。トランジスタの素子寸法は現在、

20年前の1/2000まで縮小されており、NIはそれを活用することで

高性能RF計測器を同等性能のスタンドアロン型計測器に比べて1/10

も小さい3Uサイズで提供しています。ユーザはこれを導入すれば、

ラックのスペースを節約できる上に、重量や消費電力量も低減すること

が可能です。Analog Devices社は、MEMSマイクロホン製品をテスト

するシステムで旧来の自動テスト装置（ATE）をPXIに置き換えること

で、同システムの重量を1/66に、消費電力量を1/16にそれぞれ削減

できました。前世代のATEシステムは、それを輸送するためのコンテナ

だけでも、新たに導入されたPXIテストシステム全体に匹敵するコストが

かかっていたのです。

ムーアの法則の効果は、PXIのプロセッサ性能の高さでも明らか

です。モジュール式コントローラのアーキテクチャを採用しているため、

ユーザはシャーシと計測器はそのままに、コントローラを置き換えるだけ

でプロセッサ性能をさらに高めることができます。例えば、2001年に

構築したシステムに組込まれた2.5 GFLOPSのコントローラを、35

GFLOPSを超えるパフォーマンスをたたき出すIntel社の最新プロ

セッサCore i7を搭載したコントローラに、簡単に交換することが可能

です。RF信号の処理や解析など、コンピューティング負荷が非常に高い

アプリケーションでは、最先端のプロセッサ性能が特に重要になります。

例えば、TriQuint Semiconductor社では、旧来のスタンドアロン型

計測器からPXIベースのシステムに移行することで、パワーアンプの

特性評価におけるGSMやEDGE、WCDMAのテスト時間を1/6～

1/14に短縮することに成功しました。NIのPXIモジュール式計測器を

使うことで、同社は新チップの特性評価に費やしていた時間を2週間から

約1日まで削減できたのです。

PXIは、より小型でより高速なソリューションを提供するのみならず、

あらゆるプラットフォームにおける計測器の測定限界を

引き上げる役割も果たしています。新型のベクトル信号

アナライザ（VSA）であるNI PXIe-5665は、クラス

最高レベルのRF性能を実現しました。具体的には、業界

トップレベルの位相雑音や、振幅精度、ダイナミックレンジ

などです。このVSAは、同等のスタンドアロン型計測器

に比べて、価格を40％低く、サイズを1/10と小さくし

ながらも、最適な性能を達成しました。計測テクノロジの

最先端を引っ張るもう1つの例としては、新型のデジタ

イザであるNI PXIe-5186が挙げられます。これはNI

がオシロスコープの最大手ベンダであるTektronix社

と共同で開発した機種で、5GHzの帯域幅と最大12.5

GS／秒のサンプリング速度を備えており、PXIデジ

タイザとして市場で最も高い性能を実現しました（さら

に詳しくは、12ページの記事をご覧ください）。

ソフトウェアの革新

PXIはより高速で小型、そしてコスト効率の高い選択肢

をもたらします。しかしその本当の力は、完全にソフト

ウェア定義のソリューションを提供できるという点に

あるのです。ベンダが定義した固定的な機能しか利用

できない旧来のスタンドアロン型計測器とは異なり、

PXIテストシステムはそのシステムごとに記述される

ソフトウェアによって個別に機能を定義することができます。スマート

フォンにアプリケーションをダウンロードしてカスタマイズするのと同様

に、テストシステムを対象とするDUTごとに、それにぴったり合うように

カスタマイズできるようになりました。

PXIシステムのソフトウェアはDUTの複雑度が高まるのに応じて、

図2. 新型VSAのNI PXIe-5665は、同等のラックアンドスタックソリューションに比べて
価格を40％、サイズを1/10と小さく抑えながらも、業界最高レベルのRF性能を達成しています。
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革新を続けていきます。無線LANシステムを1枚のチップに集積した

システムLSI（SoC）のようなデバイスをテストする際には、刺激信号を

与えて応答を評価するというシンプルなテストだけでは、そのデバイス

を検証することはできません。テストシステムがI2CやPCI Express、

SPIといったリアルタイムのデジタルプロトコルを介してデバイスと通信

し、バックエンドのRF計測を同期化しなければならない場合も多くあり

ます。このような複雑な処理を行うには、テストシステムをモデリング

したり制御したりするために新たなレベルのソフトウェア抽象化が必要に

なります。

「NIのPXIプラットフォームによって、当社は高い柔軟性とリアル
タイム性能を維持しながらも、開発期間を大幅に削減すること
ができました。またLabVIEWを使うことで、リアルタイムコン
トローラとFPGAモジュールを同じ環境で実装できたので、
短い期間で統合が完了し、信頼性の高いスタンドアロンの製品
を手に入れることができました。」

－Miguel Núñez氏, Instituto de Astrofísica de Canarias（IAC）

幸いなことに、グラフィカルシステム開発ソフトウェアであるNI

LabVIEWのようなツールによって、そうしたソフトウェア抽象化が可能

になります。テストエンジニアは、スタンドアロン型計測器の制御に25年

にもわたって使われてきたものと同じグラフィカルプログラミング環境

で、難易度の高いタイミングと同期の機能を備える刺激・応答型の複雑

なシステムをモデル化することができます。さらにエンジニアは、この

同じコードをPXI計測器に内蔵されたユーザアクセス可能なFPGAに

ダウンロードして、インラインの信号処理やカスタムプロトコルによる

通信といった、さまざまな処理を実行することが可能です。

ムーアの法則が指し示す通り、いま新たに開発されるデバイスは

かつてないほど高速かつ小型で、コストも低くなっています。DUTのこう

した進化に遅れずについていくには、テストエンジニアはPXIベースの

テストシステムに移行すべきでしょう。

PXIへの置き換えを検討されるなら、ni.com/automatedtest/ja/

softwaredefinedにアクセスしてください。

一般に、製品テストでは時間制約が厳しく、スタンドアロン型計測器を使ったジッタ計測までは実施できて

いないのが現状です。NI LabVIEWジッタ解析ツールキットは、自動テスト用に設計されており、ハード

ウェアに依存しないため、高スループットでジッタやアイパターン、位相雑音を計測する最適なソリュー

ションを提供します。マルチコアプロセッサを使えば、これらの計測をさらに高速化することも可能です。

仕様や価格については、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1201」と入力してください。

ジッタ計測をLabVIEWで自動化

図3.無線LANの機能を1チップに集積した複雑なシステムなどでは、テストソフトウェアの抽象化と能力を新たなレベルに引き上げる必要があります。
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従来のメカトロ設計プロセスの問題

システム
仕様 

機械
設計

電気
設計

組込
HW設計 

組込 
SW設計

コントローラ
設計

実機試作検証
最適化 

製造試験装置
設計 製造 サポート

問題点
　- 実機試作回数の増加による手戻りコストの増加
　- 開発時間の増加（平均15カ月にも及ぶ）

HW:ハードウェア
SW:ソフトウェア

図1. 従来の開発プロセス

「価値づくり」の新手法、グラフィカルシステム開発の全貌をつかむ（第3回）

「バーチャル試作」の導入で、
実機試作の回数を大幅に削減
「今度は組込ハードウェアの設計でバグが出たらしい」
工作ロボット開発チームでコントローラ設計を担当しているわれわれのチームのリーダーが、大きなため息をついている。
「またやり直しですか？」
「ああ、この調子だと2～3カ月分の手戻りロスになるな」
システム仕様が決まってからすでに長い時間が経過している。今回の組込ハードウェア設計のバグを発見する以前にも、モーターの設計で手戻り
があり、すでにスケジュールはギリギリの線まで追い込まれている。

コントローラ設計（主に制御ソフトウェアの設計）は、設計工程の最下流に位置している。機械設計、電気設計、組込ハードウェア設計、組込ソフト
ウェア設計が終わらなければ作業に取り掛かれない。コントローラ設計が完了したら、実機での試作が行われる。実機試作によって検証した結果、
ミスが発見されると、当然、問題を解消するために、問題の発生原因となっている部分の修正を行うことになる。その修正の影響により、下流の設計
にも修正が必要になるかもしれない。どの段階からやり直しになろうとも、そのたびにやり直しが求められるのは、最下流に位置するコントローラ
設計だ。スケジュールの遅れに直面して対応を迫られるのもコントローラ設計の部署である。まるで、開発に遅れが出ている原因は、われわれコント
ローラ設計の部署にあると言わんばかりだ。コントローラ設計の部署には、常にこのようなしわ寄せが及ぶことになる。

「手戻りが生じると、また実機を試作し直してテストを行わなければならない。ミスが重なれば、何度も試作を繰り返すことになり、時間もコストも
どんどん浪費する。実機試作の回数を減らせる方法があればよいのだが……」

従来の開発プロセスが抱える課題

実機試作が繰り返し行われることによる開発時間・コストの増大は、もの

づくりにおける大きな悩みの種となっています。「実機試作の回数を減ら

したい」……これは開発担当者にとっても切実な望みです。

日本のものづくり企業は、グローバル市場において、コストや製品投入

までのスピードでアジアの新興勢力としのぎを削っています。以前とは

比べものにならないほど低コストの製品を、より短時間で開発する必要

が生じています。これを実現するうえで大きな課題となっているのは、

実機試作の回数をいかにして削減するかということです。実機試作の

回数が増えるということは、手戻りの回数が多いということを意味し

ます。言い換えれば、コストが増加し、開発期間が長くなるということ

です。

多くの場合、メカトロニクスの分野において、制御システムは重要な

パートを占めます。その開発プロセスは、システム仕様の決定の後、機械

設計、電気設計、組込ハードウェア設計、組込ソフトウェア設計、コント

ローラ設計が順に行われます（図1）。すなわち、すべての設計工程は

シーケンシャルに進められ、その最下流にコントローラ設計が位置し

ます。

コントローラ設計が完了したら、その次に、実機による試作・検証という

工程に進みます。この段階でバグが発見されると、問題の発生している

設計工程にまでさかのぼって設計の修正を行うことになります。例えば、

機械設計に問題があったとすると、まずは機械設計の修正を行います。

その修正内容が、機械設計の下流の設計工程に影響を及ぼすなら、電気

設計、組込ハードウェア設計、組込ソフトウェア設計、コントローラ設計の

それぞれについて、必要に応じて順番に修正を施していくこととなり

ます。すべての修正が完了したら、2回目の実機試作を行い、再度検証を

行います。そして、再び別のバグが見つかれば、初回と同様に手戻りが

発生することになります。この手戻りが、製品の市場投入を遅らせ、コスト

を増大させる原因となっていたのです。特に、すべての設計工程の

最下流に位置するコントローラ設計の担当部門は、この手戻りによって

最も大きな影響を受けることになります。

この開発プロセスの問題点としては、大きく以下の2つがあると考えら

れます。
�各設計工程がシーケンシャルにしか進められない
�すべての設計をまとめた全体の検証が、実機による試作でしか行え

ない

逆に言えば、各設計工程を並列に進めることができ、それぞれの成果

物をまとめたものを単一のシミュレーション環境で検証できるなら、シス

テム設計全体の問題が解決されるということです。同時に、コントローラ

設計の部門は、手戻りによって生じる大きな負荷から解放されることに

なります。

並行開発を可能にするLabVIEWの連携機能

1つ目の問題を解決するために、NIは、グラフィカルシステム開発

プラットフォームのソフトウェアである「LabVIEW」に、各設計工程で

用いられるツールとの連携機能を持たせました。

連載記事
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バーチャル試作による開発時間の短縮

システム
仕様 

機械
設計

電気
設計

組込 
HW/SW
協調設計 

コントローラ
設計

バーチャル
試作 

(シミュレー
ション）

実機
試作 製造 サポート

サービス

バーチャル試作による効果
　- 開発時間の短縮
　- 開発コストの削減
　- 品質の向上
　- 生産性の向上

図2. バーチャル試作を導入した開発プロセス

コネクタ亜鉛メッキ装置

課題
　設計から実装までを試作機
　なしで実現

ソリューション
　電子機械シミュレーション
　機械動作のシミュレーション
　機械衝突、タクトタイムの
　算出

DESIGN & ASSEMBLY CONCEPTS, INC.
“メカトロニクス開発アプローチにより、設計プロセスにおける
　リスクを大幅に削減することができました”

