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「ムーア」の恩恵に浴さなければ
進化は望めない

現代のエンジニアは、設計プラットフォームからこれまで以上に多くの
ものを引き出す必要があります。それには、従来よりも小型で性能が
高いハードウェアをベンダが提供してくれることに期待しなければな
りません。さらに、開発期間を短縮できるツールに投資し、継続性の
あるソフトウェアを選択することも不可欠です。ナショナルインスツル
メンツ（NI）はムーアの法則の恩恵を最大限に活用し、ハードウェアと
ソフトウェアを統合したエコシステムを提供しています。これは、エン
ジニアが技術革新を成すためのプラットフォームとして機能します。

テクノロジは今後もムーアの法則に沿って進展
PCベースの計測器や、テストシステム、組込システムを設計するエンジニアや科学者は、マイ
クロプロセッサやFPGAの演算性能の向上による大きなメリットを享受しています。CPU性能が
飛躍的に上昇した結果、ソフトウェアの処理速度や浮動小数点演算の性能が向上しました。
また、FPGAテクノロジも大幅な改良が進み、現在では1秒当たり約2兆3,700億回の積和
演算が可能になっています。
Intel社は、「半導体技術はムーアの法則に沿って進化し続ける」と断言しています。同社の

ロードマップによれば、2017年までには微細化が8 nm世代まで進むとされており、Intel社の
製品に期待を寄せるエンジニアにとっては有望な情報です。ムーアの法則は減速していま
せん。そこでNIは今後も、NI LabVIEWやNI CompactRIO、NI FlexRIOなどに代表される
製品を通して、ハードウェアとソフトウェアを統合する簡単で利便性の高いソリューションを引き
続き提供していきます。1990年代後半に発表されたPXIなど、業界標準のプラットフォームは、
フォームファクタの小型化と性能の向上を両立することでムーアの法則を体現してきました。
FPGAがメインストリームの市場に普及し始めたことで、当社はその優れた性能とADコン
バータとの統合性を活かして、フォームファクタをさらに小型化した計測器を提供できるように
なります。

NIソフトウェアとハードウェアの統合により、継続性を実現
計測器や組込デバイスが進化しても、当社の製品は何世代にもわたってソフトウェアとハード
ウェアの互換性を維持し続けています。そのためユーザは1つのアプリケーションから次のアプ
リケーションへとシームレスに移行でき、コードを手直しする必要はありません。一般に、計測器
の制御インタフェースとアプリケーション開発ソフトウェアは、複数のフォームファクタやバスに
対応する必要があります。NI製品のように継続性を確保することで、ムーアの法則はその効果
を発揮できるようになります。当社は、システム性能を高めながらコストと消費電力を削減する
ことが、ユーザの皆さまにとってどれほど重要かを理解しています。だからこそNIは、ソフト
ウェアとハードウェアを統合したプラットフォームの提供を約束し、ムーアの法則の恩恵を実効
的な形で皆さまに届ける取り組みを続けているのです。
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ムーアの法則がテストシステムの飛躍的な進化を実現
Intel社の共同創設者の1人であるゴードン・ムーア氏は1965年、「IC（集積回路）が発明された
1958年以来、ICに集積される素子数は毎年2倍のペースで増えている」という見解を発表
しました。

その5年後、この指標は「ムーアの法則」と名付けられ、「18ヵ月ごとに
倍増する」という表現に改められました。それ以来今日に至るまで、
エレクトロニクス関連のさまざまな業界において、このムーアの法則を
原動力とした、電子機器の大幅な性能向上と価格低下が半世紀
以上にわたって続いています。ところが残念なことに、従来型の
計測器をベースにした自動テストシステムは、ムーアの法則に沿った
進化を遂げてきませんでした。そのため、コストや性能の面でユーザ
の要件を満たすような拡張が難しくなっています。
そこで自動テストシステムでは、ソフトウェア定義のモジュール式
計測器を使用することでムーアの法則の恩恵を享受するという手法
が一般化しています。この手法を適用すれば、サイズやコスト、消費
電力を1/10以下に削減できる場合も珍しくありません。ただし、テスト
用のソフトウェアコンポーネントとハードウェアコンポーネントのエコシス
テムが適切に構築されていなければ、最新のPC用プロセッサや
FPGA（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、ADC（アナログ／デジ
タルコンバータ）、計測器用メモリアーキテクチャを使用すること自体
が高いハードルになってしまいます。そこでNIはこの課題を解決
すべく、PCベースの最新テクノロジを活用するために設計した、完全
なプラットフォームを提供する取り組みを続けています。このプラット
フォームを導入すれば、システムの開発期間を短縮しながらも、長期
間にわたる安定性を確保することが可能です。NIは、エンジニアが
テストシステムをムーアの法則に沿って進化させるためには、不可欠
な要素が4つあると考えています。それは、グラフィカルなシステム
開発ソフトウェアと、PXI対応のモジュール式計測器、FPGAベースの
再構成可能I/O（RIO）、タイミングと同期機能の統合です。以下、
それぞれについて見ていきましょう。

1 グラフィカルなシステム開発ソフトウェア
ムーアの法則をテストシステムに適用するには、ソフトウェアと
ハードウェアの複雑なアーキテクチャをシステムレベルで抽象
化することが重要です。NIは1986年に、PCと従来の箱型
計測器で構成したテストシステムの制御アプリケーションを
システムレベルで抽象化するため、LabVIEWソフトウェアを
発売しました。LabVIEWの独自性は、プログラム自体も、
フロントパネル上のユーザインタフェース制御器と変数、アプ
リケーション中のデータフローとの相関関係も、ともにグラフィカ
ルなシンボルで表現していたところです。この基本的な特性
は、最新版のLabVIEW 2010でも連綿と引き継がれて

います。NIのウェブサイトに開設された計測器ドライバネット
ワーク（ni.com/idnet）では現在、計測器用ドライバを8,000種
類以上も提供しています。

現在のテストシステムに商用品（COTS）の最新テクノロジを組込
む作業は、計測器の制御よりもはるかに複雑です。LabVIEWは、その
複雑性を取り除きながらも、最適な性能を実現するという点で、業界
をリードする存在です。例えば、LabVIEWが提供する最新のソリュー
ションのごく一部を挙げるだけでも、マルチコアプログラミングや、
FPGA使用の計測器、リアルタイムOS、ピアツーピアのデータ転送、
モデルベーステスト、RAID（Redundant Array of Inexpensive Disks）
ストレージへの高速ストリーミングなどがあります。従来のテキスト
ベースのプログラミング言語とは異なり、LabVIEWは常に、自動テスト
アプリケーションの開発において最新の商用テクノロジの活用に取り
組むエンジニアや科学者を対象ユーザにしてきました。すでに
LabVIEWは、ハードウェア接続用ライブラリを内蔵し、高度な解析・
レポートツールを備え、3Dユーザインタフェースも開発されています
が、NIはこれからもLabVIEWにさらなる投資を続け、ユーザがテスト
システムを最小限の労力でムーアの法則に沿って進化させられる
ように支援していきます。

2 PXIモジュール式計測器
最新の電子機器の性能や品質を検証するための自動テスト
システムを構築するには、高性能の計測器とデータバス、プロ
セッサ、データストレージなどを、小型で信頼性の高いフォーム
ファクタにまとめなければなりません。NIは、こうした要件に

対応しながらムーアの法則に沿った進化を達
成できるように、1997年にPXIシステムを発表
しました。例えば、1998年に発売した最初の
PXIシステムは、233 MHz動 作のPentium
MMXプロセッサを採用し、最大128 MBの
RAMを搭載していましたが、最新のPXIシス
テムは、Intel Core i7クワッドコアプロセッサを

採用し、最大8 GBのRAMを搭載することが可能です。フォー
ムファクタが同じだとすれば、GFLOPS換算の処理性能では
134倍を超える向上を達成したことになります。さらに、PXIシス
テムが発表から現在に至るまで下位互換性を維持している
点も、付加的なメリットとして挙げられます。これは偶然ではな
く、意図的な設計によるものです。つまりPXIシステムの仕様
では、COTSの最新テクノロジを取り込みながらも、長期間に
わたる下位互換性とアップグレード性を確保することが特に
重視されています。オープンな標準規格であるPXIは今では
広く普及しており、すでにPXIテストシステムの実装件数は
10万件を超え、それらのシステムには50社以上のベンダが

トピック

CPUのトランジスタ数 GFLOPS（ギガフロップス） データストリーミング速度 FFT（高速フーリエ変換）／秒

発表当初 500万 0.27 132 MB／秒 1万回

現在 20億 32 8 GB／秒 150万回

増加率 400倍 118倍 60倍 150倍

表1. PXIベースのモジュール式計測器は、1997年の発表以来、
その性能をムーアの法則によって大幅に向上させています。
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図1. NI LabVIEWグラフィカルシステム開発ソフトウェアは、
ムーアの法則の恩恵によって向上した商用製品（COTS）の
性能を余すことなく利用できるように、マルチコア最適化や
タイミングループストラクチャなどの機能を提供します。

提供する各種PXIモジュールが合計で60万個以上も使われ
ています。このような高いレベルの相互運用性と1,500種類
以上におよぶPXI製品が用意されていることから、ムーアの
法則による技術革新と自動テストに向けたオープンなプラット
フォームを組み合わせれば、際立った成功を収めることができ
るでしょう。