図3. バーチャル試作の実行画面

例えば、機械部品設計については、ダッソー・システムズ・ソリッドワー

クス社の3D次元CADソフトウェア「SolidWorks」との連携が可能です。

また、モーション設計は、同社の「SolidWorks Motion」とLabVIEWを

連携させることで行えます。そして、コントローラ設計にはLabVIEWを

利用します。つまり、LabVIEWをプラットフォームの要とし、単一の設計

環境を構築することが可能になるのです。

この設計環境に用いる各ツールは、いずれもPC上で使用できます。

そのため、極端に言うと、LabVIEWを中心に据えて、1人の設計者が、

各工程の設計を1台のPC上で行うことも可能です。各設計工程で

用いるツールを単一の設計環境で連携させることができれば、必ずしも

各設計工程をシーケンシャルに進める必要はありません。必要に応じて

各ツールを使い分けながら、全体を並行作業で前に進めていくことが

可能なのです。これにより、上述した1つ目の課題が解決されます。

実機試作を「バーチャル試作」に置き換え

前述した環境を用意することにより、2つ目の課題も解決することができ

ます。その方法は、実機試作の代わりに、「バーチャル試作」を導入する

ことです。

バーチャル試作とは、ひと言で言えば、各設計工程の成果物をすべて

まとめたかたちでシミュレーションを行うことにより、最終製品のレベル

で機能・性能の検証を行う手法のことです。すなわち、各設計工程で得ら

れた3D CADのデータやモーション設計のデータ、コントローラ設計の

データなどを統合した状態で、シミュレーションを実施します。機械設計

からコントローラ設計まで、すべて単一の環境で扱えるため、このような

ことが可能になります。並列設計に対応した環境とバーチャル試作を

利用することで、開発プロセスは図2のように変化します。

仮に、バーチャル試作のシミュレーションによって、機械設計に問題が

あることが判明したとします。この場合、その問題点を修正し、修正後の

機械設計データを取り込んで、再度シミュレーションを実行します。その

結果、今度はコントローラ設計に問題が見つかったとすれば、その問題点

を解消したコントローラ設計のデータを取り込んで、再度シミュレー

ションを実行することになります。各設計工程のうち、どこに問題があっ

たとしても、同様の作業によって問題点を解消できます。さらに、バー

チャル試作においては、機械設計の問題点を組込ソフトウェア設計で

解決したり、電気設計の不具合をコントローラ設計で解消したり、といった

ことをシミュレーションをベースとして行うことが可能なのです。

上述したような流れを繰り返すことにより、シミュレーションだけで、

試作機レベルでの検証を行うことが可能になります。「実機試作の繰り

返し」が「シミュレーションの繰り返し」に置き換わるわけですから、時間と

コストを劇的に削減できることを容易にご理解いただけるでしょう。

バーチャル試作の実際、そのメリット

図3に示したのは、バーチャル試作の実行画面の例です。図の右上に、

LabVIEWによるバーチャル試作シミュレータのブロックダイアグラム、

右下に3D CADデータを利用したバーチャル試作機、左側にGUIベース

のバーチャル試作シミュレータが表示されています。バーチャル試作

シミュレータを操作することにより、右下のバーチャル試作機が実際に

動作する（アニメーションのような動画像が得られる）とともに、バー

チャル試作シミュレータでシミュレーション結果を確認できるといった

イメージです。

このバーチャル試作により、以下のような技術的メリットが得られます。
�コンセプトデザインとの比較検証が可能
�機械オペレーションの視覚化が可能
�モーションプロファイル・軌跡の設計・検証が可能
�マシンサイクルタイムやタクトタイムの計算が可能
�力・トルク負荷の計算が可能

つまり、各設計工程と、その成果物が独立して存在している状態では

行えなかったことが、バーチャル試作によって実現可能になるのです。

また、グラフィカルシステム開発では、実装において、LabVIEWとコン

トローラのプラットフォームである「NI CompactRIO」を使用します。

バーチャル試作のシミュレーションでは、LabVIEWを用いてテスト用の

プログラムを作成しますが、このプログラムは、CompactRIOにその

まま実装することができます。つまり、バーチャル試作による検証後に

行う実機試作の検証や、最終製品の製造テストにも、共通のプログラム

を適用可能なので、それぞれの工程で、プログラムを再作成する必要が

ありません。また、各工程で共通のプログラムによって検証が行えるの

で、問題が生じた場合のトレーサビリティが高まり、品質と生産性の向上

を図ることができます。

このようにして実現された「より安く、より早く」というメリットを、どの

ように活かすかは皆さん次第です。コスト競争や、製品の市場投入

スピードで世界と戦うのもよいでしょう。しかし、日本のものづくりに必要

なことは、製品の付加価値を高めることです。バーチャル試作を導入

することで節約できた時間とコストを、付加価値の向上に充てられること

が最大のメリットではないでしょうか。付加価値の創造を支援する――

それがNIがグラフィカルシステム開発を提唱する最大の目的です。
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スマートグリッドに求められる制御システム、
エネルギー業界にもIT革命を
普段、手にしている電話機から、本の読み方に至るまで、私たちの生活にかかわるあら
ゆる分野で技術革新が進んでいます。配電網もその例外ではなく、スマートグリッドの
実現に向けて新たな技術を利用した取り組みが行われています。

デジタル領域への転換が、あらゆる業界で進行しています。ここで言う

デジタル領域とは、プロセッサやソフトウェア、ネットワーク、センサに

よって情報の集約とやりとりを行う情報技術（IT：Information

Technology）の世界です。

どの企業も、このIT化の流れには逆らい難いようです。その理由は、

「新しい機能に対するニーズが高まっているため」、「商品やサービスを

より早く顧客に届けるため」、「生産性を向上するため」などさまざま

です。そうした中でも最大の理由として挙げられるのは、IT化を図ること

により、コストに対して、より高い性能が、より効果的に得られるということ

です。ITの導入により、最終的には、性能が指数関数的に上昇し、価格が

指数関数的に減少するので、改善速度はますます加速することになり

ます。IT化を拒む企業は、時代に取り残される危険にさらされることに

なるのです。

ここでは、配電網のIT化について考えてみます。他の業界とは対照的

に、発電・送電・配電のシステムは、いまだに“IT革命”以前の技術を

ベースにしています。配電網は、数百kmにもわたって張り巡らされた

送電線と、数千台の発電機、相互接続された数十億台のデバイスに

よって構成された大規模システムです。それにもかかわらず、配電網の

大半は、いまだに現在のコンピュータやインターネットが開発される以前

の古い技術によって制御されています。

ただ、配電網に接続された新型制御システムの内部では、IT革命が

進行しつつあります。この革命によってもたらされる主なメリットは、性能

の向上とコストの低減です。また、電気自動車や、配電網におけるエネ

ルギー貯蔵システム、分散型の再生可能エネルギー発電システムなど

をシームレスに統合するための重要な新機能も実現可能となります。

この「スマートグリッド化」は始まったばかりで、まだ初期段階にあります

が、エネルギー関連会社にとっては無視することのできないものなの

です。

高度なPMUの導入

配電網のIT化に向けては、分散型センシング技術の導入が第1段階と

なります。ここで、次のようなシステムを想像してみてください。まず、

配電網全体に計測の仕組みを組込分散システムとして配備します。その

上で、送電線からの電力信号を集録してデジタル化した後、インター

ネット経由でそのデジタル信号を送信します。電圧位相計測装置

（PMU：Phasor Measurement Unit）を使用し、配電網上の複数

地点からの電圧と位相を同期化・比較して計測を行うのです。このシス

テムの目的は、配電網の安定性を評価して停電が起きる前に問題を検出

すること、そして障害発生時には配電網を“修復”することです。これらの

目的を達成するには、配電網から集録した高い伝送レートのデータを

処理し、そのデータをコンピュータ制御システムに送信したり、制御室の

オペレータにとって意味のあるデータに変換したりする、リアルタイム

解析機能が必要になります。NIは、これを「世界規模での集録、解析、

表示」と表現しています。

この仕組みを実現するための技術要件を満たすのは、容易ではありま

せん。PMUには、高い電圧と大きな電流を正確に計測できる機能と、

高精度の同期サンプリング機能、オンボードの信号処理機能、信頼性に

優れたパケット送信を実現するのに十分な通信帯域幅が必要です。こう

した技術要件は、リアルタイム解析を実現するために不可欠となります。

計測結果は、30～60フレーム／秒の速度で現場から送信されてきます。

配電網のオペレータに操作を指示するアルゴリズムは、最新かつ

正確なデータを必要とします。FPGA技術をベースにしたPMU

を導入することで、忠実性の高い（high-fidelity）計測や、複数の

タスクの並列処理が可能になり、前述した仕組みを実現できる

ようになります。そして、最も重要なのは、現場において回路の

再構成が可能であること（field reconfigurability）です。すな

わち、要件の変化に応じてシステムの内部回路を構成し直せる

ことがポイントになります。PMUをはじめとするスマートグリッド

デバイスやそれらの標準規格は、現在も進化を続けています。

そのため、現場に設置した後も、数年間は、システムをシリコン

ゲートのレベルで再構成できる機能が重要になります。例えば、

高精度時刻同期用の新しいPMU規格であるIEEE 1588 PC

37.238や、通信用の更新プロトコルであるIEC 61850-90-5

が正式にリリースされるのは、2011年後半です。このような標準

規格にも、後から対応できるようにしておく必要があるのです。

特集

図1. NI CompactRIOをベースとしたPMUを導入すれば、現場で再構成可能な
組込計測システムを実現できます。このようにして構築したシステムであれば、

配電網に実装して何年かたった後でも、遠隔からアップデートすることが可能です。
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リクローザで信頼性を確保

配電網のIT化に向けた第2段階は、ピーク時の性能維持を可能にする

センシング機能と処理機能を備えたインテリジェントな分散システムに

よって制御を行うことです。そのようなシステムに、高性能な同期計測の

機能、リアルタイム通信機能、組込解析機能を装備すれば、配電部（送電

網の最終端）における信頼性の向上を図ることができます。

伝送された高電圧は、配電システム内の変電所で、送電線用の中電圧

レベルにまで引き下げられます。その後、柱上変圧器に送られ、家庭や企

業向けの低電圧が生成されます。世界中の配電網では、現在、スマートリ

クローザ（再閉路保護装置）などのデジタル制御システムを組込むため

に、変革が起こっています。

雷雨などで電気が点滅したときには、リクローザが作動していることが

考えられます。スマートリクローザは、故障時に発生する電流を遮断する

電気スイッチギアと、電力信号を監視してスイッチを開放するタイミング

を決めるリアルタイム信号処理機能を組み合わせたものです。この装置

は、故障時に発生した電流から回路を保護するスマート回路ブレーカと

同様の働きをしますが、遮断だけでなく、リクローズ（再閉路）も行え

ます。そのため、問題が解消したらリクローズを実行して電力供給サービ

スを自動的に再開し、ダウンタイム（電力供給の停止期間）を短縮すると

いうことが可能になります。

自己修復も可能に

問題の発生時、スマートリクローザは感知機能の精度を高め、電力の

ルーティングをやり直します。この機能は「セルフヒーリング（自己修復）」

と呼ばれています。複数台のスマートデバイスを接続した2本の給電線

から成るループ系を設けることで、さらなる信頼性の向上を図ることが

できます。その場合、一般的には、変電所付近に設置される局地リクロー

ザと、送電線沿いに設置される中間リクローザ、2つの給電線を任意に接

続する連結リクローザが使われます。障害が発生した際、スマートリク

ローザは瞬時に保護機能を働かせると同時に、障害の性質を特定し

ます。最終的に、システムは適切なリクローザを起動し、再ルーティングと

電力の再供給を自動的に行い、自己修復を実現することによってダウン

タイムを最短に抑えます。

スマートリクローザをスマートグリッドにおけるインターネットルー

ターとして使用し、エネルギーの流れを自動的に診断して、その流量に適

応させるシステムを想像してみてください。計測、解析、制御を実現する

装置を組み合わせてネットワーク化した組込システムを導入すれば、配

電網をインターネットのようなネットワークに変貌させることができ

ます。つまり、自己診断機能や自己修復機能を備えた、中央集中型ではな

く分散型のネットワークを構築することが可能になります。そして、このよ

うなスマートグリッド革命の原動力となっているのは、インターネット革

命のときと同様、電力の生成・消費・分配の近代化を担う技術開発者たち

にほかならないのです。

スマートグリッドの主要技術について、詳しくは、ni.com/power/ja/を

ご覧ください。

図2. 自己修復機能を備える配電システムは、自動感知・適応機能を利用して信頼性の向上を実現します。
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単位の混同による大惨事を防ぐ
1999年9月23日、NASAが打ち上げた火星探査機のマーズ・クライメイト・オービ
ターは、火星の大気圏で破壊され、交信が完全に途絶えてしまいました。この惨事は、
適切なツールを使用すれば回避できたはずです。

その日、マーズ・クライメイト・オービターは10カ月にわたる宇宙旅行を

終え、火星の周回軌道へ進入する予定でした。NASAのエンジニアや

科学者によるチームは疲労困ぱいの中、ミッションの成功を祝う瞬間を

待ち望んでいたのです。しかし、その直後、ミッションは計測単位の混同

によって失敗に終わり、米国民が納めた税金1億2500万ドルが無駄に

なりました。

NASAと協力企業は、火星に対する理解を深めるという目的の下、ミッ

ションの一環として宇宙探査計画を共同で進めてきました。この無人

探査機は、火星の気象に関するデータを収集するほか、宇宙管制セン

ターと、同計画で将来打ち上げ予定の宇宙探査機をつなぐ、通信中継所

としても機能する予定でした。

この宇宙探査機は火星の軌道に進入するため、綿密に計算された飛行

経路を通って火星に接近していきました。火星の上層大気から外れたり、

大気圏の強大な圧力を直接受けたりすることを防ぐため、宇宙探査機は

特定の高度で火星の軌道に進入することになっていました。しかし、

NASAのエンジニアが待機している間に、宇宙探査機との交信は突然

途絶え、二度と再開されませんでした。宇宙探査機が火星から送信した

データは、約450万km離れた場所から撮影されたピンボケの火星の

写真1枚のみで、それ以外のデータは一切送信されませんでした。ミッ

ションは、完全に失敗に終わったのです。

完全に回避できた惨事の根本原因は

マーズ・クライメイト・オービターは、危険とされている火星の上層大気

から遠く離れた火星表面の上空226 kmの軌道に進入する予定でした。

しかし、NASAの調査によると、この宇宙探査機の実際の接近軌道は、

高度57 kmを下回っていたことが判明しました。この宇宙探査機は、

80 km未満の高度には耐えられないとされており、実際に、火星の上層

大気の過酷な環境条件によってわずか数秒で破壊されてしまったの

です。

さらに解析を進めた結果、この軌道の誤差は人為的ミスによって引き

起こされたことが分かりました。宇宙探査機に搭載されていた飛行シス

テムソフトウェアは、スラスタ（推進機）性能をメートル法のニュートン

（N）で算出するように記述されていましたが、地球上の宇宙管制セン

ターでは、軌道修正をヤード・ポンド法の重量ポンド（lbf）で入力していま

した。

NASAの宇宙科学副長官であるEdward Weiler氏は、「人間は時に

誤りを犯すものです。しかし、今回の問題はその種の誤りではなく、

NASAのシステムエンジニアリングのミスであり、そのミスを検出する

プロセスにおいて抑制と均衡が作用しなかったことが原因でした。その

結果、私たちは宇宙探査機を失うことになったのです。1」と説明して

います。

業界トレンドを背景にスマートなツールへ

のニーズが上昇

通信技術が過去10年間で大幅な進歩を

遂げたため、世界各地に散らばった開発

チームでも、かつてないような形態で

協調して作業に取り組めるようになりま

した。多国籍企業では、ある拠点で製品を

設計し、別の拠点で検証試験用プロト

タイプを作成した後、海外の製造工場で

完成品テストを実施するといった体制は

珍しくありません。さらに、今日の複雑な

設計では、部品のサプライヤが世界各国

に散らばっていたり、開発プロジェクトを

外注業者に丸投げする場合もあったり

します。

国境を越えて協力関係を築くチームに

とって、課題は計測単位規格の違い（国際

単位系（SI）とヤード・ポンド法）だけでは

ありません。どのような物理量でも、1つ

の計測結果を複数の方法で表記でき

ます。例えば、米国では通常、1時間に何

マイル移動するかで速度を表しますが、

その表記は個人の好みに応じて「mph」

「mi/h」「mi/hr」など、さまざまです。

特集

図1. 重大な操作で計測単位を混同したため、宇宙探査機は予定よりも
火星に近い軌道に乗ってしまいました。

1出典：「NASA's Metric Confusion Caused Mars Orbiter Loss
（ヤード・ポンド法とメートル法の混同により、NASAの火星探査機が消失）」最終更新日1999年9月30日

http：//articles.cnn.com/1999-09-30/tech/9909_30_mars.metric_1_mars-orbiter-climate-orbiter-spacecraft-team?_s=PM：TECH.
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こうした計測単位の違いが、人為的ミスを引き起こす原因になります。

単位の混同によって人の命が奪われることがないように、エンジニアは

単位換算を自動的に実行する、よりスマートなデータ処理ツールを導入

し、大惨事を未然に防がなければなりません。

適切なツールを使う

会計処理用に設計されたスプレッドシートをはじめ、ほとんどのデータ

処理ソフトウェアでは、計測単位がまったく考慮されていません。しかし、

マーズ・クライメイト・オービターの惨事から分かるように、単位の影響は

極めて大きいのです。コンテキストがないデータは、単に数字の羅列に

すぎません。

こうした問題を解決し、人為的ミスに起因する過ちを防ぐため、

NI DIAdemソフトウェアは、記述的プロパティ情報を生の計測データと

関連付けることで、データにコンテキストを追加する機能を備えて

います。DIAdemには、単位カタログ（Unit Catalog）が組込まれて

おり、他社のデータ解析・レポート用ツールにはない独自のメリットを

提供します。そのメリットとは以下の5つです。

1. DIAdemは、すべてのデータを単位付きの計測値として扱います。

そのためユーザは、計測データをある単位から別の単位へとワン

クリックで直ちに変換することができます。

2. 単位カタログでは、単位のエイリアスを作成できます。そのため

ユーザは、同じ計測単位を指しながらも表記が異なる複数の記号

をエイリアス化しておき、それらを認識することができます。

3. 解析時の計算では、常に単位が考慮されます。計算を行う際に、

使用する単位に矛盾が生じる場合は、DIAdemが内部で変換処理

を施し、計測結果が矛盾しないようにします。

4. 結果のグラフには、常に計測単位が明示されます。単位が異なる

データをグラフ化する場合、グラフに表示する単位量に応じて

DIAdemが内部で変換処理を実行します。

5. ユーザは、データを処理する段階では自分の好みの単位を使って

おき、最終的に別の標準的な単位に変換することが可能です。

DIAdemは、さまざまな形式で保存された計測データセットを処理

することを目的に設計された専用ツールで、可視化と解析、レポート生成

に対応します。単位カタログをはじめ、エンジニアの作業効率を向上

させ、今日のデータ処理の課題を解決する機能を数多く備えています。

世界中のエンジニアがDIAdemを活用して、データの可視化や解析、

レポート作成にかかる時間の短縮に成功しています。詳しくは、ni.com/

jp/diademをご覧ください。

図2. DIAdemは、エイリアスの作成機能を備えた単位カタログを収録しています。
この単位カタログは、DIAdem環境内のさまざまな機能と直接統合することが可能です。
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NIとTektronix社、業界最高レベルの
PXI対応デジタイザを発表
NI主催のテクニカルイベント『NIWeek 2009』に参加した方なら、

テスト・計測業界で最も注目を集めている新製品の情報を目にされた

はずです。その製品とは、PXIに対応したモジュール式の3U型デジ

タイザであり、業界最速クラスのサンプリング速度を誇ります（以下、

高速PXIデジタイザ）。NIWeek 2009の基調講演では、NIとTektronix

社がこれを共同開発することが明らかにされました。

物理学の研究から、半導体の開発、RF・無線のテスト、航空・宇宙、

防衛、家電といった用途まで、さまざまな分野から、NIとTektronix社が

手を組んで、従来の性能限界を超えた製品の開発することに期待が

集まっていました。Tektronix社にとって、従来の性能限界を超えると

いうことは、同社が誇る業界最高レベルの信号集録性能を、自動テスト

システムや多チャンネル集録システム向けに、より最適なサイズで提供

するということを意味しています。一方、NIにとっては、商用オフザ

シェルフ（COTS）のA/Dコンバータ技術を用いるという従来からの戦略

を強化し、Tektronix社との10年にわたる提携関係を次の段階に推し

進めるということを意味しています。広い帯域幅に対応可能なアナログ

設計技術を提供するTektronix社と、高いデータスループットと緊密な

タイミング・同期化を提供するNI。両社がそれぞれの強みを十分に活か

すことにより、この3U型高速PXIデジタイザでは、パッケージサイズや

モジュール性、ソフトウェア統合性などのメリットが得られる画期的な

技術の提供が可能になりました。高速PXIデジタイザには、5GHzの

帯域幅に対応する「NI PXIe-5186」と3GHzの帯域幅に対応する

「NI PXIe-5185」の2つのモデルがあります。シングルチャンネル

モードでは12.5 GS（ギガサンプル）／秒、デュアルチャンネルモードで

は6.25 GS／秒でサンプリングを実行できます。

両社の主要技術を融合

高速PXIデジタイザは、アナログフロントエンド部とA/Dコンバータ

（ASIC）部に、最先端のシリコンゲルマニウム（SiGe）技術を採用して

います。これらは、Tektronix社が設計したもので、同社の高性能オシロ

スコープシリーズの全製品にも使われています。高速パルスデータの

集録・特性評価のほか、立ち上がり時間やジッタといったデジタル信号の

パラメータ、広帯域RF信号の計測に幅広く有効な技術です。

高速PXIデジタイザの開発にあたり、デジタルバックエンドの設計や

ソフトウェアドライバのフレームワークについては、自動テスト業界の

トップ企業であるNIの専門知識を利用しました。NIの技術を活用する

ことで、PXI Expressに対応したこのデジタイザでは、

高いデータスループットによるテスト実行時間の短縮

と、マルチモジュールのタイミング・同期化の精度向上

が図れました。その結果、多チャンネルの統合テスト

システムを構築できるようになりました。さらに、

700MB／秒以上のデータストリーミングと、±80psの

分解能での同期化も可能です。

プラットフォームの統合を簡素化

同PXIデジタイザには、高速デジタイザ用のドライバ

ソフトウェアである「NI-SCOPE」を採用しています。

このドライバは、最高12.5 GS／秒のサンプリングレート

を実現する高速の機種から、最大24ビットの垂直

分解能を誇る機種まで、NIのデジタイザシリーズ全製品

に共通して使用できます。

高速PXIデジタイザに関する情報と詳しい製品仕様に

ついては、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code

欄に「nsi1202」と入力してください。

チェックボックスコントロールにクリック可能な文字列を設定し、それをクリックすると、チェックボックスをクリックしたときと同じ

ように、チェックボックスのオン／オフが切り替わる……このようなことができれば、作業効率を改善できると思いませんか。これを

実現するには、チェックボックス上にブーリアンテキスト（Boolean Text）を表示させて、ラベルを隠してください。実行時にラベル

をクリックしても、チェックボックスの値が切り替わることはありません。

この機能の詳細については、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1203」と入力してください。

製品情報

LabVIEWお役立ち機能：チェックボックスをもっと便利に

NIとTektronix社は、業界最速クラスを誇るモジュール式の高速PXIデジタイザを共同開発しました。
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図2. 今回の新機種には、サンプリングレートと分解能、
チャンネル数の異なる4つのモデルが用意されています。