3 FPGAベースの再構成可能I/O
プロセッサのクロック周波数が3 GHzを超えるようになると、
消費電力や熱の問題によって処理性能の向上が停滞して
しまう可能性が出てきます。そこでマルチコアプロセッシング
を導入することでこれを乗り越え、ムーアの法則を維持する
ことが可能になりました。もう一つ、次世代プロセッシングの
中核を担う技術がFPGAです。FPGAは、今後の自動テスト
システムにとって重要な役割を果たします。事実、現在の
FPGAはすでに、自動テストシステムにおいてPC用プロセッサ
を上回る並列度や処理性能を実現可能です。NIは、2003年
にRシリーズ製品を発売して以来、ユーザがコンフィギュレー
ション（構成）可能なFPGAを内蔵した製品をエンジニアや
科学者に向けて提供しており、この分野のリーダー的存在を
担ってきました。現在では、RシリーズとCompactRIOハード
ウェアで複数のFPGAアーキテクチャとフォームファクタを取り
揃えるほか、ユーザ定義可能なフロントエンドアダプタ
モジュールアーキテクチャを特長とする計測プラットフォームの
NI FlexRIOも提供しています。NIではさらに先を見据え、
次世代のLabVIEWシステム設計ツールのデモを披露しま
した。グラフィカルに表現されたシステムの上にコードを
ドラッグアンドドロップするだけで、LabVIEWコードを複数の
ハードウェアターゲットに手早く実装できます。このように簡単
で利便性に優れたソリューションによって、今後もテストシス
テムをムーアの法則に沿って進化させられるようになります。

4 タイミングと同期機能を統合
自動テストシステムにおいてムーアの法則の恩恵を最大限
に享受するために不可欠な最後の要素は、タイミング機能
および同期機能の統合です。自動テストシステムを構築する
際には、高い精度で計測器をハンドシェイクしたり、プロトコル
の同期をとったり、確定性のあるリアルタイム処理を実行したり
することが求められるので、システムのソフトウェアとハード
ウェアのタイミングを簡単かつ正確に表現できるプラット
フォームが必要になります。

LabVIEWは、時間を独自の手法で取り扱う機構を数多く備えて
います。例えばタイミングループストラクチャは、アプリケーションのタイ
ミング制約を規定する用途に向けて定義されたAPIです。タイミング
ループを使えば他にも、優先順位やプロセッサ親和性、タイミング
ソースを構成できます。複数のタイミングループを単一のシステム内
で同期させたり、分散型リアルタイムシステムの一部として同期させ
たりすることも可能です。さらに、LabVIEWのユーザはタイミング
ループを利用することで、デスクトップPC上でミリ秒のオーダで動作
するコードから、FPGAバックプレーン上でナノ秒のオーダで動作する
コードまで、同じプログラミング手法で開発できます。
同様に、PXIにもモジュール式計測器に不可欠なタイミング・同期

の機能が統合されており、LabVIEWでその機能を有効にできます。
PXIシャーシが搭載する高性能バックプレーンは、PCIバスおよびPCI
Expressのバスとともに、専用の10 MHzと100 MHzのシステムリファ
レンスクロックや、PXIトリガバス、スタートリガバスといった、コアのタイ
ミングバスとトリガバスを備えており、高度なタイミングや同期、サイド
バンド通信などの要件に応えることが可能です。

図2. NI PXIe-5630は、高い性能密度を実現する
6 GHzベクトルネットワークアナライザで、ムーアの法則の恩恵を

テストシステムに活用した代表的な例といえます。
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2010年以降のムーアの法則
Intel社は、演算性能が今後も10年以上にわたって、ムーアの法則に
沿って進化し続けると予測しています。また、一部の専門家は、ナノ
ワイヤアーキテクチャや量子コンピュータによって、ムーアの法則を
上回る早さで演算性能が向上すると予想しています。NIは、ユーザ
のあらゆる計測ニーズに応えるべく、ソフトウェア定義の計測器を
提供するエコシステムの完成度を最高レベルに高めることで、
ユーザのテスト戦略がムーアの法則の恩恵を最大限に享受できる
よう支援していきたいと考えています。

ソフトウェア定義の計測器と、それを自動テストや計測システムに適用する方法
についてさらに詳しくは、ni.com/automatedtest/ja/をご覧ください。

NIでは自動テストにおける最新のメソドロジとテクノロジを解説する技術資料「自動テストの展望：2011」を作成しました。このメソド
ロジやテクノロジは、ムーアの法則とエレクトロニクス業界の全体的な動向によって形作られたものです。今回の技術資料では、ビジ
ネス戦略、アーキテクチャ、コンピューティング、ソフトウェア、I/Oの5つのカテゴリを用意し、今後1～3年の間に自動テストに大きな影響
をおよぼすと考えられる大きなトレンドについて、カテゴリごとに解説しました。皆さまの所属する組織が、最新の業界動向を把握したり、
ムーアの法則がテストシステムにもたらすテクノロジの進展に追従したりする上で有用な資料になるはずです。

「自動テストの展望：2011」は、ni.com/ato/jaをご覧ください。

自動テストの展望：2011（2011 Automated Test Outlook）

図3. NI FlexRIOは、ユーザ定義可能な標準フロントエンドアダプタモジュールを使用できる上に、
LabVIEWでプログラミングできるオープンなFPGAを内蔵しており、

「性能と柔軟性を最大化するソフトウェア定義のモジュール式計測器」というコンセプトを具現化した製品です。
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「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1回）

ものづくりの全行程をグラフィカルな
開発プラットフォームで統一する

会議を直前に控えた部長の顔が浮かない。新製品開発の立ち上げで、製品
テストを担当する私たちの部署の他に、設計、試作、実装の各工程を受け持つ
部署から代表が集まる連絡会議である。
ため息をつく部長に尋ねると、この新製品開発プロジェクトは相当厳しいスケ

ジュールが組まれているという。近年、当社に先んじて新製品を投入してくる中国
や韓国などのメーカーに対抗するために、ぜひとも早急な製品投入をと、事業部
トップが意気込んでいるらしい。
もちろん、私たちの部署では担当業務である製品テストのリードタイム削減に
取り組んでおり、実際にNI LabVIEWを導入して、大きな成果を挙げている。それ
でも、この新製品開発には苦戦が予想されるそうだ。今回のプロジェクトでは市場
投入スケジュールの厳守に加えて、「新たなユーザ価値の創造」というハードル
の高い課題が設定された。マーケティング部門は、これに応える製品仕様の定義

に躍起だ。設計や試作の工程に入った後も、仕様変更や機能追加が頻発することになるだろう。実装に着手するころには、かなりの遅れが
生じることを覚悟しておく必要がある。
製品テストにたどり着いても、完璧に仕上がっているとは限らない。その段階になって初めて、不具合が露見することもしばしばだ。いかに

製品テストの効率を高めても、それだけで対処し切れるものではない。しかし市場投入時期をずらすことになろうものなら、風当たりを受けるの
は私たちの部署で、その表に立つのは部長だ。
このお話は、あなたの部署と似ていませんか？ あなたは、この部長と同じような悩みを抱えていませんか？ もしこのお話が他人事に
聞こえないなら、ナショナルインスツルメンツが提唱する「グラフィカルシステム開発プラットフォーム」の導入をご検討ください。

じっくりと時間をかけて品質を作り込めば、売れる。そうした時代は
遠く過ぎ去りました。
日本のものづくり企業は今、グローバル市場の中で、コストや製品

投入スピードを強みとするアジアの新興勢力から待ったなしの勝負
を挑まれています。新興勢力に引けを取らない低いコストと短い開発
期間を実現しながら、しかも競合が提供できないような付加価値を
生み出さなければ生き残れない。極めて厳しいビジネス環境です。
そこでナショナルインスツルメンツ（NI）は、この厳しい環境を勝ち
抜くためのものづくりの新たな手法「グラフィカルシステム開発」を提唱
します。
グラフィカルシステム開発とは、設計から試作、実装に至るまで、

ものづくりの一連の工程すべてを、単一のグラフィカルな環境で

進める手法です。工作機器や家電機器、自動車、新エネルギー、
ライフサイエンスなど、幅広い分野のものづくりに適用できます。この
手法を使えば、開発に要する期間とコストを削減するとともに、品質を
高めることが可能です。その結果ものづくり企業は、開発期間の短縮
によって生み出された時間を、新たな付加価値の創造に活用できる
ようになります（図1）。
本連載記事では、今回を含め全4回にわたって、このグラフィカル

システム開発の全貌を解き明かしていきます。第1回目の今回は、
グラフィカルシステム開発の概念とメリットを中心に説明します。第2～
4回目は、それぞれ設計と試作、実装の工程に注目し、グラフィカル
システム開発の実際の手法とその効果について解説していきますの
で、ぜひご期待ください。

連載記事

図1.グラフィカルシステム開発は、設計と試作、実装のすべての工程において、単一のグラフィカル環境で対応する手法です。各工程それぞれに要する期間を
短縮することができます。ものづくり企業は、そうして生み出された時間を、新たな価値の創造という最も重要な作業に割り当てることが可能です。
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図2.グラフィカルシステム開発では、NI LabVIEW制御系設計／シミュレーション
モジュールで設計した制御アルゴリズムをそのままハードウェアに実装できます。