そのため、幅広いアプリケーションのニーズに対応することが可能です。

モデル サンプリングレート 分解能 チャンネル数

NI 5731 40MS／秒 12ビット 2

NI 5732 80MS／秒 14ビット 2

NI 5733 120MS／秒 16ビット 2

NI 5734 120MS／秒 16ビット 4

NI FlexRIO向けに汎用性の高いデジタイザ
モジュールを追加、計測器の短期構築が可能に

FlexRIOは、LabVIEW FPGAモジュールソフトウェアを用いてカスタ

マイズ可能な入出力I/Oを提供する製品であり、PXI/PXI Express用

NI FlexRIO FPGAモジュールと、FPGAにI/Oを追加するNI FlexRIO

アダプタモジュールから構成されます。この度、NI FlexRIO製品

シリーズに、新たにアダプタモジュール4機種（NI 5731、NI 5732、

NI 5733、NI 5734）が追加されました。電圧範囲の選択機能や、AC/

DCカップリング機能、複数の入力フィルタ、シンプルな接続機能を備え

ているので、より多くの用途で利用できます。また、高性能のFPGAを

ベースとするI/Oにも対応できることに加え、FPGAとホストAPIに

向けたデフォルトの機能を備えているので、計測器を構築するまでに

要する時間を大幅に短縮できます。高分解能でのパルス測定や時間

領域測定から、広帯域幅・高ダイナミックレンジでの周波数領域の集録

まで、幅広いアプリケーションに対応可能です。

今回追加された機種のサンプリングレートは40MS／秒～120MS／

秒、分解能は12～16ビット、同時サンプリングが可能なチャンネル数は

2～4つと、機種ごとに仕様が異なります。一方、2Vppの入力範囲と、

50Ωの入力インピーダンス、0 dB/6 dB/12 dBから選択可能なアナ

ログゲインは、すべてのモデルに共通の仕様です。いずれのモデルも、

周波数領域での集録に用いる楕円フィルタと、時間領域

での測定に用いるベッセルフィルタ、アンダーサンプ

リング用途向けのバイパス経路を備えています。これら

4機種は、より多くの用途で利用できるように設計

された製品ですが、性能面についても一切の妥協はあり

ません。16ビットの分解能と、120MS／秒のサンプ

リングレートに対応するNI 5733とNI 5734は、信号

対雑音比（S/N比）が標準値で69.6 dBと高く、全高調

波歪み（THD）は‐86 dBcと低いうえに、スプリアス

フリーダイナミックレンジ（SFDR）はー87 dBc以下

です。このような高い性能を実現しながらも、1スロット

毎のチャンネル密度は高く、例えばNI 5734では、PXI

スロット1個当たりのチャンネル数は4つに上ります。

価格についても、NI 5731の場合で11万2,000円に

抑えました（別途、FlexRIO FPGAモジュールが必要と

なります）。

NI FlexRIO FPGAモジュール（ハードウェア）とNI

LabVIEW FPGA（ソフトウェア）を組み合わせれば、

カスタムのトリガ設定や、パルスの計数や計測、データ

の整理、フィルタリング、周波数領域への変換といった

さまざまなアルゴリズムを、ハードウェアに直接実装

できます。ただし、実際に利用する際には、こうした

機能の開発に時間をかける前に、NI Labs（https://

decibel.ni.com/content/groups/ni-labs）にアクセスしてみて

ください。また、Example Instrument Driverのダウンロードページ

（https://lumen.ni.com/nicif/us/nilabseidflexrio/content.xhtml）

から、NI 5731、NI 5732、NI 5733やNI 5734用のデフォルト機能と

ホストAPIをダウンロードすることをお勧めします。これらを用いれば、

実世界の信号の計測を短時間で実現できるとともに、より優れたアルゴ

リズムを設計することが可能になります。しかも、FPGA用のコードの

コンパイルや、ホストアプリケーションの開発は必要ありません。ダウン

ロードによって、以下のようなものが取得できます。
�デジタイザのマルチレコード集録エンジンの基本的な実装を可能

にするLabVIEW FPGAのコード（FlexRIO FPGAのオンボード

DRAMを利用）
�オンボードDRAMを搭載したFlexRIO FPGAで利用できるコンパ

イル済みのファイル
�高速デジタイザ用のドライバソフトウェアであるNI-SCOPEの場合

と同様にFPGAを制御可能にするホストAPI
�基本的な集録処理を実行可能なサンプルプログラム

ユーザが独自のFPGAアプリケーションを開発する際、これらのコード

を使えば、一からプログラムを作成するのではなく、既存の信号処理

フローに機能を追加するようなかたちで開発を行うことが可能です。

NI 5731、NI 5732、NI 5733やNI 5734の仕様や価格の詳細に

ついては、NI FlexRIO（www.ni.com/flexrio/ja/）のページをご覧

ください。

製品情報

図1. NI FlexRIOの技術を活用し、LabVIEW FPGAをベースにしたFPGA用のオープンなデフォルト
機能とホストAPIを組み合わせれば、計測器を構築するのに掛かる時間を大幅に短縮できます。
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教育者向けのサイト「K12Lab」、
工学系の授業をより有意義に
National Instruments（NI）は、教育者向けのウェブサイト「K12Lab

（k12lab.com）」を開設しました。これは、「NI LabVIEW」を用いる

ことで、実世界で行われているエンジニアリングプロジェクトと、科学・

技術・工学・数学（STEM：Science, Technology, Engineering,

Mathematics）などの学習領域にわたるカリキュラムとを統合できる

ようにすることを目的としたものです。このウェブサイトは、教育者に

対し、学生が理系科目の授業からより多くの知識を得られるようにする

ためのインスピレーションを与える役割を果たします。また、カリキュ

ラムを準備する上で役立つ情報を教育者に提供します。

K12Labでは、他の教育者が実践した授業の計画を閲覧したり共有

したりすることができます。加えて、技術を駆使して素晴しい製品を開発

しているエンジニアからのインスピレーションを得ることが可能です。

さらに、学生がより短時間で「なるほど！」と思える授業を計画するのに

役立つツールやサポートが提供されます。

授業計画のライブラリ

K12Labにおいて、ユーザは、次のようなことが行えます。まず、他の

教育者が考案した、LabVIEWを活用した授業計画や実験計画の事例を

集めたライブラリにアクセスすることができます。また、自分が立案した

授業計画をサイトに掲載し、他のユーザと共有することが可能です。ある

いは、今後実施したい実験授業を提案したりすることもできます。授業

計画の事例としては、工学・物理学・ロボット工学といった科目が取り上げ

られています。それらは、学年や、使用するハードウェア、カリキュラムの

教育コンセプトといった項目ごとにタグ付けされています。そのため、

さまざまな分野の授業を短時間で簡単に探し出し、内容を把握すること

ができます。

インスピレーションの源

LabVIEWは、いわば、データとアイデアを結び付けることを可能にする

キャンバスです。K12Labでは、このLabVIEWを活用して実世界に

おける複雑な問題に対処する方法を、さまざまな動画や記事を通じて

紹介しています。教育者は、数学の理論や科学の概念の教育方法に

ついて、従来とは異なる授業計画や斬新なアイデアに触れることにより、

新たなインスピレーションを得ることができます。

ツールの入手

K12Labでは、教育者がより良い授業を展開できるよう、あらゆる技術に

関する知識を提供しています。LabVIEWを仮想的に体験したり、

Vernier Software & Technology 社 の セン サ や LEGO�（LEGO

Group社）の教育用ロボットプラットフォームにLabVIEWを統合する

方法を調べたり、授業に適したツールを購入する方法を確認したりする

ことができます。

あらゆる情報を1カ所に集約

K12Labは、教育者が必要とするあらゆるリソースを1カ所で入手

できるようにするサイトです。このサイトを介して、チュートリアルを受講

したり、トレーニングプログラムに関する情報を入手したり、教育者や

製品エキスパートのコミュニティとの連携を図ったりすることができます。

K12Labは、学生が理系科目の授業からより多くの知識を得られるよう

に教育者を支援します。

「LabVIEW for LEGOMINDSTORMS NXT」は、LEGOの教育用ロボットプラットフォームとともに利用可能な
教育用ツールです。学生によるLEGOMINDSTORMS NXTブロックのプログラミングを支援します。このソフト
ウェアを導入すると、教育用のLEGOMINDSTORMSが、多彩な機能を装備した科学・工学向けの学習ステー
ションへと変貌します。このようにして構成したプラットフォームを活用することを通じて、学生が手掛ける実験が促
進され、創造性が喚起されます。加えて、このプラットフォームは、未来のエンジニアにとって有益な調査スキルを
習得できるように支援してくれます。
LabVIEW for LEGOMINDSTORMS NXTは、動画やチュートリアル、教育リソースを活用する授業に向けて

最適化されています。また、ロボットのコンテスト『2011 FIRST Tech Challenge』に出場するチームが使用
するプログラミング言語の選択肢の1つにもなっています。

LabVIEW for LEGOMINDSTORMS NXTの購入を検討したい方は、販売代理店である株式会社アフレルまでお問い合わせください。

「LabVIEW for LEGO�MINDSTORMS�」で、未来のエンジニアを強力に支援

アカデミック

K12Labは、学生たちに科学・技術・工学・数学の授業に興味を持たせたいと
考える教育者向けのサイトです。独創的な授業方法を検索したり

共有したりするための場を提供します。
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25年と9,000種の実績を超えて、
計測器ドライバをかつてないほどに強化
計測器ドライバは、PCから制御可能にするソフトウェアライブラリです。テストシステム
において、計測器ドライバは、25年以上にわたって不可欠な存在であり続けています。
アプリケーションの開発時間の短縮や、システムの複雑さの軽減、アプリケーションの
寿命の確保を可能にする重要な要素です。

スペシャルフォーカス

「当社のお客様は、LabVIEWの導入によって、計測器の制御機能としては業界最高レベルのものを活用できるように

なりました。例えば、LabVIEWに組込まれた新たなユーティリティである計測器ドライバファインダを用いれば、

瞬時に最適なドライバを検出し、最短の時間で自動計測を実行することができます。」
ワールドワイドマーケティング担当バイスプレジデント Martyn Etherington氏、Tektronix社

1986年
ナショナルインスツルメンツ（NI）は、

LabVIEW 1.0の 発 売に 併 せ て、

LabVIEWをベースとした最初の計

測器ドライバを発表しました。

1995年
NIは、公式ウェブサイト（ni.com）の

開設から1年後となるこの年に、計測

器ドライバに関するオンラインリソー

ス「計測器ドライバネットワーク

（ Instrument Driver Network）」

（ni.com/idnet）を立ち上げました。

2003年
LabVIEWのアーキテクチャ標準に

ついて指導を行う「LabVIEW計測器

ドライバ諮問委員会（Instrument

Driver Advisory Board）」を設立し

ました。さらにNIは、他社製の製品を、

LabVIEWプラグアンドプレイ計測器

ドライバとして認定する仕組みを制

定しました。

2011年
NIは、計測器ドライバネットワークへ

のドライバ登録数が9,000種以上、

提供企業が350社に上ったことを

発表しました。

1993年
複数ベンダの製品間で、テストシステムにおける相互運用性

を確保するための規格策定に向けて、業界団体VXIplug&

play Systems Allianceが設立されました。その直後に、

VISA（Virtual Instrument Software Architecture：

仮想計測器ソフトウェアアーキテクチャ）規格が制定されま

した。

2005年
LabVIEW 8.0に、用途に最適な計測器ドライバ

を検出してインストールすることが可能な計測

器ドライバファインダ（Instrument Driver

Finder）を搭載しました。

1998年
LabVIEW 5.0とNI LabWindows/CVI 5.0に、計測器ドライバ用

のウィザードを導入するとともに、IVI（Interchangeable Virtual

Instrument）Foundation規格を適用しました。

「当社は常に、LabVIEWの計測器ドライバに対応する機器メーカーの製品を、非対応のメーカー製品よりも優先的に選択しています。」
ハードウェアテストエンジニア Ernie Clifford氏、IGT（International Game Technology）社

ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1205」と入力し、NIの計測器ドライバの貢献度に関する皆様のご意見をお寄せください。

LabWindowsという商標は、Microsoft Corporationからの使用許諾を得て使用しています。
Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp 15
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NIが提供する再構成可能I/O（RIO）ハードウェア

RIOの共通コンポーネント

NI CompactRIO NI Rシリーズ PXIとNI FlexRIO NIシングルボードRIO

プロセッサ

 リアルタイムOS 解析
 ロギング 通信（USBなど）

FPGA

解析用IP 制御用IP
タイミング用IP 他社製IP

I/O

アナログI/O デジタルI/O
通信I/O 他社製I/O

LabVIEW

自社開発か外部調達か？
組込開発の分かれ道
組込システムを開発するとき、自社で開発する部分と市販品を購入して

使う部分を切り分けるのは、それほど簡単ではありません。もちろん、

最終的な成果物を完全にカスタマイズしてコストを最適化するために、

ソリューション全体を自社で設計して構築することは可能です。しかし

その手法では、設計仕様に何らかの変更があったり見落としがあったり

すると、スケジュールの遅延が発生し、時間とコストの増加につながり

ます。一方で市販のプラットフォームは、売上原価を引き上げてしまっ

たり、本当は設計に不要な機能に対価を支払ったりすることになってしま

います。ただし、市販品を使ったシステムを導入すれば、通常は検証サイ

クルを速めることができ、市場投入までの期間を短縮できるという

メリットもあります。

カスタム設計の自社開発アプローチ

組込システムをカスタム設計するには、以下のようなさまざまなテクノ

ロジを活用する必要があります。
�メインのシステム制御とすべてのデジタル信号処理を担うプロ

セッサ
�各種コンポーネントとのバスインタフェース
�アナログ信号とデジタル信号の集録や生成、制御を行うI/O回路
�プロセッサハードウェアやデバイスドライバ開発、ドライバAPI、実際