鍵は、「グラフィカル」かつ「単一」な環境
グラフィカルシステム開発の最も重要なコンセプトは、設計、試作、
実装の工程をすべて、「グラフィカル」かつ「単一」な環境で行うという
点にあります。実際には、皆さんにすでに製品テストでお使いいただ
いているNI LabVIEWを、グラフィカルかつ単一なプラットフォームと
して活用します。では、詳しく説明しましょう。
「グラフィカル」な環境のメリットは、製品テストで効果を感じていた
だいている通りです。LabVIEWでは、アプリケーションを開発する際
にテキストベースでプログラムを記述する必要はありません。ユーザ
は実行したい処理を考え、それをコンピュータの画面上でグラフィ
カルに表現するだけです。テストハードウェアを操るための専用言語
を学ぶ必要はありません。頭の中にあるアイデアをグラフィカル記述と
いう極めて直感的な方法で出力すればよいのです。
これはグラフィカルシステム開発でも同じです。例えば、設計の
工程について考えてみます。通常、設計者はまず機器の制御方法を
フローチャートを用いて検討します。最初の段階では、紙とペンを使う
ことが多いでしょう。問題は次のステップです。旧来は、このフロー
チャートを元に、テキストベースのプログラム言語で制御ソフトウェアを
記述する手法が一般的でした。
グラフィカルシステム開発では、この作業が不要になります。
LabVIEWとNIのハードウェアを使用することで、LabVIEWで書いた
制御フローを、そのままハードウェアに実装することが可能になります
（図2）。設計者の頭の中にあるアイデアを、ユーザにとって最も直感
的な操作で描き、その描いたフローをそのままハードウェアに実装
できるというわけです。

ものづくりの期間とコストを削減
メリットはこれにとどまりません。直感的に記述できるので、テキスト
言語に比べて使いこなせるエンジニアの数が増えます。これまで
少数のエンジニアが受け持っていた作業を、より多くのエンジニアで
分担できるようになるわけです。チーム全体の作業スピードは上がり
ます。別の言い方をすれば、「人月＝人数×時間」ですから、開発に
要する人月が一定であれば、人数が増えた分、時間を短縮できる
ことになります。
さらに、テキスト言語とは異なり、グラフィカル開発環境は習熟曲線
が短期間で立ち上がります。しかも、グラフィカルな環境で設計した
ものをそのまま実装できるハードウェアも用意されています（これに
ついては、今後の連載で詳しく紹介する予定です）。こうした理由
から、ソフトウェアについてもハードウェアについても、エンジニア個々
人が開発に費やす工数をかなり低く抑えられます。エンジニアの数
が同じであれば、チーム全体の人月を大幅に低減でき、コストの削減
につながります。

品質の作り込みに効果あり
次に、「単一な環境」が持つ意味について説明しましょう。再び

テストアプリケーションの開発を例に挙げます。テストでは、対象物に
刺激信号を与えたり、対象物からの応答信号を集録したり、対象物
の動作モードを制御したりといった、さまざまな処理が必要になります。
LabVIEWを使えば、その単一の環境の中でこうした処理のすべて
を実行できます。処理ごとに異なる環境に切り替えたり、そうした複数
の環境間でデータの橋渡しをしたりといった手間は生じません。
グラフィカルシステム開発でも同じ効果が得られます。すなわち、
設計と試作、実装と異なる工程すべてに単一の環境で対応できる
ため、これまで工程間で異なる環境を用いることで工程をまたぐ際に
生じていた手間や、情報の欠落に起因する望ましくない影響を、
いずれも大きく削減することが可能です。
1つ例を挙げましょう。ものづくりでは、設計と試作、実装の各工程

で、それぞれの成果物を検証するためのテストを行います。通常、
各工程でテストに使う計測器は異なります。そのため各工程のテスト
結果を比較して検証する際には、計測器の違いを無視するか、無視
できない場合は結果に何らかの処理を施してから比較するという
方法が採られていました。これらは大小の差こそあれ比較情報の
誤差の原因になる上、工程をまたぐ品質のトレーサビリティを難しく
する要因になっているのが実情です。
これに対しグラフィカルシステム開発では、LabVIEWをベースに

した単一のテストプラットフォームで設計と試作、実装のすべての
工程に対応できます。個 の々工程におけるテストの信頼性について
は、論を待ちません。NIは、計測分野で30年を超える経験を重ねて
おり、テストに関して十分な実績を築いています。グラフィカルシス
テム開発のプラットフォームには、その知見が余すことなく盛り込まれ
ており、それがものづくりの品質向上に大きく寄与します。具体的に
は、工程をまたぐ場合も、それぞれのテスト結果を誤差無く比較でき、
トレーサビリティを容易に確保することが可能です。品質の作り込み
に強力な武器になるでしょう。

工程や部署を越える共通言語が価値づくりを後押し
これまで多くのものづくり企業では、設計と試作、実装の各工程を
担当する部署が異なり、それぞれの部署で使用するツールも異なる
というのが実情でした。これは、例えるなら設計は英語で、試作は
ドイツ語で、実装は日本語でといった具合に、工程や部署ごとにばら
ばらの言語で仕事をしているようなものです。工程間をまたいだり、
各工程の成果物をすり合わせたりするときに、いちいち翻訳しなけれ
ばなりませんでした。
グラフィカルシステム開発の手法を使えば、これらの工程や部署
が単一の共通プラットフォームで開発を進めることが可能です。
先ほどの例えでは、すべての工程と部署が同じ日本語で開発を
進められるようになります。その上、トレーサビリティを確保しやすいの
で下流の工程で問題が生じても上流にさかのぼって原因を探ったり
修正したりしやすい、数多くのエンジニアが同時並行的に課題に取り
組めるので、素早く解決にたどり着けるといったメリットもあります。
かつてのように、ものづくりに時間をかけられる時代は終わりました。

グローバル市場では、品質が同じならより早く市場に投入でき、コスト
が低い製品が勝利を収めます。グラフィカルシステム開発は、このよう
にものづくりにおける開発時間を短縮し、コストを削減し、品質を向上
させる新たな手法です。これは、市場でもっとも重要な「価値づくり」に
注ぐ時間を生み出すチャンスです。開発の遅延によるしわ寄せに
頭を抱えている皆さん、浮かない顔でため息をつくのをいったん
止めて、連絡会議でグラフィカルシステム開発の導入を提案して
みませんか？
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スマートグリッドを立ち上げる
最高レベルの技術革新であっても、まったく新しい技術から生まれるということは
ほとんどありません。

PCやスマートフォンといった革新的な
製品は、複数の既存する要素を組み
合わせることで、劇的な進化を遂げて
誕生したソリューションです。スマート
グリッドにも同じことが言えます。NI
LabVIEWソフトウェアが実現する
再構成可能な組込計測・制御システム
と、クラウドコンピューティングに基づく
ネットワークや解析などの最先端IT
（情報技術）との統合が進んでいます。
スマートネットワーク対応の組込システム
が配電網（グリッド）全体にわたって
普及すれば、電力の生産や消費、供給
方法に変革をもたらすでしょう。ITの
革命がこの普及を牽引するのと同じよう
に、エネルギー技術（ET）の革命も、
安価でクリーンなエネルギーの大量
供給を可能にする、劇的な革新を引き
起こすものと期待されています。
米国では、1870年代に始まった電化

の取り組みが区域ごとに広がり、1950年
には米国内のほぼ全世帯に電力が
供給されるようになりました。この配電網
を構築する過程では、複数世代にわた
る技術が組込まれました。これは米国
だけではありません。世界のほとんどの
国が同様です。現在それらの配電網
は、世の中で最も複雑に入り組んだシス
テムの1つに挙げられます。電化への
取り組みが始まって以来、新技術の
開発をきっかけに、大規模な変革が
何度も起こりました。そして今、配電網そのものを一新する技術が
誕生し、再び変革が生まれようとしています。

スマートグリッド技術を活用し、エネルギー生産に伴う課題を解決
21世紀初頭、人材・資源・環境に対するニーズが高まり、社会は
前例のない多くの課題に直面しました。米国の電力研究所（EPRI：
Electric Power Research Institute）が掲げる電力技術ロードマップ
（Electricity Technology Roadmap）には、「電力こそが解決策で
あり、持続可能な世界の構築に不可欠な基盤である」と書かれて
います。電力システムの近代化によって、生産性の向上や、経済の
成長、よりクリーンで環境にやさしい持続可能な技術への転換を
推進することができます。さらに、電力インフラの近代化を進めれば、
危険な電力障害や停電のリスクを抑制しながら、電力システムの
信頼性と安全性を高めることも可能です。

スマートグリッド技術を導入すれば、エネルギー生産と供給に
おけるオープン性や信頼性、効率の制約になっている技術的な課題
に対応できます。中でも大きな課題の1つになっているのが、蓄積
される電力の量が現状では少ないということです。これによって、
電力会社が1年で最も暑い時期や寒い時期に電力の需要と供給に
生じる山や谷を管理することが難しくなっています。電気自動車は
大型の蓄電池として機能するので、電気自動車が普及すれば
配電網に蓄積可能な電力量は大幅に増加します。ただしその反面、
電気自動車を充電するために電力のピーク需要が増大するという
課題も生まれます。つまり電力会社は、スマートグリッド技術の普及に
伴って、課題と機会の両方に直面することになります。エネルギーの
蓄積が可能になれば、安定供給が原理的に難しい風力エネルギー
や太陽エネルギーを大量に配電網につないで、これまでよりも簡単に
管理できるようになります。

特集

図1.スマートグリッド技術を導入すれば、エネルギー生産と供給におけるオープン性や信頼性、
効率の制約になっている技術的な課題に対応できます。
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もう1つの大きな課題が、配電網の信頼性です。米国では電力線
が約48万kmにわたって入り組んで敷設されています。米エネルギー
省によれば、需要と供給のバランスが崩れると電力浪費の原因に
なる上、電力供給の中断を引き起こす可能性もあり、そのコストは
年間で約1,500億ドルに達するとのことです。スマートグリッドでは、
変動する負荷を自動的に予測して対応したり、障害個所の周辺の
ルートを切り替えて送電したり、電力の分散貯蔵や再生可能エネル
ギーの導入を促進したりできるほか、障害を検出して場所を特定し、
適切な装備を携えた修理担当者を派遣することも可能になり、前述
の課題の解決策として効果を発揮します。

スマートグリッドに向けたスマート計測器
CompactRIOなどの再構成可能な組込計測・制御システムは、
スマートグリッドの最も難しい課題に対処する上で有用なテクノロジと
機能を兼ね備えています。これらのシステムは、LabVIEWと再構成
可能なFPGAを活用することで、ユーザがハードウェアをプログラ

ミングしたりフィールドで更新したりでき、複数のデジタル信号処理や
制御タスクを並列かつリアルタイムに実行することが可能なスマート
デバイスです。さらに、最新のA/Dコンバータやセンサと組み合わ
せて使用すれば、忠実度の高い電気計測を実行できる上、それら
計測対象が世界各地に点在していたとしても、単一の共通スケール
で同期化することも可能になります。また、スマートセンサからクラウド
に至るネットワーク上の相互運用性や適合性を確立するために、IEC
61850などの新しいネットワーク通信プロトコルの策定が進められて
います。
具体的な事例を紹介しましょう。インドでは、NIのRIO（再構成可能

I/O）テクノロジを活用して配電網の効率を高める取り組みが進行中
です。インドのNexGEN Consultancy社は、LabVIEWとCompactRIO
を使用して、変電所用の自動検針装置（AMR：Automated Meter
Reader）を構築しました。このAMRは、高度な電力計測機能を搭載
しているほか、11 kVの入力用送電線と440 Vの出力用送電線の
両方を監視して、変電所に配置された変圧器の効率を把握する

機能も備えています。さらに、変圧器の
油量と温度を監視したり、携帯電話ネット
ワークを介して中央の監視制御やデータ
集録システム（SCADA：Supervisory
Control And Data Acquisition）にデータ
を送信したりすることも可能です。
NexGEN社では、このAMRをNIシングル
ボードRIOハードウェア上に構築し、イン
ドのラジャスタン州に点在する2,820箇所
の変電所に設置を進めています。配電
網全体の効率を完全に把握するために
は、分散型のスマートセンサを組込む
しかありません。NexGEN社のAMRシス
テムは、インドにおける電力供給を確実に
改善することに加えて、現行の配電シス
テムで30％と見積もられている電力損失
を最小限に抑える効果も期待できます。

電力計測用の無償LabVIEWパレットをダウン
ロードするには、ni.com/jp/infoにアクセスの
上、Info Code欄に「nsi0402」と入力してくだ
さい。

NIが新たに提供するソフトウェアライブラリを使用すれば、CompactRIOやシングルボードRIO、PXIなどのNIリアルタイムハードウェア
製品でDNP3（Distributed Network Protocol）に対応することができます。DNP3は、SCADAマスタデバイスと、リモートターミナル
ユニット（RTU）など遠隔地に配置されたリモートデバイスとの間で通信するためのプロトコルで、北米の電力施設や水道施設で広く
採用されています。LabVIEWソフトウェアに新たに追加された関数ライブラリは、マスタデバイスとリモートデバイスの間のEthernet通信
やファイル転送、同期化に対応します。

DNP3に対応するLabVIEWの新型ドライバを購入するには、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0403」と入力してください。

LabVIEWが電力・水道設備向けDNP3プロトコルに対応

図2. NexGEN社はCompactRIOを用いて、高度な電力計測機能を備えた
自動検針装置（AMR）を構築しました。
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図1. LabVIEW Robotics 2010には広範なセンサドライバが用意されています。
そのためユーザは、任意のセンサとの接続を容易に確立したり、統合化や
ドライバの開発に費やしていた貴重な時間を節約したりすることができます。

LabVIEW Robotics 2010：最適化された
ランタイム性能で「測る・判断する・動く」
NI LabVIEW Roboticsモジュールは、グラフィカルシステム開発ソフト
ウェアであるNI LabVIEWの最新版をベースに、システム設計ソフト
ウェアとして優れた環境を提供し続けています。LabVIEW Robotics
をLabVIEW 2010に統合すると、最新のコンパイラ技術と最適化に
よって、自動的にランタイム性能が平均20倍向上します。ナビゲー
ションやローカリゼーション、視覚情報処理といった、計算量の多い
アルゴリズムを短時間で実装でき、ロボットの性能をさらに向上させる
ことが可能です。

センシングする
あらゆる自律型システムや半自律型システムにおいて、センサドラ
イバは重要な役割を担う要素であり、設計にも保守にも面倒な手間
が掛かるので、設計時間の大半が費やされてしまうことがほとんど
です。NIではLabVIEW Roboticsを開発する際に、ロボット用センサ
ドライバの開発時に適用した効率的で保守が容易なアプローチを
数多く再利用しました。今回、新たに追加したドライバは以下の4つ
です。
�Vishay社の環境光センサ「TEMT6000X01」用ドライバ
�Maxon社のモータエンコーダ用ドライバ
�Devantech社のソナーレンジファインダ「SRF02」用ドライバ
�Devantech社の熱センサ「TPA81」用ドライバ

処理する
作成したロボットがセンサデータに基づいて周囲の状況を把握でき
るようになったら、タスクや動作を遂行させるために、意思決定アルゴ
リズムを確定性を確保しながら実装しなければなりません。アルゴリ
ズム設計は、LabVIEW Roboticsソフトウェアが特に強力にサポート
している要素の1つです。これを活用すれば、自立型システムを短期
間で設計できるようになります。A*探索アルゴリズムやカルマンフィ
ルタなどの基本的なアルゴリズムが用意されておりそのまま使える
ほか、それらのコードを開いてアプリケーションごとのニーズにうまく
合うように修正することも可能です。NIの製品やオンラインに新たに
追加したアルゴリズムの改良点とサンプルプログラムは、以下の
5項目です。

�光学文字認識
�アッカーマンステアリング
�占有グリッド内のA*検索
�視覚ベースの障害物回避（LabVIEW Roboticsスタータキット用）
�遠隔操作モード（LabVIEWRoboticsスタータキット同梱ロボット用）

動作する
ロボットシステムが周囲の状況に対してどのように応答するかを判断
できるようになったら、次はモータや各種のアクチュエータと通信して
ロボットを物理的に動かします。LabVIEW Robotics 2010には、以下
のようなアクチュエータに対応するドライバが新たに追加されました。
これらのドライバを活用すれば、地上走行車から六脚ロボットや人型
ロボットまで、さまざまな運動に対応できます。
�ベストテクノロジー社のスマートサーボモータ「Dynamixel」
�Lynxmotion社のサーボコントローラ「SSC-32」
�Texas Instruments社のコントローラエリアネットワーク（CAN）
対応ブラシ付きDCモータ制御モジュール「MDL-BDC24」

NIではLabVIEW Roboticsコミュニティを立ち上げ、お客様からの
質問に答えたり、有益なリファレンス設計を紹介したりしています。
さらにこのコミュニティでは、他のユーザとアルゴリズムやアプリケー
ションを簡単に共有することができます。

LabVIEW Roboticsコミュニティでドライバやサンプルコードをダウンロードした
り共有したりするには、ni.com/code/roboticsにアクセスしてください。

製品情報

図2. LabVIEW Roboticsコミュニティ（ni.com/code/robotics）では、
最新のセンサドライバやサンプルコードを紹介しているほか、ユーザ同士が

コードやアイデアを共有できるフォーラムが設けられています。
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図1.このLabVIEWプロジェクトでは、2台のリアルタイムビジョンターゲットが
Vision Builder AIを実行しており、それぞれ画像シェア変数を利用して

ホストと通信します。

図2. LabVIEWに新たに追加された関数パレットを使えば、
Vision Builder AIアプリケーションをプログラムから呼び出しで実行できます。

NI Vision Builder AIとLabVIEWの統合で
生産性を向上
NI Vision Builder for Automated Inspection（AI）2010では、新たな
手法でNI LabVIEWソフトウェアと直接統合できるようになりました。
LabVIEWは多彩なアドオンソフトウェアとハードウェアでサポートされ
ており、高い拡張性を備えています。そのLabVIEWをマシンビジョン
の開発プロセスを簡略化するVision Builder AIに組み合わせれば、
ユーザは複雑なシステムアーキテクチャに対応する新機能を活用
したり、これまで以上に広範な種類の計測器をシステムに組込んだり
できるようになります。

新機能の画像シェア変数
LabVIEWアプリケーションにおいて実装ハードウェア間で計測
データや結果をやりとりする際には、ネットワークシェア変数が広く使わ
れています。ただしこのデータ共有手法では従来、画像全体をネット
ワーク経由で転送することはできませんでした。そこでLabVIEWと
Vision Builder AIの最新版では、画像シェア変数を新たに用意しま
した。画像シェア変数はネットワークシェア変数の一種で、タイム
スタンプ付きの画像データをネットワーク経由でやりとりすることが
可能です。これを活用すれば、ハードウェアターゲット間の統合性を
大幅に向上させられます。この新機能は、検査画像や結果を遠隔
から閲覧したいという場合に特に有用です。例えば、ラインオペレータ
は、単一のユーザインタフェースで複数のリアルタイムターゲットを
同時に監視したり、遠隔から画像を記録してアーカイブや詳細解析
を実施したりすることが可能になります。

Vision Builder AIが稼動するターゲットを
LabVIEWプロジェクトから管理
LabVIEWプロジェクトエクスプローラで、Vision Builder AIでインス
ペクションを実行しているリアルタイムハードウェアターゲットの追加や
アクセス、コンフィギュレーション（構成）できるようになりました。つまり、
単一のウィンドウ上でリアルタイムシステムのすべてのハードウェアを
管理することが可能です。この機能を利用すると、1つのNI
CompactRIOシステムもしくはNI PXIシステムを使って、例えば複数