のアプリケーションソフトウェアに対応するソフトウェアアーキテク

チャ

自社開発か外部調達かという選択肢に対して根拠のある決断を下す

には、カスタムソリューションを独自に構築した場合のコストを正確に見

積もらなければなりません。もしここで、単にボード上の部品や、ハード

ウェアとソフトウェアの開発時間だけがコストだと考えてしまうと、かなり

低い見積もりになってしまいます。製造や在庫管理、そしてOSやドラ

イバ、ミドルウェアといったソフトウェアの開発にかかるコストは、往々に

低く見積もりがちです。それと同時に、出荷数量の予測についても、エン

ジニアやマネージャが特に最初の2～3年はかなり楽観的に見積もって

しまうという傾向もあります。

市販品で組込システムを構築する外部調達アプローチ

カスタム設計の代替となるアプローチは、組込システムを構築するイン

フラとして機能する市販（いわゆる商用オフザシェルフ）のプラット

フォームを使うというものです。ボードに搭載されている部品のコスト

以上の価格を支払う必要がありますが、そのボードのベンダが低レベル

の設計や実装のかなりの部分を済ませているため、自社開発する場合に

比べて製品の市場投入を大幅に早められます。さらに、市販のプラット

フォームは通常、高い拡張性が確保されているので、組込システムの

コンセプト段階から試作段階へと工程を進めるにつれて仕様が変わって

も対応しやすいというメリットもあります。

新しいテクノロジの採用を検討する場合には、その製品が技術面と

ビジネス面で価値があるかどうかを見極めるために、なるべく早期に

試作機を用意して動かしてみることが不可欠です。比較的新しい製品

分野やテクノロジ分野では、開発中の製品に対する市場の需要や出荷

数量を高い精度で予測することは簡単ではありません。商用オフザシェ

ルフのツールを使えば、市場での手応えに確証が得られる前に過大な

投資をしなくても、試作機を手早く構築することが可能です。

量産にも高性能にも応える商用オフザシェルフのプラットフォーム

NIは、企業や比較的小規模なエンジニアリングチームが生産性を高め、

製品をより早く市場に投入できるように支援するツールを供給して

特集

図1. NIが提供するLabVIEWや組込ハードウェアのRIOなどのグラフィカルシステム開発ツール群は、
商用オフザシェルフツールのメリットとカスタム設計の性能を兼ね備えています。
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います。具体的には、NI LabVIEWをはじめとしたグラフィカルシステム

開発ツール群と、リコンフィギュレーション（再構成）可能な組込システム

を取りそろえており、商用オフザシェルフプラットフォームのメリットと、

カスタムハードウェアのカスタマイズ性と柔軟性を組み合わせて提供し

ます。またNIは、大量生産品のニーズと高性能アプリケーションのニーズ

の両方に応える組込ソリューションを用意しています。NIのウェブサイト

で提供中のオンラインツー ル「NI Graphical System Design

Calculator」を利用いただくと、NIのツールを組込ソリューションに採用

した場合の効果を、総システムコストと市場投入期間の観点で可視化

して見積もることが可能です。

量産用の組込アプリケーション

商用オフザシェルフのプラットフォームは、コスト面での効率が向上して

おり、出荷数量が年間数十～数千オーダーの組込アプリケーションにも

利用できるほどになっています。組込プラットフォームの構成要素である

NI CompactRIOファミリは、工業分野と組込分野のアプリケーションで

求められる性能と信頼性を備えています。さらに、計測および制御シス

テムの設計と試作に向けた理想的なプラットフォームとしても機能し

ます。CompactRIOシステムはいずれも、オープンな組込アーキテク

チャの機能性とFPGA（Field Programmable Gate Array）の信頼性

を兼ね備え、ホットスワップに対応した堅牢な工業用I/Oモジュール群を

搭載することが可能です。

NIは、量産システムの実装やOEMソリューションに使える

CompactRIOファミリの新製品を発売しました。コスト効率を重視した

統合シャーシのNI cRIO-9075およびcRIO-9076です。これらは小型

かつ低コストながらも、柔軟性の高い再構成可能I/O（RIO）アーキテク

チャを採用しており、魅力的な選択肢になるでしょう。いずれのシステム

も、400MHz動作の組込リアルタイムコントローラを内蔵し、Xilinx社

のSpartan-6 FPGAを搭載するほか、Cシリーズの信号調整機能付き

I/Oモジュールを収容できるスロットを4つ備えています。LabVIEWを

使えば、柔軟性の高いモジュール式の計測および制御システムを手早く

開発でき、市場投入期間を大幅に短縮することが可能です。

高性能の組込アプリケーション

極めて高い性能を求めるアプリケーションで、生産数量が少ない場合は、

量産品ほどのコスト効率は求められません。そのような用途では、FPGA

を内蔵する商用オフザシェルフのプラットフォームが最適です。そうした

アプリケーションでは多くの場合、柔軟性と性能がいずれも高い商用

オフザシェルフのプラットフォームを採用することで、設計から市場投入

に至るまでの期間を短縮することができます。NIは、高性能の組込アプリ

ケーション用途に、モジュール式のVirtex-5 FPGA搭載FPGAハード

ウェアとカスタム可能なI/OをPXIのフォームファクタにまとめたNI

FlexRIOを提供しています。このプラットフォームは以下のような特長を

備えています。
�800MB/sのデータ転送に対応したPCI Expressバスインタ

フェースなどのインフラ機能を内蔵
�DRAM通信に対応
�Xilinx社のCORE Generatorや他社製のIPコアを統合
�システム内の2個のFPGAモジュール間でDMAを介したピアツー

ピアのストリーミングが可能

こうした要素がプラットフォームに組込まれているため、開発チームは

新しい設計を手早く試作でき、最も付加価値の高い部分に注力すること

が可能になります。実際に組込設計者は、PXIとNI FlexRIOを活用する

ことで、高性能の信号処理が求められる医療用イメージングやRF処理、

高速制御、カスタムプロトコルの生成および集録といったアプリケー

ション分野で、柔軟性と拡張性がともに高く、カスタム可能なシステムを

構築しています。

最大のコスト要因を低減し市場投入期間を短縮する商用オフザシェルフ

のツール群

グラフィカルシステム開発を利用しているユーザは、商用オフザシェルフ

のツール群を使うことで小規模のチームでもカスタム仕様の組込シス

テムを構築できることを実証しています。小規模のチームでも、プロ

セッサとFPGA、I/Oを内蔵したハードウェアをプログラミングできる

システムレベルのソフトウェアツール群を活用することで、以前なら

少なくとも2倍の人数が必要だったタスクを達成することが可能です。

その結果、ハードウェアとソフトウェアの開発に要するコストを削減する

ことができます。これらの開発コストは通常、組込アプリケーションの

設計で最も大きなコスト要因になっているものです。このように商用オフ

ザシェルフのプラットフォームによって、市場投入期間を短縮でき、製品

の競合優位性を築いて早期に利益を出すための差別化に直結するテク

ノロジに注力することが可能になります。

組込システムの開発要件を入力すると、NIのグラフィカルシステム開発

ツールの適用効果を見積もるオンラインツールを提供しています。

ni.com/buildvsbuy（英語）にアクセスしてご利用ください。

図2. オンラインで利用できるNI Graphical System Design Calculatorでは、
NIのグラフィカルシステム開発ツール群を適用した際に得られる、時間と生産性、

コストそれぞれのメリットを、ユーザ個々の要件を入力して可視化することが可能です。
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図2. FBGセンサを用いたシステムでは、一般的に、
FC/APCとLC/APCの2種類のコネクタが使用されます。

パワフルでシンプルなFBGセンサ

ファイバーブラッググレーティング（FBG：Fiber Bragg Grating）方式

を利用した光学センサ（以下、FBGセンサ）は、従来型の電気センサには

ない、いくつものメリットを備えています。そのため、他のセンサでは機能

しなかったり、導入が難しかったアプリケーションにも利用できます。電気

的に受動的（パッシブ）なデバイスであり、爆発性の高い環境や、高電圧

が存在する環境、電磁干渉（EMI：Electromagnetic Interference）

が強い環境でも使用可能です。また、使い勝手が従来型の電気センサに

似ているため、操作が簡単なことも特徴の1つです。こうしたことから、

FBGセンサは、非常に厳しい要件にも対応できるパワフルな技術として

期待を集めています。

性能はパワフル

FBGセンサは、電気センサとは異なり、電気の代わりに光を利用し、銅線

の代わりにガラスファイバを使います。そのため、非導電性であり、電気

的に受動的なうえ、EMIノイズの影響を受けません。また、FBG技術を

利用することにより、1本の光ファイバに沿って、数十個のセンサを最長

10km程度までデイジーチェーン接続することが可能です。

FBGセンサには、検出対象の物理量が異なるさまざまな種類があり

ます。例えば、FBG方式を利用した歪みセンサは通常、抵抗箔方式の

歪みゲージに比べて疲労寿命が長く、より高い精度で歪みを計測する

ことが可能です。その一方で、FBG方式の温度センサは熱質量が低い

ため、熱電対や測温抵抗体（RTD）よりも応答が速いという特長があり

ます。

使い方はシンプル

パッケージや機械的設計の改良を重ねた結果、FBGセンサの実装方法

や使用方法は、現在では、技術者にとって馴染み深い電気センサの実装

方法・使用方法と似通ったものとなっています。ただしFBGセンサは、

品種ごとに異なる波長帯で動作します。従って、複数個のFBGセンサを

1本のファイバに沿って接続する場合には、各FBGセンサの動作波長の

範囲が重ならないようにしなければなりません。

歪みや温度などに対応する異なるタイプのFBGセンサを任意の順番

でデイジーチェーン接続して、1本の光ファイバに組込むことも可能

です。このとき各ファイバ間は、光コネクタを使って接続するか、比較的

安価な市販の融着スプライサを用いてベアファイバ同士を直接つなぐ

ことになります。FBGセンサ自体は、アプリケーションの要件に応じて、

1個ずつ個別に用意したり、あらかじめ配列（アレイ）状に構成されたもの

を入手したりすることになります。

FBGセンサの実装は、従来型の電気センサと同じくらい、もしくはそれ

以上に簡単です。接着や融着、埋め込みなど、複数の選択肢の中から

実装方法を選ぶことができます。電気センサに比べてケーブルの本数を

削減しつつ、ノイズや絶縁、シールドなどの要件を満たすことが可能

です。光ケーブルとしては、簡素で低価格なものから、堅牢性の高い深海

ケーブルのようなものまで、多様な選択肢の中から選ぶことができ

ます。このような幅広い選択肢を持つことから、非常に高度かつ過酷な

要件をも満たすことが可能になるのです。

FBGセンサが備えるこれらのメリットは、センシングアプリケーション

のさまざまな課題を解決する糸口になるでしょう。先述のように、FBG

センサは従来型の電気センサとはまったく異なる原理で動作しますが、

ユーザは使い慣れた方法で簡単に使用することができます。それを可能

にするのが、NIが新たに発売した光センサインテロゲータのNI PXIe-

4844です。この新機種は、ユーザはマウスを数回クリックするだけで、

FBGセンサを自動的に認識し、計測値を読み取ることが可能です。この

ようにFBGセンサは、エンジニアや科学者がすぐに利用可能なデバイス

です。パワフルでありながら、シンプルさも兼ね備えた非常に便利な

ツールなのです。

FBGセンサ技術について詳しくは、NIの光センシングのページ

（ni.com/opticalsensing）をご覧ください。

NI cRIO-9075とcRIO-9076は、CompactRIOの統合シャーシで、小型かつ低コストながらも、柔軟性に優れ

る再構成可能（リコンフィギュラブル）なI/O（RIO）アーキテクチャを採用しており、量産製品やOEMソリュー

ションに最適です。動作周波数が400MHzのプロセッサを搭載するリアルタイムコントローラに、Xilinx社の

FPGA「Spartan-6」を統合しているほか、信号調節機能を持つNI CシリーズのI/Oモジュール用スロットを4つ

備えています。

製品の仕様については、ni.com/infoにアクセスの上、「Info Codes」欄に「nsi1208」と入力してください。

製品情報

NI CompactRIOの新製品、量産製品の組込用4スロットシステム

図1. Micron Optics社製の歪みゲージをはじめ、
FBGセンサにはさまざまな種類があります。
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NIデジタルビデオ信号アナライザが
HDMI 1.4プロトコルに対応