のLabVIEW Real-Timeアプリケーションを同じLabVIEWプロジェクト
内で実行しながら、NI Smart CameraやNIの他のリアルタイムビジョン
ハードウェアの上でVision Builder AIアプリケーションを稼働させる
ことができます。これらの複数のハードウェアターゲットを同じプロジェ
クト内で閲覧できるだけでなく、既存のネットワークシェア変数や
新たに用意された画像シェア変数をビジョンターゲット上に置いて
アクセスしたり利用したりすれば、よりシームレスな統合が可能です。

LabVIEWの新APIを使用して高度な統合とアプリケーションフロー
のカスタマイズを実現
Vision Builder AIの最新版には、LabVIEW内からVision Builder
AIのインスペクション全体をプログラムで呼び出して実行できる、
新たなAPIが用意されています。このAPIは、Vision Builder AIエン
ジンを直接コントロールする関数をまとめたパレットとして、LabVIEW
に組込まれます。1つもしくは複数のビジョンインスペクションを大規模
システムの一部として同期化する必要があるアプリケーションでは、
このAPIが特に効果的です。また、このAPIを利用すれば、NI
TestStandなどのテスト管理ツールから直接、インスペクションを実行
することもできます。

新しいアルゴリズム
Vision Builder AI 2010には、カラーセグメンテーションや、テクスチャ
セグメンテーション、輪郭解析などの新しいアルゴリズムが搭載され
ました。

Vision Builder AIの新機能のさらに詳しい情報や、評価版ソフトウェアの
ダウンロードは、ni.com/vision/ja/vbaiにアクセスしてください。

製品情報
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図1. LabVIEWプロフェッショナル開発システムで提供される
コマンドラインインタフェースを使えば、ソースコード管理クライアントから
グラフィカルコードの差分比較機能を自動的に起動できます。

ソフトウェアエンジニアリングについて
知っておくべき5つのポイント
現代のテストシステムは、複雑な被測定物（DUT）が突き付ける要件を満たしつつ、厳しい
納期に対応するために、ソフトウェアベースのソリューションによって構築されています。

そのためテストアプリケーションの開発では、数多くの共通するベスト
プラクティス（最優良の手法や事例）と、ソフトウェアエンジニアリング
の基礎的な側面ともいえるツールが、等しく重要になっています。テス
トシステム用のソフトウェアを開発する際には、品質と信頼性が共に
高いアプリケーションをスケジュール通りに提供できるように、次の5つ
の基本的なポイントに留意してください。

1 ソースコード管理システムを使わないのは危険
ソースコード管理システムは、チームの規模が100人でも1人
でも、すべてのソフトウェア開発者にとって基本的なツール
です。このツール無しには、コードを共有したり異なるバー
ジョンを管理するといったシンプルな作業でさえも難しく、開発
を遅延させたり仕事を失ったりするリスクが高まります。ソフト
ウェアベンダはさまざまなソースコード管理システムを提供
しており、開発者はMicrosoft Team Foundation Serverから
Perforce、さらにSubversionのように無償で使用できるオー
プンソースのツールに至るまで、数多くのソリューションを利用
可能です。これらはいずれも、NI LabVIEWソフトウェアで
開発したグラフィカルコードにも使うことができます。

ソースコード管理システムを使うメリットの1つは、差分比較とマージ
の操作を組合わせることで、アプリケーションに施した変更を時系列
で追跡したり、管理したり、レビューしたりできることです。NI
LabVIEWプロフェッショナル開発システムでは、グラフィカルな差分

比較・マージの操作をソースコード管理クライアントと統合できます。
いったんセットアップしてしまえば、ソースコード管理システム上の
差分・マージ操作によって自動的にLabVIEWのダイアログが表示
されます。ユーザはこのダイアログで変更箇所を1つずつ確認でき、
変更された日時やその変更の影響を受ける箇所を調べることも
可能です。

2 要求仕様の無い開発は「プロトタイピング」である
プロトタイピング（試作モデル作り）は、開発プロセスの中でも
重要な要素の1つです。プロトタイプを使えば、荒削りな段階
のアイデアを形にして見せたり、新しい技術コンセプトの実現
可能性を確かめたりできるからです。ただし、プロトタイプで
使うソフトウェアは、プランニングやアーキテクチャの検討を
十分に行わずに作成されることが多々あります。そのため、
ソフトウェアのライフサイクルにおける「プロトタイピング」の
フェーズと「開発」のフェーズをはっきりと区別しておくことが
重要です。

要求仕様書は、顧客の要望を開発者が確実に把握したり、大規
模なチームを調整してまとめたり、プロジェクトの状況を文書化したり、
コードが十分にテストされていることを確認したりするために有効
です。要求仕様書を保存したり管理したりするために使うツールと
して代表的なものは、Microsoft WordやMicrosoft Excel、Adobe
Acrobat、IBM社がTelelogicブランドで提供するDOORS、および
Rationalブランドで供給するRequisiteProなどがあります。NIは、これ
らの各種インタフェースとNIの各種ソフトウェア製品との間の統合を
自動化する機能を提供しています。具体的には、要件のカバレッジ
（網羅率）を追跡したり、トレーサビリティやアップストリームのカバ
レッジ解析に向けたレポートを生成したりする作業を自動的に行い
ます。

3 コードのテスト容易性と品質は測定可能
静的コード解析とは、ソースコードのスタイルや構成、技法な
どが標準規格に合致しているかどうかを、あらかじめ定義し
ておいた指標に照らし合わせてチェックする機能を備えた、
各種のツールやメソッドを指します。静的コード解析は、コード
が十分に記述されていないことを指摘し、問題の領域を見つ
け出す作業を支援することも可能です。モジュール性や循環
的複雑度といった、コードの複雑度を測る指標を使って、プロ
ジェクトのサイズやテスト容易性を見極めることができます。
これは、他者が記述したコードを引き継いで、そのバグを
修正したり機能を追加したりする場合に特に有用です。

テストテクニック
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図2. LabVIEW VIアナライザツールキットは、VIの品質とテスト容易性を
評価するインタラクティブなダイアログとレポート生成ツールを提供します。

開発の進捗を追跡し、問題を早期に発見するには、コード解析
指標に基づく定期的なレポートに加えて、ピアレビュー（チーム
メンバーによるレビュー）を高い頻度で実施すべきでしょう。NI
LabVIEW VIアナライザツールキットを使えば、LabVIEWコードの
静的コード解析を自動化することが可能です。このキットを用いると、
性能や複雑度の解析から、文書化やスペルチェックに至るまで、
80を超えるテスト項目をカスタマイズできます。このほか、LabVIEW
VI Scriptingを使って新しいテスト項目を作成するウィザードも用意
しました。

4 コードが動作するはずだと思っても、それを証明しなければ
ならない
私たちは普通、ものがうまく動かないという状態に直面すれ
ば、それが壊れたと気付きます。それよりも難しいのは、ものが
正しく動いていることを第三者や外部の権威者に対して証明
することです。

ソフトウェアのテストとデバッグは、開発プロセスにおいて不可分な
作業だといえます。ただし、NI LabVIEWユニットテストフレームワーク
ツールキットのような自動化ツールを使えば、複雑なソフトウェアを
テストする際の課題を解決することができます。このプロセスを
自動化すると、テストを実施するために費やす総時間を削減し、
テストの網羅性を高めることが可能になります。これによって、最高
レベルの品質を備えたソフトウェアを作成できるようになる上、問題を
より早期に発見し、テスト時間を短縮することで、コストを低減すること

もできます。
コードの機能的な検証とテストは、ソフトウェアエンジニアリングの
プロセスにおいて良く知られた作業であり、コードが適切に機能する
ことを証明するために不可欠です。ソフトウェア成果物の証明は、
アプリケーションが正しく機能することを検証しなければならない
ので、アプリケーションが単に動作することを示すよりも複雑な作業に
なります。具体的には、アプリケーションの挙動が設計通りであること
を論証する文書化やテスト結果が求められます。

5 再利用は「絵に描いた餅」ではないが、プランニングが必要
現在のテストシステムは、DUTの種別を問わず、複雑度が
高まる一方でリリース周期が短くなっています。そのため、
再利用可能なライブラリの整備が強く求められています。
再利用を実現できれば、ハードウェアとソフトウェアの両方を
複数のテストシステムに使い回すことが可能になり、新たな
DUTに対応するテストシステムを手早く構築できるようになり
ます。さらに、複数の開発チームが既存のドライバやAPIを
共通に利用することで、開発の効率を最大化し、ライフサイ
クル全体でプログラミングに費やす時間を短縮することも
可能です。ただし実際には、コードをうまく再利用するための
仕組みを導入することは簡単ではありません。その理由の1つ
は、不十分なプランニングです。もう1つは、要件の変更が
生じた際に、それを簡単に開発チーム内の数多くのプログ
ラマに周知してアプリケーションに反映することができていな
いからです。

幅広く普及している再利用ライブラリの例としては、NIが提供する
計測器ドライバネットワーク（Instrument Driver Network）が挙げられ
ます。これにはNIが収集した8,000を超える計測器ドライバが格納
されており、ni.com/devzone/idnet/ja/で提供されています。この
再利用可能な計測器ライブラリが成功を収めている理由は、計測器
の通信に向けてAPIを明確に定義していることに加えて、プライベート
ライブラリ中の低位の機能をカプセル化しているからです。さらに、
JKI Software社製VI Package Managerはより高度なソリューションを
提供しており、それを使えば再利用ライブラリを社内に配布したり、
複数のプロジェクトにまたがって使われているバージョンを管理したり
することが可能になります。

これら5つのポイントやLabVIEWによる大規模アプリケーション開発のベスト
プラクティスについてさらに詳しくは、ni.com/largeappsにアクセスしてくだ
さい。