NIデジタルビデオ信号アナライザを使うと、HDMIの最新規格である

「HDMI 1.4」の機能を簡単にテストできます。例えば、3Dビデオ解析

や、HDMI 1.4プロトコル解析、画質解析などです。しかもこのアナラ

イザは、テスト内容を構成画面で設定でき、HDMIに対応したブルーレイ

ディスクプレーヤーやセットトップボックスなどのデバイスの計測を自動

化することができます。PXI Expressプラットフォームをベースにした

ハードウェアに、マルチコアコンピューティング用に設計されたソフト

ウェアを搭載したシステム構成を採っており、高度な計測を旧来型の

テストシステムに比べて数分の1の時間で実行可能です。

また、画質の評価では、このアナライザにNI Picture Quality

Analysis（NI PQA）ソフトウェアを組み合わせて使うことで、人間の

視覚に頼る官能検査を置き換えることができ、高い信頼性で高速に検査

することが可能になります。マクロブロッキングやスタックフレーム、オー

ディオドロップなど、さまざまな障害に特化した計測機能が豊富に用意

されているので、それらを選んで実行したり、ピーク信号対雑音比

（PSNR：Peak Signal-To-Noise Ratio）や構造的類似度（SSIM：

Structural Similarity）といった画素対画素の参照テストによって総合

的な画質を評価する、高度な計測を実行したりすることもできます。

さらにこのデジタルビデオ信号アナライザは、HDMIプロトコルテスト

にも対応しており、InfoFrame（インフォフレーム）や、家電機器の制御用

（CEC：Consumer Electronics Control）メッセージ ング、EDID

（Extended Display Identification Data：拡張ディスプレイ識別

データ）のエミュレーション、HPD（Hot-Plug-Detect：ホットプラグ

検出）イベントなどを扱うことが可能です。このように強力な機能群に

よって、このアナライザはさまざまなタイプの液晶パネルやHDテレビを

シミュレーションできるうえ、HDMI対応の他のデバイスとの相互接続性

も確実に保証することができます。

NIが提供するオーディオ用とビデオ用テストソリューションのさらに詳しい

情報やデモビデオは、ni.com/vmsにアクセスしてください。

PXI Expressの同期機能を活用
PXIプラットフォームにPXI Expressが登場したことで、バックプレーン

のデータ転送速度が大幅に向上したことはご存知の通りだと思います。

しかし、それだけではありません。PXI Expressによって、タイミングと

同期の機能も強化されました。PXI Expressシステムのバックプレーン

は、PXIが備えるタイミングと同期の標準機能に加えて、100MHzの

リファレンスクロックと、3つの差動スタートリガラインも搭載して

います。これによって、これまで以上にタイトなトリガをシステムに分配

できるほか、スタートリガラインを介して高速クロックリファレンスを共有

することも可能です。

また、タイミング・同期モジュールのNI PXIe-6674Tを使えば、PXI

Expressが備えるすべてのタイミング・同期機能に直接アクセスでき

ます。このモジュールは、安定性に優れた10MHzの恒温槽付発振器を

内蔵しており、バックプレーンを流れる10MHzのクロックを取り込んで

その安定性を改善することが可能です。さらに、DDS（ダイレクトデジ

タル合成）方式の高分解能クロック信号発生器も備えており、最大

1GHzの周波数を生成できます。

NI PXIe-6674Tは、バックプレーン上の3つのトリガバス（PXIe-

DStarA、同B、同C）にアクセスすることが可能です。このトリガ信号は、

モジュール内でルーティングしてフロントパネルから取り出せるので、

システムの外部で利用することもできます。NI PXIe-6674Tのアーキ

テクチャは柔軟性に優れているため、他のモジュール間で信号をルー

ティングしたり、それらの信号をシャーシに引き込んだり取り出したり

する際にも使えます。

また、NI PXI-6682Hと組み合わせれば、10MHzのクロックをGPS

やIEEE 1588、IRIG-Bといった複数のタイムリファレンスに同期させる

ことが可能です。

NI PXIe-6674Tの仕様や価格については、ni.com/jp/infoにアク

セスの上、Info Code欄に「nsi1209」と入力してください。

製品情報

NIデジタルビデオ信号アナライザを使えば、HDMI対応デバイスのHDMI
プロトコル解析やリアルタイム画質解析を実行し、機能を総合的に検証できます。

新型タイミングモジュールのNI PXIe-6674Tは、PXI Expressの
高度なタイミング・同期機能を備えています。
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図1. LabVIEWで開発した製品は、
LabVIEWツールネットワークで公開することができます。

図2. ImagingLab社のRobotics Library for DENSOを導入すれば、
LabVIEWを使って、このDENSO（デンソーウェーブ）製のロボットを

制御することができます。

LabVIEWツールネットワークの活用で
売上増を図る
「LabVIEWツールネットワーク（LabVIEW Tools Network）」は、ナショ

ナルインスツルメンツ（NI）、あるいは他社が開発した、「LabVIEW」向け

のアドオンソフトやアプリケーションソフトを提供する新しいオンライン

マーケットです。お客様は、LabVIEWで作成したソフトウェア製品をパー

トナー企業としてLabVIEWツールネットワークで公開したり、NIが展開

する同オンライン上のマーケティングリソースを活用したりすることが

できます。1つ事例を紹介しましょう。2010年に「LabVIEW Add-On

of the Year Award」を受賞したImagingLab社は、LabVIEWツール

ネットワークを活用することによって、自社製品「Robotics Library for

DENSO」の売上増を達成しました。以下に示す4つのステップに従って

参加すれば、お客様のアドオンソフトでも同様の結果が得られるはず

です。

1「Compatible with LabVIEW」の認定を取得しましょう

LabVIEWツールネットワークに公開されているパートナー

企業製のアドオンソフトは、すべて、LabVIEWと適切に統合

可能であることを証明するためのガイドラインに準拠して

います。つまり、各製品は一定の基準を満たしているということ

です。さらに、NIが実施するテストによって、「Compatible

with LabVIEW」という認定プログラムの認定レベル（標準・

シルバー・ゴールドのいずれか）を付与されています。このよう

な仕組みがあるため、ユーザは安心して製品を購入することが

できます。例えば、ImagingLab社のRobotics Library for

DENSOはシルバーレベルの認定を取得しています。これは、

このアドオンがLabVIEWとの適合性に優れていることはもち

ろん、効果的なアーキテクチャ設計がなされており、現場で

実証済みのライブラリであることを示しています。

2パートナーとして連携し、ni.comのマーケティングリソースを

活用しましょう

LabVIEWのパートナーチームに加わった企業は、そのメリット

として、ni.com上で公開されているさまざまなリソースを活用

できるようになります。例えば、ディスカッションフォーラムや、

チュートリアル、Webイベントなどのリソースを通じて、

LabVIEWのユーザに独自の製品を紹介することができます。

前述のImagingLab社の場合、ディスカッションフォーラムに

独自のセクションを設け、顧客と意見を交わしたり、サポートを

提供したりしています。同社の製品を紹介するページには、

Robotics Library for DENSOについて説明するチュートリ

アルや、製品の使用方法を紹介するウェブイベントへのリンク

が掲載されています。LabVIEWツールネットワークでは、こう

したマーケティングリソースの提供により、顧客と企業が直接

つながります。さらに、マーケティング資料が増えることにより、

企業の露出も高まります。

3マーケティング戦略の「置換」ではなく、「補完」です

ImagingLab社の場合、同社のマーケティング戦略をNIとの

提携によって補完したことが成功につながりました。

ImagingLab社は、独自に、業界でのイベントを通じて

Robotics Library for DENSOを積極的に宣伝し、PR活動を

行いました。LabVIEWのパートナーチームとの連携に加え、ロ

ボット業界のトップ企業と強固な関係を築いてきたのです。こう

した活動の積み重ねにより、ImagingLab社は市場への参入を

効果的に実現することができました。

4売上を伸ばしましょう

2010年、ImagingLab社 はRobotics Library for DENSO

のプロモーションを継続的に実施しました。同年11月に、

LabVIEWツールネットワークで同製品の評価版を公開した

ところ、ni.com経由での閲覧者数が最初の半年で1,400人を

超え、ダウンロード回数が130回に上りました。その結果、売上

増を実現することができたのです。同社は今回の成功をさら

なる拡大につなぐために、今後もロボット用のライブラリの開発

を続け、完成した製品をLabVIEWツールネットワークで公開

する予定です。実際、ImagingLab社は、三菱電機、KUKA社、

それぞれのロボット用のライブラリを追加したところです。

お客様のアドオンソフトやアプリケーションソフトをLabVIEWツール

ネットワークで公開する方法については、LabVIEWツールネットワーク

（ni.com/labviewtools/ja/）のページをご覧ください。

製品ネットワーク
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画期的な飛行型風力発電システムを使って
へき地に電力を供給する
課題
送電網が整備されていないへき地にある村や地域に、再生可能エネル

ギーを利用した移動型発電システムを提供する。

ソリューション
従来の風力タービンに用いられているタービンブレードとタービン

タワーの代わりに、ロープでつないだ柔軟性の高いエアフォイル（翼）を

空中に飛ばして発電する、移動式の12kW飛行型風力発電システムを、

NI CompactRIOとLabVIEWを用いて開発する。

当社（Windlift社）は2006年に設立され、紛争後復興や、災害復旧、第

三世界における開発に役立つ、移動式の飛行型風力発電（AWE：

Airborne Wind Energy）技術の開発に取り組んでいます。この技術は、

軍事用途の応用も期待されており、前線基地の部隊で現在メイン電源と

して用いられているディーゼル発電機を置き換えられる可能性があり

ます。

当社のAWE技術は、柔軟性の高いエアフォイルを利用して風力を電

力に変換します。このエアフォイルは基地局にロープでつながれており、

そのロープは大型のドラムに巻き付けられています。このシステムはト

レーラに積載され、ロングストロークのレシプロエンジンとして動作し

ます。電力を生成する期間は、エアフォイルが基地局に対する横風の風

下側で活発に動き、ロープの張力を最大化します。エアフォイルが地上

の基地局から離れると、ドラムに巻き付けられていたロープが繰り出さ

れ、これによりモータ・発電機が起動します。この発電機によって得られた

電力は、トレーラに積載された蓄電池群に送られます。ロープがすべて繰

り出されると、エアフォイルの向きが風向きに沿った方向に変わります。

エアフォイルは駆動力が供給されない状態になるので、それによって

ロープの張力が最小化され、ドラムに巻き取られていきます。この一連の

動作サイクルで得られる総エネルギー量は、エアフォイルがロープを

引っ張る期間に生成されたエネルギー量から、ドラムがロープを巻き取

る期間に消費されたエネルギー量を差し引いた値に相当します。

CompactRIOとNI LabVIEW開発環境との間ではシームレスなイン

タフェースを実現できるため、CompactRIOプラットフォームをターン

キーのハードウェアおよびソフトウェアソリューションとして利用すること

ができます。また、FPGA（Field-Programmable Gate Array）とリアル

タイムプロセッサを組み合わせたアーキテクチャを採用することで、

高い処理能力と柔軟性を両立でき、どちらか一方だけでは不可能だった

機能を実現できます。さらに、CompactRIOを用いれば、試作機の作製

から量産までの全工程を通じて同じハードウェアとソフトウェアを使い

続けられます。これはNIが明快に提示している開発手法です。

この開発プロジェクトでは、NI Green Engineering Grant（NI

グリーンエンジニアリンググラント）の助成制度を利用して、NI

Developer Suiteのライセンス提供を受けました。このプロジェクトで

LabVIEW開発環境以外に最も有用だったツールを挙げるとすれば、

データ解析ソフトウェアのDIAdemでしょう。CompactRIOのシェア

変数エンジン機能を利用し、データをリモートのノートPCにTCP/IP

接続を介して転送して記録しました。

この移動式AWEシステムは現在、試作機の試験の最終段階に入って

います。CompactRIOで構築した組込システムは、この開発プロセスに

不可欠であり、今後もこのAWEシステムの根幹を支え続けていくで

しょう。

－Matt Bennett氏, Windlift社

日本NIでは「2011年ナショナルインスツルメンツ環境エンジニアリング助成プログラム」を行っています。再生

可能エネルギー、エネルギー効率化、スマートグリッド（マイクログリッド）、およびクリーンテクノロジを対象と

した製品・研究開発において要素技術を所有している企業・団体・学校を対象に、NI製品の導入を支援するプロ

グラムです。参加資格を得た企業・団体・学校はNI製品の無償提供、ハードウェアの無償貸し出し、Green

LabVIEW Communityへの参加といった特典を受けられます。

詳しくはこちらをご覧ください。http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11997

ユーザ事例

2011年ナショナルインスツルメンツ環境エンジニアリング助成プログラム

移動式の12kW飛行型風力発電システムでは、空中に飛ばした柔軟性の高い
エアフォイル（翼）が風を捉えて電力に変えています。
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風力タービン用の組込計測システム、
高速・高精度の遠隔監視を可能に
課題
風力タービン向けに、時間同期の確保された遠隔監視システムを新たに