もうこれからは、テストソフトウェア開発の最優良事例（ベストプラクティス）を手間をかけて探す必要はありません。
NIのエンジニアは世界各国のNI TestStand開発者と協力して、NI TestStandアーキテクチャの推奨事例を詳細
に解説した上級者向けの技術文書をシリーズ化して公開しました。最初に行うコードモジュールの開発から、共有
ドライブの実機展開（デプロイ）に至るまで、NI TestStandのワークフロー全体を網羅しています。

NI TestStandの高度なアーキテクチャに関する技術文書シリーズを閲覧し、エキスパートによるNI TestStandシステムのアーキテクチャ
構築方法を参照するには、ni.com/info/jpにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0404」と入力してください。

NI TestStandの高度なアーキテクチャ
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NI LabVIEW Roboticsスタータキット（DaNI）は
さまざまなセンサに対応するため、学生はナビゲーションや

ローカライゼーションなどのロボティクスタスクを容易に実装できます。

教育用ロボット
工学システムがますます複雑化する今日では、現代工学に将来
従事するエンジニアの育成に、ロボット工学の教育が鍵となります。
特定の技術や分野に限定される一般的な学問領域とは異なり、
ロボット工学は複数の技術や学習領域にわたる観点から学ぶことが
できる、いわば学際的分野といえます。そのため、このロボット工学の
世界では、急速な成長を遂げているロボット市場に対応できるように、
機械エンジニアや電気エンジニア、コンピュータ科学者として将来を
担うであろう人材に実践的な設計機会を提供します。
現在、ロボット工学の教育者が直面しているのはコストの問題

です。ロボット工学教育の目的を達成するには、PID（比例・積分・
微分）モータ制御といった単純なタスクから、ローカライゼーションや
ナビゲーションなどの複雑なアルゴリズムの設計や構築に至るまで、
学生があらゆる技術的要素の実装を学ぶことができる、安価な工業
用ロボットプラットフォームが不可欠です。

NI LabVIEW Roboticsスタータキット（DaNI）は、学生がロボティ
クスアプリケーションを初めて開発する際に必要となるリソースを
すべて用意しています。このプラットフォームでは、高性能なNI
Single-Board RIO組込制御ハードウェアを、組み立て式ロボット
ベースのPitsco TETRIXの上に取り付けて使用します。DaNIでは、
障害物回避用の超音波距離センサや、モータ制御用のクワドラチャ
エンコーダを購入後すぐに使用することが可能です。このロボットは
カスタマイズ可能なため、無線操作用のEthernetルータや、ローカライ
ゼーション用のセンサ、画像処理用のマッピング機能やカメラを追加
できます。
新しいLabVIEW RoboticsモジュールをLabVIEW開発環境に

統合することで、DaNIを実際に動かすことができます。ロボティクス
ソフトウェアの設計には、最も効果的なシンタックス（構文：グラ
フィック、テキスト、または両方の組み合わせ）を使用できる上、組込
ハードウェアにコードを実装する作業を簡略化したり、アルゴリズムを
リアルタイムで調整したりすることも可能です。また、LabVIEW
Roboticsモジュールには、20種類以上のロボット用センサに対応する
ドライバや、モータ制御用のライブラリ、経路計画やナビゲーション、
キネマティクス、ステアリング（ロボット操作）といったアルゴリズムに
向けた構成要素（ビルディングブロック）が用意されています。

ロボット工学の教育や研究に向けたNIプラットフォームについてさらに詳しくは、
ni.com/robotics/educationをご覧ください。

Pitsco TETRIXは、Pitsco社の商標です。

NIロボティクスCompactRIO
キット（NIRobotics CompactRIO
Kit：NI RoCK）は、FIRST（For
Inspiration and Recognition
of Science and Technology）
が主催する高校生の国際的な

ロボット競技会であるFRC（FIRST Robotics Competition）
用のキットをベースにしています。NI RoCKは、学究機関での
授業や研究に向けて提供するもので、学生はFRCキットに
似たプロ用ソフトウェアツールを使って、工業グレードの
ロボットを簡単に設計し、組み立てて、プログラムすることが
可能です。

NI RoCK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「nsi0405」と入力するとご覧いただけます。

この教科書は、エンジニアリング分野
の学生であれば専門分野を問わず
に役立ちます。周波数領域と時間
領域で発展を遂げてきた制御シス
テム理論のコンセプトを中核に内容
が構成されており、古典制御や根軌
跡設計、周波数、ボード線図とナイキ
スト線図を使った応答設計などを
網羅しています。

さらに詳しくは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
0406」と入力するとご覧いただけます。

アカデミック

NI RoCKを学究機関向けに提供開始

工学を学ぶすべての学生に必携の教科書
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身の回りにあふれるLabVIEWイノベーションを
紹介するSweet Appsブログ
NI開発者コミュニティの「Sweet Apps」ブログ
では、ナショナルインスツルメンツ（NI）の
ユーザが作成したユニークなアプリケー
ションの一部を紹介しています。レーザを
動力源とする宇宙エレベータから、自作
（DIY）の核融合炉まで、私たちの身の回りで
LabVIEWを活用した驚くべきユーザ事例の
数 を々ご覧いただけます。

核融合によるエネルギー生産
昼はウェブ開発者として働き、夜はDIY原子
物理学者として過ごすMark Suppes氏は、
全米技術アカデミーが「21世紀にエンジニア
が解決すべき14の課題」として設定した
「Grand Challenges for Engineering（エンジ
ニアリングにおける主要課題）」の1つに挙げ
られている、核融合によるエネルギー生産に
取り組んでいます。Suppes氏は、低コストのNI
USBデータ集録ハードウェアとNI LabVIEW
ソフトウェアを使って、核融合炉を自作しま
した。Suppes氏のこの活動は先日、米CNN
テレビでも取り上げられました。

Android搭載携帯、Nexus Oneをテスト
HTC社とGoogle社は、Android OSを搭載したスマートフォン「Nexus
One」を共同開発しました。Nexus Oneの開発の舞台裏をまとめた
短編動画シリーズでは、Google社がNexus Oneの製造工程を順を
追って紹介する場面があり、Nexus Oneの回路をテストするために
HTC社が使用しているテストシステムについて触れています。この
テストシステムは、LabVIEWフロントパネルを活用して構成された
ものです。

火山灰雲をレーザでマッピング
2010年4月、アイスランドのエイヤフィヤトラヨークトル火山の噴火に
伴い、欧州では多数の航空機が飛行を見合わせざるを得なくなり
ました。これを機に、研究チームはLabVIEWとPXIで制御する
LIDAR（Light Detection and Ranging：レーザ光を利用した対象物
の検出・距離計測）センサを航空機に搭載しました。このセンサは、

レーザ光を火山灰雲に照射することで、灰粒子をマッピングしたり、
火山灰雲について高度や拡散状況、濃度といった諸特性を監視
したりすることができます。

宇宙エレベータを調査
宇宙エレベータはスペースシャトルの代替になり得るのか。その実現
可能性を探るためスペースウォード財団は、無線レーザを動力源
として1 kmにわたるテザー（ケーブル）を5 m／秒の速度で上れる
ロボットのアイデアをエンジニアたちから募りました。Kansas City
Space Piratesチームは、TRUMPF社製の8 kW出力の工業用レーザ
を光学系を介してNI CompactRIOハードウェアベースのロボットに
照射し、電力を供給することに成功しました。このレーザの出力や
ロボットの位置は、LabVIEWを使って制御しています。

Sweet Appsブログに登録すれば、LabVIEWを活用した最先端アプリケー
ションの最新情報を常に入手できます。詳しくは、ni.com/sweetappsにアク
セスしてください。

役に立つサンプルコードをお探しですか？ NI開発者コミュニティで公開されているコードは世界中のエンジニアに使用されており、この
1年間の総ダウンロード数は100万回以上に達しました。NI開発者コミュニティでは、RF計測や自動化テスト、工業用制御などさまざまな
用途に向けたコードを公開しています。

ni.com/codeでは、作成したコードを共有したり、8,000種類上のVI郡から最適なVIをダウンロードしたりすることができます。

LabVIEW Everywhere

VIの総ダウンロード数、100万回を突破

Sweet Appsブログでは、LabVIEWソフトウェアとNIデータ集録ハードウェアを使って自作した
核融合炉をはじめ、NI製品のユニークでためになる導入事例を紹介しています。
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芝刈りロボットの競技会を通じて、エンジニアリング
の楽しさを実感
ケースウェスタンリザーブ大学の学生チームは、指定経路を通って芝を刈り、障害物を避ける
自律型芝刈り機の開発に取り組みました。学生チームは、センサや制御アルゴリズム、シス
テム制御、画像処理などの機能の組込みに挑戦する過程で、エンジニアリングの楽しさを
実感したといいます。この学生チームは2010年6月、第7回ION（Institute of Navigation）
Robotic Lawn Mower Competition（ナビゲーション学会の芝刈りロボット競技会）で1位を
獲得しました。本稿では、同チームの開発工程を詳しく紹介します。

特集
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学生チームは、1学期という限られた時間の中で、この芝刈りロボットの設計に不可欠なエンジニアリングの要素を手早く組み
入れなければなりませんでした。このロボットの制御システムを構築するには、センサ・アクチュエータ統合系や制御アルゴ
リズム、高度な画像処理などの要素をうまくつなぎ合わせる必要がありました。NI LabVIEWソフトウェアは、学生チームにこの
エンジニアリングを進めるための完全な開発環境を提供しました。

ハードウェアAPI 解析ライブラリ カスタムユーザインタフェース

学生チームはエンコーダで検出した速
度と位置を、CシリーズのデジタルI/O
モジュールであるNI 9401を使って計測
しました。ハードウェアと密に統合されて
いるため、複数のセンサからデータを
手早く集録することができました。

ロボットの状態を判断するため、学生た
ちはマトリクス演算関数を用いてカル
マンフィルタを実装しました。LabVIEW
に埋め込まれた演算関数を使って、
センサが出力する計測データのイン
ライン解析を実行しています。

学生チームは、障害物を検知するために
カメラからの画像を取得して、処理し、
表示するという一連の流れを、NIビジョン
開発ソフトウェアを活用して実現しま
した。このユーザインタフェースを使って、
画像の色合いやテクスチャからさまざま
な障害物を認識できるようにしました。

実装ターゲット テクノロジ面のアプローチ プログラミング面のアプローチ

この芝刈りロボットは、組込リアルタイム
プロセッサとFPGAを用いて高度な制御
を実現しています。このモジュール式の
I/Oシステムにセンサやアクチュエータを
接続し、リアルタイム画像処理を実行
しました。

このロボットを制御するには、データ集録
処理を確定的な時間で実行しなければ
なりません。そこで学生チームが活用した
のがFPGAテクノロジです。LabVIEW
のグラフィカルプログラミングによって、
VHDLを使う場合に比べて組込FPGA
を簡単にプログラミングできました。

既存コードの統合に向けて、学生たちは
Call Library Function Node（ライブラリ
関数呼び出しノード）を使って、ANSI C
で記述されたアルゴリズム群を統合しま
した。複数のプログラミング手法を
LabVIEW上で組み合わせることで、コード
を再利用し、開発を最適化できました。

NIのテクノロジで実現されたこの自律型芝刈り機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「nsi0407」と入力してください。
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プログラミング言語における時間の概念
歴史を振り返ってみると、コンピュータは当初、計算とデータ処理に使われていました。初期の
高級言語であるFORTRUNやLISPには、時間の概念がありませんでした。

その当時、プログラミングの主な課題は、計算を詳細に記述し、
それが適切に処理されることを確実に保証することでした。プログ
ラムに要する時間の総量は、単純にそのプログラムを稼働させるコン
ピュータの品質によって決まっていました。

時間の取り扱いの歴史を振り返る
コンピュータの内部では、時間には意味がありません。しかしコン
ピュータの外部、つまり実際の世界では、時間は絶対的なものです。
そこで、計算と現実という2つの要素を同期させることが極めて重要
になります。プログラミング言語において、時間の概念を最初に導入
したのはHP BASICで、具体的にはWait文として実装されていま
した。計測器を制御したり計測を自動化したりするためのプログラム
を記述する際には、通常のプログラミングとは異なる課題がありま
した。特に、プログラムの実行タイミングと計測器の処理タイミングを
調停するという課題です。計測器で計測を実行したり、機能やレンジ
を変更したりするには時間がかかり、計測器がそうした処理を実行
しても同期を維持できるように、プログラムの進行を調整しなければ
なりませんでした。

これを実現する最もシンプルな方法が、Wait文を導入することで
した。Wait文は、プログラムの実行を特定の時間だけ遅らせる機能
があります。ソフトウェア開発者は、計測器が処理に要する時間の
最大値を見積もっておき、プログラムを記述する際に計測器に対する
コマンドに続けてWait文を挿入し、その待機時間を最低限、先に
見積もった最大値よりも大きく設定しておけばよいわけです。この方法
は比較的シンプルで有効ではありましたが、効率的とはいえませんで
した。
制御アプリケーションにおけるタイミングは、計測アプリケーションの

それとは質的に異なります。プログラムが制御対象とするのは機械の
物理特性です。計測結果の入力からアクチュエータの出力までの
時間間隔が、高い精度で調整されていなければなりません。もしこの

間隔が長過ぎたり不規則だったりすると、機械の信頼性や安定性が
損なわれてしまいます。単純なWait文は、そのコードの実行を開始
するまでに要する時間に応じてタイミングが変動します。さらに、その
コードの実行時間そのものもばらつくので、タイミングジッタが発生
します。グラフィカルプログラミング環境であるNI LabVIEWでは、
メトロノームのような役割を果たすプリミティブが用意されています。
これを組込んだループでは、ウェークアップ時間が、コールが発行
された時間ではなく、1つ手前のウェークアップ時間を参照して決まる
ようになるので、ドリフトは生じません。C/C++などの他の言語を使って
もこれと同じ挙動を得ることは可能ですが、LabVIEWほどシンプル
かつ便利ではありません。

言語における最重要の要素としての時間
開発者の多くは、現代のサイバーフィジカルシステム（Cyber-Physical
System：CPS）をCコードで記述しており、システムコールを使って
待機（ウエイト）をかけています。シンプルなシステムの場合は、これで
も問題ありません。特に、現在では安価なマイクロプロセッサでも動作
速度が高くなっているからです。ただし、プロセッサの性能を限界

まで使わないと対応できないようなアプリケーションでは、プログラ
ミングの複雑度が急激に高まります。
メインループの周期よりも長い時間がかかる計算は、複数に分割

した上で、個別に実行しなければなりません。また、メインループに
対して非同期で発生する通信タスクについては、干渉が発生しない
ようにスケジューリングする必要があります。こうした複雑なシステム
が機能するとすれば、多くの場合それは大量のテストと幸運による
ものです。
ほとんどのコンパイラは、タイミング解析を支援する機能を備えてい

ません。コンパイラが対象とする言語に時間が要素として組込まれ
ておらず、Wait文というシステムコールのパラメータとして扱うにすぎ
ないからです。しかもこのパラメータは、待機時間の最小値を規定す

特集

図1. LabVIEWのWait（ms）プリミティブは、BASICのWait文に近いものでした。
驚くべきことに、これはC/C++/C＃やJava、Pythonといった現代の言語においては高度な機能です。
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るだけです。開発者が実際に必要とする
のがデッドライン（期限）を規定する手段
だったとしても、それには対応できません。
デッドラインの概念は、旧来のプログラ
ミング言語には存在していないのです。
一方でLabVIEWでは、タイミングループ

（Timed Loop）をプログラミング言語として
の最も重要な要素に位置付けており、高い
柔軟性でタイミングプロパティを設定したり
タイミングビヘイビアを検知したりすること
ができます。さらに、タイミングループは構造
体の1つであるため、時間の制約条件を
設定することも可能です。つまり、その
ループ内に記述した処理を規定の時間内
で完了するように指示できます。一定周期
の場合は通常、コンパイラがループ内の
記述に対応して生成したコードを静的に
解析することで、そのコードがタイミング
制約を満たせるかどうかを、そのコードを
ターゲットのコンピュータに実装する前の段階で見極めることができ
ます。

人為的な複雑性
最も重要な点は、冗長情報を規定する際に人為的な複雑性がある
ことです。タイミングループは、ソフトウェアをハードウェアのタイミングに
整合するようにスケジューリングしますが、この処理は別に規定を
与えなくてもハードウェアのタイミングから推論して実行できなければ
なりません。それにはハードウェア設計とソフトウェア設計の2つを実効
的に結合させる必要があり、その2つの文化の衝突によって、問題は
よりいっそう難しくなります。今日でも、教育機関が提供するコン
ピュータサイエンスのカリキュラムでは通常、タイミングについては取り
上げません。そのため、そこで学んだソフトウェアエンジニアは、コード
を速く走らせることは意識していても、タイミングの問題については
わずかな経験しか無いか、場合によってはまったく経験が無かっ
たり、興味すら無いというのが実情です。一方でハードウェアエンジ
ニアは、設計の仕様が過剰になってしまうというリスクを気にかけなが
らも、常に時間を制御したいと考えています。
そしてまた、システム設計者も興味の中心が異なります。システム

中のクリティカルなタイミングを簡潔な方法で規定することを意識して
おり、その他のビヘイビアを規定するために抽象度の高い記述を
使ったり、すべてを適切にスケジューリングするためにコンパイラを
活用したりしています。さらに、システム設計者はシステムの挙動を
高い抽象度で検証したいと考えており、その挙動をコンパイラが
実装段階のシステムに確実に引き継いでくれることを期待して
います。開発者は、大規模なアプリケーションを把握するための抽象
化が必要であり、アプリケーションを仕様化したり具現化したりする
ために高精度のタイミングを求めています。計算とタイミングに最適な
抽象のレベルを見極めることは、誰にとっても重要な目標です。

LabVIEWのタイミング
LabVIEWはその誕生以来、リアルタイムI/Oを強化するため、タイ
ミングを重要な要素として位置付けてきました。ナショナルインスツル

メンツは、LabVIEWリアルタイムモジュールとLabVIEW FPGA
モジュールのプラットフォームを介して、タイミングループとタイミング
シーケンスで最先端のタイミング機能を提供しています。LabVIEW
では、計算処理をグラフィカルに記述するという本質的な特性に
よって、タイミングの関係性のみならず、タイミングに影響する分散
システムの複雑性もユーザが読み取れる形で示されます。当社は、
分散型のリアルタイムシステムや、ハードウェア構成とタイミングの
緊密な統合化に注力することで、異なったアプローチで研究を重ね
ています。

NIWeek 2010におけるJeff Kodoskyの基調講演「言語における時間」のフル
バージョンは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0408」と
入力するとご覧いただけます。

図2. LabVIEWのタイミングループは、高い柔軟性でタイミングプロパティを設定
したりタイミングビヘイビアを検知したりできるので、最も重要な要素です。

図3.アプリケーションで仕様化されているデータの関係性や、バスを介して転送される
データのスケジュールから、システムの全体的なタイミングを推論できます。
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図2. Intel社のターボ・ブースト・テクノロジーは、
プロセッサの負荷が大きいマルチスレッドおよびシングルスレッドの