開発し、計測におけるサンプリングレートと精度の向上を図る。

ソリューション
NI CompactRIOをベースとし、計測結果の集録、信号のフィルタ

リング、データの転送を可能にする柔軟性の高いNI LabVIEWソフト

ウェアアプリケーションを開発する。

ECNWind Energy社は、再生可能エネルギー（持続可能エネルギー）

や、省エネ、クリーンな化石燃料の使用について研究を行っている

オランダのトップ企業です。風力タービンの最適化に注力しており、風力

タービンの特性に関する計測結果を、風力タービンのメーカーや所有者

に提供しています。その中で同社のシステムは、ルーチン計測を実施

したり、研究調査を支援したりする役割を果たしています。

一般に、風力タービンには、その空気力学的な特性と設計について

調査するために、複数のセンサが設置されています。それらのセンサは、

温度、風向き、ブレード位置、シャフト位置だけでなく、ブレードやギア、

ベアリングに加わる力や振動も計測します。ブレード上で計測される

負荷の値は、ブレードが垂直位置にあるときと、ブレードが水平位置に

あるときとでは異なります。そのため、正確な解析を行うには、すべての

信号を同期させる必要があります。ECN社の既存のカスタム計測シス

テムでは、機能が制限され、サンプリングレートは128 Hzに固定されて

いました。しかし、今後の研究プロジェクトでは、より高速なサンプリング

レートと、さらに高い精度が要求されることになります。そこで、このよう

な要求に応えることが可能な新しいシステムを開発しました。

そのシステムのアーキテクチャは、風力タービンのギアボックス、

ブレードのハブなどに設置されたセンサや計測装置で構成されます。

計測データの集録と計測の設定は、ローカルホストコンピュータで行い

ます。ECN社の本社にあるリモートホストコンピュータシステムで計測

結果を収集し、中央データベースにデータを保存します。ECN社は、この

計測システムを構築するにあたり、NI製のハードウェアを採用しました。

同社のNI CompactRIOを利用すれば、温度センサや加速度センサ、

歪みセンサといった複数のセンサや、通信機能、プロトコル機能を1つの

プラットフォームにまとめることができるからです。また、CompactRIO

はマスタークロックデバイスに同期させることが可能です。他にも

CompactRIOは、堅牢性が高く、サンプリングレートが広いことに加え

て、モジュール式であり、入手してすぐに使える（商用オフザシェルフ）

など、多数のメリットを備えています。こうしたメリットによって、将来的な

拡張や修正にも対応可能です。

一方、NIのアライアンスパートナーであるT&MSolutions社は、NI

が提供するNI LabVIEWとNI LabVIEW Real-Timeモジュール、NI

LabVIEW FPGAモジュールを使用して、このシステムで稼働する

ソフトウェアアプリケーションを開発しました。FPGAは、計測モジュール

が接続された際に、そのモジュールを判別する役割を担っています。

これを実現するため、このアプリケーションソフトウェアでは、異なる

タイプのモジュールや場所に対応するFPGAのコンパイル済みビット

ファイル群をあらかじめ用意して使っています。さらに、FPGA上で

データに前処理を施すことで、リアルタイムプロセッサの処理負荷を

軽減しています。

両社のプロジェクトチームは、最初の計測装置を近隣の風力タービン

でテストしました。その結果、CompactRIOモジュールで既存のシス

テムよりも良い計測結果が得られることが確認できました。例えば、24

ビットの分解能で歪みデータを集録したり、より高いサンプリングレート

で6線式測定を実施したりすることが可能になりました。最終テストが

終了したら、今後新設する風力発電所にCompactRIOをベースにした

システムを導入する予定です。

－F.A. Kaandorp氏, ECNWind Energy社

－Arnoud De Kuijper氏, T&M Solutions社

ユーザ事例
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ハイブリッドモータHILS
■制御PC

ノートPC OS WindowsXP ×1

CPU Core2Duo 2.53GHz程度

RAM3GB 程度

■開発環境

LabVIEW LabVIEW 8.61

LabVIEW Real-Time 8.61

■計測制御部（ナショナルインスツルメンツ社）

コントローラ PXI-8106 ×1

シャーシ PXI-1031 ×1

FPGAボード PXI-7854R ×1

端子台 SCB-68 ×2

■その他

欠陥生成ユニット マックシステムズ特注 ×1

信号調整ユニット

左）リアルタイムモニタ画面／
右）パラメータ設定画面

Ethernet接続
【TCP/IPプロトコル転送】

モータの構造の一般的な電圧方程式をFPGAに実装できるような
単位式に返還をします。

アプリケーションコンテスト2010一般部門
部門賞受賞作品
2010年に開催されたアプリケーションコンテスト一般部門で部門賞を獲得した作品を紹介します。

株式会社マックシステムズ 岡田 泰尚氏 ／ 谷口 和宏氏

1．背景

ユーザーからの要望にてハイブリッド用モータベンチの代用として

ECU開発／評価を複数のプロジェクトを同時に進行したいため、安価に

省スペースで卓上での検査ができるようなHILSシステムを構築したい

との要望から制作にあたりました。

2．課題

今回のシステムの課題としては、下記の3項目の課題がありました。

� 従来はモータベンチと呼ばれる実機のモータを使用して、実際の

モータ／IGBT／レゾルバを使用して実機のECUと接続をしてテスト

する必要があっため設備が大変大きく、また試験開始までに試験対

象となる実機を設置に配線する必要があったため、試験の開始まで

にかなりの時間を要していた。

従来のモータベンチはコスト面や設置スペースの問題で複数台

を導入することが困難なため、ECUの開発者は自由にデバックや

テストを実施することが難しい状態でした。

� 従来は実機のモータを使用しているため、ECUのアルゴリズムを

検査する場合に繰返し同じ動作タイミングでのテストをすることが

困難なため、不具合発生時の原因究明がわかりづらかった。

また、ECUがプロトタイプの場合はバグやロジック等の不具合に

よって、実機の設備が故障してしまう可能性があるため、実機を接続

する前の単体チェックにかなりの工数を費やす必要性がありました。

� 今後のECU開発が高機能化（FlaxRayや分散処理化）した場合に

拡張性が必要となるため、現行システムを使用して今後の開発状況

に合わせた拡張性を持たせる必要性があった。

3．システム構成

4．アプリケーション構成図

5．モデル作成方法

アプリケーションコンテスト2010一般部門
部門賞受賞作品
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基本となる式を作成し、FPGAへの実装を行います。
※ここで、さらに公式の最適化を実証します。

左）ユーザー側の試験ECUを模擬したラピットプロトタイピングモデル
中央右）リアルタイムでのアナログ波形を確認するためのオシロスコープ

（デモ用として使用）
中央左）リアルタイムモニタ用のPC

右）マックシステムズオリジナルの欠陥生成回路や信号調整回路を含めた
特注ラック
このラック内に、NI製のPXIシャーシや端子台を内蔵しています。
ECUとの接続は背面のコネクタ2つで接続します。

【FPGAへの実装】

6．設備写真

7．結果

大きな3つの課題を解決するために弊社ではナショナルインスツル

メンツのFPGAボードを使用して、その中にモータ／IGBT／レゾルバを

モデル化して実装することで、下記のような解決ができました。

� 【ノートPC】【PXI-8106】【PXI-7854R】を使用することで、

卓上での試験が実行なレベルまで設備を小さくすることができた

ため、従来のモータベンチと比較をすると「スペースが20分の1

以下」「制作コスト20分の1以下」で作成することができ、競合他社

のHILS製品と比較しても約60％のコストダウンで制作することが

できました。

また、ノートPCにて試験対象のモータ／IGBT／レゾルバのパラ

メータを設定して保存することで、試験をする際に呼び出せば対象

となる実機の動作を簡単に変更することが可能になりました。

� 今回作成をしたHILシステムによって、ECUがどのような制御を

実施したとしてもモデルでの演算のみのため、実際に故障すること

はなく、開発中のプロトタイプECUを常に部分テストと連動して

全体評価ができるでの開発効率が上昇しました。

また、実機のモータベンチでは測定することができない、インダ

クタンスの変化やId/Iq値、モータの発生トルク等のデータを

「シェア変数」の機能により、リアルタイムでノートPCにて表示する

ことが可能なため、どういった制御をした場合にどのような動作を

するかの評価ができるようになりました。

また、一定のスピードでモータが回り続ける状況のテストや回生

モータの試験を実機では不可能な30000RPMまでを検証する

ことが可能です。

これはNI製のFPGAボード（PXI-7854R容量約70％使用）を

使用することによって、フィードバックスピードを3μSまで短くする

ことができたため、高速のモータへの適応も可能となりました。

� 今後の拡張性としては、LabVIEWのRTOSによって、フルビーク

ルモデルなどのSimuLinkで作成されたモデルを取り込むことで、

FPGAモデルと結合ができるためより、広い範囲のHILSを構築

することが可能になりました。

また、オシロスコープやCANなどを追加することでHILSをしな

がら、実際の性能検査を実施するような複合試験システムへの拡張

がPXI規格を使用することで可能になりました。

そのため、試験ニーズに合わせた拡張性を持っているため今後

新規で購入する必要がなくシステム拡張のみで対応していくことが

可能なため、今後の試験ニーズに対して柔軟に対応することが

できるHILシステムの構築ができました。

8. NI製品がキーポイントとなった主な要因

A） Simulation Interface ToolKit（SIT）の機能によってFPGA

モデルとSimuLinkモデルを結合することが可能になり、高速フィー

ドバック（100μS以下）が必要なモデルはFPGAへ低速フィード

バック（100μS以上）が必要なモデルはRTへと使い分けることが

できる。

B） LabVIEWのシェア変数を使用することによって容易にFPGA内

のメモリーデータをホストPC側から読み書きすることができる

ため、リアルタイムにFPGA内のデータをモニターしたり、設定等の

パラメータを簡単に書き換えてシステムを作動させることが

できる。

C） 従来FPGAでは扱いが困難であった小数点の計算が実装されて

いるため、モデルの演算を整数変換することなく使用することが

できるため開発工数を大幅に減らすことが可能となった。

D） NI製のFPGAボードにはすでにAD/DA/DIOが実装されている

ため、特殊なもの以外は回路を作成する必要性がないため試作機

の開発工数を大幅に削減することが可能。また、AD/DAの取り込み

精度が16Bitのため、モデルでの計算結果を忠実に再現することが

可能となった。
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Automatic Motor Tester
自動モーター検査装置
シバセ工業株式会社 代表取締役 磯田 拓也氏

1．背景
21世紀はモーターの時代であり、モーターの大幅な需要が見込まれ

るが、モーターの検査はまだまだ汎用的な測定器を使用して、いくつか
の工程で検査するのが一般的である。モーターの製造コストを下げる
ためには、組立の効率化と同時に、製品の良否を判定する検査について
も効率化が求められる。
また、多くの製造メーカーは、人件費の安さ、市場の大きさから新興国

へ進出しているが、かつては人件費の安さと豊富な労働力が魅力で
あった中国でさえ、人件費の高騰や沿岸部の人材不足から、製造ライン
では省力化の設備が求められるようになってきている。

2．課題
モーターの検査装置に必要な項目として以下の様な事が考えられる。
（1）モーターの基本特性である誘起電圧の測定

誘起電圧を測定するには、一般的にモーターを外部からの力で
回してコイル端子に発生する電圧を測定するので、外部から回す
ための装置が必要であり、自動測定は大掛かりになっていた。

（2）モーターが正常に回転するかの検査
モーターをドライブ回路に接続して、実際にモーターを回転

させて電流や回転数を測定する。
ホールセンサーなどがあれば、その出力状態もチェックする必要

がある。
（3）絶縁性能試験

絶縁性能試験は、試験電圧として高電圧を印加するため一般的に
は絶縁性能試験だけの試験工程がある。

（4）データの記録
検査したデータは、記録され何時でも見れるようにする必要が

ある。
（5）製造ラインで問題が発生したとき

問題が発生した場合に、何が問題なのか、どこが不良なのかすぐ
に検証して問題を解決する必要がある。

（6）検査項目は、モーター仕様によって多種多様であり、色々な機種
に対応できる汎用性が求まられる。

（7）製造ラインで使用する場合は、不慣れな作業者や異国の言葉の
通じない作業者でも容易に使用することが出来て、かつ複雑な測定
も容易にできるようなシステムが望まれる。

3．ソリューション
3.1 システム構成

測定用パソコン
OS：Windows XP

開発プログラム
LabVIEW 8.5 （日本ナショナルインスツルメンツ）

計測ボード
PCI-6251 （日本ナショナルインスツルメンツ） PCIバス
PCI-6509 （日本ナショナルインスツルメンツ） PCIバス
PCIe-GPIB （日本ナショナルインスツルメンツ） PCIeバス

電源装置
PWR400M （菊水電子工業株式会社）

電源コントローラー
PIA4830 （菊水電子工業株式会社） GPIB接続

絶縁耐圧試験機
TOS9200 （菊水電子工業株式会社） GPIB接続

抵抗計
3541 （日置電機株式会社） GPIB接続

検査切替計測器
シバセ工業製

3.2 開発結果
（1）惰性回転測定法の確立

モーターの誘起電圧測定では、従来 外部から回して測定して
いた誘起電圧測定を、モーター自身の惰性回転中に発生する誘起
電圧を測定することで、自動検査を可能にした。
モーターは、回転中にドライブ回路をOFFにすると、惰性回転に

より徐々に速度が低下する。速度と誘起電圧が比例するモーター
では、惰性回転中の連続した誘起電圧を測定して、速度低下係数を
算出し、電圧補正と時間補正を行なうことで、あたかも一定回転で
回っているときと同じ波形を作り出すことができる。補正した波形
から、誘起電圧の任意の位置の電圧とホール信号との位相差などを
求めている。

モーターが惰性回転して
いる間に、高速で正確に
誘起電圧とホール信号の
2つの信号を取り込むため
1.25MS/sの高速サンプ
リングが可能で、かつ安価
な計測ボードであるDAQ
PCI-6251を使用した。
元の波形から、速度を

算出して、補正係数を割り出し、波形を補正してから、補正波形から
電圧や位相差を求めるために、2chサンプリングで500KS/sの
速度で取り込むことで、かなり正確な誘起電圧と位相差の波形を
再現することができた。
また、プログラムもLabVIEW8.5を使用することで、開発期間も

大幅に短縮できたと思うのだが、ここ10年以上LabVIEWしか使っ
ていないので、比べようがない。ただ、私にはLabVIEWでないと
開発は不可能であった。
検査の短縮時間としては、10秒→2秒くらいの効果が見込

まれる。

（2）ドライブ回路でモーターを回転させながら電流や電圧、ホール
信号を測定しているが、全て波形を表示して、その波形から、電流

アプリケーションコンテスト2010一般部門
部門賞受賞作品
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リレーが正常に動作するかどうかは、
個々のリレーを順番に、ONして電流
が流れるか、OFFして電流が流れな
いかで判定するが、この試験が出来
るような回路構成に最初から設計
してある。

電圧の平均値や実効値、最大値などを算出している。簡単に、波形
表示システムを作れるのがLabVIEWの魅力であり、技術者なら
波形を見ることで良否を判別できる。

ホール信号の測定では、
波形のDUTYやH,L電圧など
も波形から切り出して自動
ポインティングして値を表示
している。また、惰性回転に
よるホール信号測定により、
プルアップ抵抗を切り替え
て測定ができるため、ホー
ルICの漏れ電流などの不良
判定に有効である。

（3）絶縁性能試験
絶縁性能試験は、検査装置側とモーターをリレーで切り離して

から、絶縁試験電圧を印加するシステムであり、絶縁耐圧試験機を
GPIBで制御して、試験条件を設定して試験している。

絶縁性能試験を試験する
ときは、試験する高電圧
から検査装置やドライブ
回路を守るため、リレーで
切り離しておく必要がある
が、そのために100個近い
リレーを使っている。
そのリレーの制御には、

PCI-6509というDIOボード
を 使 用し て い る。PCI-

6509は、96pinの入力出力の制御機能があるため、このボード
1枚で100個近いリレーを制御できる。また、多くのリレーがある
と、故障が発生しても故障箇所を発見することは容易ではない
ので、個々のリレーが故障していないかを自動でチェックするプログ
ラムもLabVIEW8.5で製作している。

絶縁耐圧試験機やミリオームテスターなどは、PCIe-GPIBを使っ
てGPIBで制御している。
GPIBのプログラムは、測定器メーカーのVIもあり簡単に動作さ

せることができた。

（4）データの保存
測定したデータは、機種名と日付を元に自動的にデータファイル

が作成され、CSV形式のファイルで自動的に保存される。また、
バーコードリーダーによるバーコードからの読みも可能である。

測定データは、フォルダの
作成からファイルの作成まで
完全に自動で記録保存され
るため、作業者がデータ保存
を意識することはない。

（5）マニュアル測定
製造ラインで不良品が

発見された場合、原因を
調査する必要がある。その
ときに、個別に個々のマニュ
アル検査が出来れば解析に
役立つことから、自動検査
以外にマニュアル検査を
標準装備している。自在に

モーターを止めたり動かしたりしながら、不具合箇所の解析を行な
える。
※元開発部でモーターの設計をしていた立場から、欲しい機能を
盛り込んだつもりである。
開発部で使用すれば、設計評価の効率化につながる。

（6）多機種への対応として、SPECファイルを設けて、個々の機種の
測定条件や検査項目、規格値などを機種毎のファイルで保存する
ことができる。保存できるファイル数は無制限で、同じ機種を毎日
生産する場合にはプログラム起動時に自動的にセットされるので、
作業者は、メインプログラムを立ち上げるだけで、使用準備が
できる。機種切替時にもSPECファイルを読み込むだけでセッ
ティングが完了する。

（7）不慣れな作業者でも簡単に
操作できる操作性と開発部隊
でも使用できる複雑な汎用性を
兼ねそろえたシステムになって
いる。

6．後記
今回のシステム開発における最も重要な要素は、LabVIEWという

開発システムであり、LaBVIEWなくして、これだけ複雑なシステムプロ
グラムを短期間に一人で開発することは出来なかった。そして、
LabVIEWで確実に動作するNIのボード群があってこそ出来たシステム
である。
私は元々、電子回路のハード技術者であり、C言語などのテキストプロ

グラムは全く理解出来ないが、回路図を理解作成できる技術があり、
LabVIEWは回路図のようにプログラムを作成できるので、電子回路
技術者にとって理解しやすい開発システムである。
最近のシステムは、ハードウエアとソフトウエアをうまく組み合わせて

システム化する必要があるが、目的によってハードで行なうかソフトで
行なうか、どちらにするかで性能やコストが大きく異なってくる。一人の
エンジニアが両方を受け持つことができれば最適のシステム設計が
出来る。また、トラブルが発生した場合などでも、ハードとソフトで設計者
が同じであれば、問題解決が容易である。
ただし、ソフトウエアを専門に習得したエンジニアが、電子回路の

ハードウエア設計に進むことは容易ではないが、電子回路設計を習得
したエンジニアが、ソフトウエアの習得に取り組むのに LabVIEWは、
回路図的なビジュアル設計が可能で理解しやすく最適な開発システム
である。
私の理想は、システムをほぼ一人で全て設計できるマルチエンジニア

である。それにはまず、アナログ電子回路技術者となり、同時又はその後
LabVIEWを習得するという道を推奨するものである。
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新製品情報 2011年7月～2011年8月
◆生産性を飛躍的に高めるLabVIEW 2011
（25周年記念バージョン）

LabVIEW 2011は、新たに工学向け

関数ライブラリを追加し、最新の

Microsoft� .NET Frameworkで作成

したアセンブリをサポートしている

ほか、お客様からのフィードバックに

基づいて導入された多数の機能を搭載

している。多くのメリットを備えた

LabVIEW 2011を使用することで、

開発をより短時間かつ低コストで遂行

することが可能。

◆業界最高クラスの性能を備えた高性能RFベクトル信号アナライザ

（VSA）「NI PXIe-5665」の14 GHzバージョン

本製品は、コスト効率の高いPXIで業界

最高クラス＊のダイナミックレンジおよ

び確度を実現。また、従来のラックアン

ドスタック計測器を含むホームファクタ

であるにもかかわらず、業界最高水準

の位相ノイズおよびダイナミックレンジ

が可能。PXIプラットフォームの場合、

ベクトル信号アナライザにおいては、

スタンドアロン型計測器の最高20倍の

サンプリングレートで計測可能で、コストは最大40パーセント低減させ

ることができる。

＊2011年8月3日時点において。NI調べ。業界最高クラスとは、－165 dBm/Hzのノイズ
フロア性能（1GHzキャリア周波数時）と－129 dBc /Hzの位相ノイズ（10kHzオフ
セット時）のこと。

◆初めて高性能なマルチコアに対応したCompactRIOシステム

「NI cRIO-908x」と、最小サイズのNIシングルボードRIOデバイス

「NI sbRIO-9605/06」

「NI cRIO-908x」は、処理能力を向上させるIntel� CoreTM i7デュアル

コアプロセッサ、およびXilinx Spartan-6 FPGA（field-programmable

gate array）を搭載。通常、CompactRIOではリアルタイムOSを

使用するが、「NI cRIO-908x」ではWindows Embedded Standard

7（WES7）OSを選択することも可能。また、「NI sbRIO-9605/06」

デバイスのサイズは、102.87mm x 96.52mm未満とこれまでの

デバイスの中で最小なため、OEMアプリケーションにも適しているうえ、

さらにカスタマイズとI/Oサポートの幅が広がっている。

◆1スロットタイプのNI CompactDAQシャーシ3機種：USB対応の

「NI cDAQ-9171」、Ethernet対応の「NI cDAQ-9181」、ワイヤ

レス対応の「NI cDAQ-9191」

これらは、データロガーの優れた携帯性とモジュール式計測器の性能と

柔軟性を兼ね備え、NI CompactDAQプラットフォーム用の50種類

以上のNI Cシリーズモジュールに対応。既存の4スロットおよび8スロット

シャーシとつなぐこともできる。NI CompactDAQプラットフォーム

では、ほぼ全てのセンサ向けのモジュールを使用できるうえ、従来の

センサ計測システムの固定機能が取り除かれているため、生産性を向上

させながら、同時に総コストを低減できる。

◆半導体特性評価／製造テスト用PXIプラットフォームの機能を拡張

するパーピンパラメトリック測定ユニット（PPMU）モジュールと

ソースメジャーユニット（SMU）モジュール

PPMUを備えた200MHz高速デジ

タルI/Oモジュール「NI PXIe-6556」

と、4チャン ネ ルSMUモ ジ ュー ル

「NI PXIe-4140」お よ び「NI PXIe-

4141」を使用することで、設備投資

コストの低減、テスト時間の短縮、様々

な検査対象デバイスに対応できるミッ

クスドシグナルの柔軟性の向上を実現できる。

◆最新のHDMIソースの広範なテストを自動化する、新しい「NIデジ

タルビデオアナライザ」

本製品を使用することで、セットトップ

ボックスやブルーレイディスクプレー

ヤー、DVDプレーヤーなど最新の

HDMIソースの広範なテストを自動化

できる。複雑なプログラミングを必要と

せずにテストステップを作成するだけ

で、3-Dビデオ、HDMI 1.4プロトコル、

画質解析といったHDMI機能の計測を容易に自動化することが可能。

また、本製品はPXI Expressプラットフォームに基づいたハードウェア

と、マルチコアコンピューティング向けに設計されたソフトウェアを利用

しているため、HDMIコンテンツの高性能、高精度計測を従来型テスト

ソリューションに比べ数分の1の時間で行える。

◆計測データのトータル管理ソフトウエアの最新版「NIDIAdem2011」

「DIAdem」（テストデータの 管 理・

表示・解析・レポート作成用対話式ソフ

トウエア）の最新版、「DIAdem 2011」

では、新機能の追加と操作性の改善を

図っているうえ、さらに日本語化をすす

めている。

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

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。

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7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 FPGAコース
LabVIEWパフォーマンスコース

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】

9/28東京、10/4大坂、10/19東京、11/8名古屋

※開催日程は変更される場合があります。最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

◆「NIDays 2011」
「ものづくり」から「価値づくりへ」―日本の頭脳を最大限に活かす、グラフィカルシステム開発

日本のものづくり企業は、開発期間の短縮やコスト削減、品質に対するプレッシャー、アジアの新興

勢力の台頭といった、グローバル市場の中で厳しい競争に直面しています。プロダクトイノベーション

を得意としてきた日本に今、求められているのはプロセスイノベーション。 設計、試作、実装に

おける開発の課題を統一のプラットフォームで解決する、それが「グラフィカルシステム開発」という

手法です。

2004年に最高時速370kmの電気自動車「Eliica」の開発成功した株式会社SIM-Driveの清水氏に

よる基調講演を始め、NIのグラフィカル開発プラットフォームを中心とした展示や、各産業分野での

導入実績を中心としたさまざまなセッションを通じ、これからのプロセスイノベーションに必要な

ソリューションを提案します。

【基 調 講 演】

株式会社SIM-Drive代表取締役社長／慶応義塾大学環境情報学部教授 清水浩氏

【技術トラック構成】

自動車／航空宇宙、エレクトロニクス、新エネルギー、ロボット／FA、先端技術研究

【開催日時・場所】

12/1（木）10：00～17：00 東京コンファレンスセンター 品川

http://www.tokyo-cc.co.jp/access.html

※最新情報はhttp://nidays2011.jp/をご覧ください。

Web
■LabVIEW 2011の新機能

http://www.ni.com/labview/whatsnew/ja

【Webイベント】

■LabVIEW 2011の新機能

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-1665

【技術資料】

■安定性を向上させたLabVIEW 2011で開発を効率化

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/13199

■NI LabVIEW 2011で標準化‐ユーザニーズを反映した開発プラットフォーム

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11800

■LabVIEW 2011でサポート問題を解決

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/13201

■NI CompactRIO

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

■NIシングルボードRIO

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

■NI PXIe-5665：高性能RFベクトル信号アナライザ

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

■環境エンジニアリングユーザ事例集

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

【ビデオ】

■デモ：LabVIEWで実現するスマートコミュニティ

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/13059

■デモ：ARM実装による自律制御ロボット

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2806

■デモ：GPS・車両信号・画像対応多種信号記録・再生システム

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2805

■デモ：プロジェクト・要件管理

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2804

■デモ：veDYNA車両モデルを使用した低コストABSHILS

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2808

■デモ：ABS制御状態遷移設計

http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-2810

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
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F・Tel：0120-108492・Fax：（03）5472-2977
URL：ni. com/jp・E-mail：infojapan@ni. com
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