アプリケーションで性能向上を実現します。

デュアルコアプロセッサIntel Core i7を搭載した
PXIコントローラ

NI PXI-8109は、高性能デュアルコアプロセッサのIntel Core i7-620
Mを搭載した組込コントローラです。最大3.33 GHzのクロック周波数
で動作し、8 GBまで拡張可能な1,066 MHz DDR3 RAMを備えてい
ます。1K高速フーリエ変換（1K FFT）の処理性能は、従来のNIデュ
アルコア組込コントローラを約27％上回り、154,000 1K FFT／秒に
達します。さらに、Gigabit Ethernetポートを2本と、7200 rpmの高性能
ハードディスクドライブも内蔵しています。

あらゆるアプリケーションで性能が向上
Intel Core i7プロセッサに、NI LabVIEWソフトウェアが原理的に備え
るコードの並列性を組み合わせることで、デュアルコアの処理能力を
最大限に活用できます。Intel社は、マルチコア処理に最適化されて
いないアプリケーションでも性能を高められるように、「ターボ・ブースト
・テクノロジ」と呼ばれる技術を開発しました。この技術を適用したシ
ステムでは、マルチコアのうちの特定のコアを自動的に、基本のクロッ
ク周波数よりも高い周波数で動作させることが可能です。プロセッサ
コアを1個しか使わないアプリケーションでは、ターボ・ブースト・テクノ
ロジが自動的に基本クロック周波数を2.66 GHzから3.33 GHzへと
高めます。ソフトウェア処理の確定性を限界まで高めることが求めら
れるリアルタイムアプリケーションでは、ターボ・ブーストを無効にする
ことも可能です。その状態でも、Intel Core i7プロセッサの基本
クロック周波数は2.66 GHzが得られ、図2に示す通り前世代のNI
デュアルコア組込コントローラを約13％上回ります。

メモリ集約型アプリケーションに最適なコントローラ
PXI-8109組込コントローラは、標準で2 GBの1,066 MHz DDR3
RAMを搭載していますが、オプションで最大8 GBまでシステムRAM
を拡張することが可能です。32ビットOSは、アーキテクチャの原理的
な制限があるので、4 GBを超えるシステムRAMにはアクセスできま
せん。そこでPXI-8109では、OSにWindows 7の64ビット版を選べる
オプションを用意しました。64ビット版を選択すれば、コントローラに
搭載されているすべてのシステムRAMにアプリケーションがアクセス
できるようになります。メモリの機能をこのように改良しているので、
PXI-8109組込コントローラは、プロセッサ負荷の高いモジュール式の
計測アプリケーションやデータ集録アプリケーションに最適です。

アップグレードオプションで高可用性を実現
PXI-8109組込コントローラを購入する際にアップグレードオプションを
選択すれば、アプリケーションの動作要件に最大限に応えることが
可能になります。例えば、標準の動作温度範囲は5～50℃ですが、
より過酷な動作環境に向けて設計されたハードディスクにアップ
グレードすることで、0～55℃の動作温度範囲に対応できます。また、
動作時の衝撃や振動が懸念されるアプリケーションでは、ソリッド
ステートドライブ（SSD）にアップグレードすることが可能です。

新型の組込コントローラPXI-8109の仕様や価格について詳しくは、ni.com/jp/
infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0409」と入力するとご覧いただけ
ます。

製品情報

図1.高性能CPUを搭載したPXI-8109組込コントローラは、
データの解析や処理の負荷が大きいアプリケーションに最適です。
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NI FlexRIO用のNI 5751デジタイザアダプタモジュールは、
16チャンネルを備え、14ビット分解能で50 MS／秒の

サンプリングレートを実現しています。

多チャンネルアプリケーションに対応可能な
NI FlexRIO
実験物理学や非破壊検査、医療用画像処理といった分野の実験
や計測のアプリケーションでは、数十から数百にもわたるチャンネルを
使う、多チャンネルシステムが必要になる場合があります。そうした
システムから対象とするデータや計測結果を収集することは、簡単な
作業ではありません。サンプリングレートやビット分解能が高まって
いる中で、大容量のデータ群にデータ圧縮や信号処理を施して
管理する強力なソリューションとして、FPGA（フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ）が注目を集めています。
NI FlexRIOは、従来の計測器では対応できないような高い柔軟性

とカスタマイズ性を求めるエンジニアや科学者に向けて、これまでに
ない新しいソリューションを提供します。このプラットフォームは、NI
LabVIEW FPGAモジュールでプログラミング可能なFPGA
モジュールと、アナログとデジタルの高性能I/Oを搭載したアダプタ
モジュールからなります。アダプタモジュールは取り替えが可能で、
LabVIEW FPGAプログラミング環境で使用したいI/Oに応じて
モジュールを選択します。
最新のデジタイザアダプタモジュールであるNI 5751とNI 5752を

用いると、高いチャンネル密度とFPGAのプログラミング、PXIおよび
PXI Expressによる拡張のすべてを実現できます。NI 5751は16チャン
ネルを搭載し、14ビット分解能で50 MS／秒のサンプリングレート性能
を備えています。一方でNI 5752は、非破壊検査アプリケーションに
最適化されており、32チャンネルを搭載し、12ビット分解能で50 MS／
秒のサンプリングレートに対応しています。これらのアダプタ
モジュールにNI FlexRIO FPGAモジュールを組み合わせれば、

FPGAをプログラムしてデータ圧縮や相互相関、カスタムトリガ、その
他のインライン信号処理などのユーザ独自のタスクを実装し、カス
タム仕様のデジタイザを構築することが可能です。

NI FlexRIO FPGAモジュールとアダプタモジュールについてさらに詳しくは、NI
のウェブサイト（ni.com/flexrio/ja/）をご覧ください。

NI RMC-8354は 、PXI
システムと組み合わせて
使う用途に最適化され
た、ラックマウント用の
高性能コントローラです。

Intel Core i7-860クワッドコアプロセッサを搭載しており、
基本クロック周波数は2.8 GHz（クワッドコアモード時）で、
Intel社の「ターボ・ブースト・テクノロジー」によって最大
周波数は3.46 GHz（シングルコアモード時）に達します。この
他の主な特長としては、最大16 GBのDDR3メモリを備え、
最大4個のハードディスクドライブで構成するRAIDを内蔵し、OS
としてMicrosoft Windows 7（64ビット版）およびNI LabVIEW
Real-Time OSに対応していることなどが挙げられます。

NI RMC-8354の仕様や価格について詳しくは、ni.com/jp/infoにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi0410」と入力するとご覧いただけます。

NI PCIe-6509を使えば、PCI
Expressシステムにおいて高密
度のTTLデジタルI/Oを低コスト
で利用できるようになります。
NI PCIe-6509は、96チャンネル
の双方向デジタルI/Oラインを
搭載しており、各チャンネルが

24 mAのシンク、またはソースに対応する電流駆動能力を
備えています。さらに、ソフトウェアで切り替えられるプルアップ・
プルダウン用の抵抗も内蔵しているので、回路を外付けする
ことなく、デジタル入力ラインが未接続状態時のロジック
レベルを高／低レベルに設定可能です。

NI PCIe-6509の仕様や価格について詳しくは、ni.com/jp/infoにアク
セスの上、Info Code欄に「nsi0411」と入力するとご覧いただけます。

製品情報

PCI Express対応の高密度デジタルI/O

Intel Core i7クワッドコアプロセッサを
搭載した新型ラックマウント用コントローラ
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SC Expressファミリに新型の高速ブリッジ入力
モジュールが登場

信号調節機能を組込んだ高性能データ集録（DAQ）モジュール
製品群であるNI SC Expressファミリに、高速ブリッジ入力モジュール
のNI PXIe-4331が加わりました。この新型モジュールは、歪みや
圧力、トルク、負荷などを検出する各種センサからの動的（ダイナ
ミック）な計測信号を、1チャンネル当たり最大102.4 kS／秒のサンプル
速度で、0.03％の精度で集録します。
同時サンプリングに対応するこのモジュールは、高い精度を確保

し、ノイズを除去するために、チャンネルごとに24ビットのデルタシグマ
ADコンバータ（ADC）とアンチエイリアスフィルタ、デジタルフィルタを
搭載しています。チャンネルごとに独立した励起電圧源も内蔵し、
それぞれ0.625 V～10 Vの範囲に設定できるため、高い柔軟性と
故障保護を実現可能です。さらに、リモートセンス機能や、内部
ブリッジ構成、チャンネルごとのシャントキャリブレーション機能も備え
ています。
PXIe-4331は、ブリッジベースの計測の速度を高めるとともに、PXI

Expressを採用することでモジュール当たり250 MB／秒の専用帯域
幅を確保しているので、ユーザはサンプル速度やデータのスルー
プットについて妥協することなく、チャンネル数を増やすことができ
ます。このモジュールは8チャンネルの入力を備えており、1台の
シャーシで最大136チャンネルのシステムを構築でき、複数台の
シャーシにわたって同期をとれば何千チャンネルもの計測が可能に
なります。このPXIe-4331は、NIがPXIプラットフォームとして提供する
製品群の1つです。そのため、SC Expressファミリの他の機種に加え
て、NI XシリーズのDAQモジュールやNIダイナミック信号集録
モジュールなどの1,500を超えるPXI対応I/O計測器と、高い精度で
同期をとることができます。PXIe-4331はこのように、同時サンプリング
と高いサンプル速度、そして同期機能という特長を備えているため、
疲労・衝撃テストや設計検証、その他のダイナミックテストなど、構造
物を対象にした各種のテストアプリケーションに最適です。

センサ計測のメリットについてさらに詳しくは、ni.com/lp/ja/sc-expressにアク
セスしてください。

NI開発者コミュニティのメンバーであるChristian Gindorf氏
は、NI LabVIEWソフトウェアをベースにコモドール64（C64）
のエミュレータを作成しました。C64は、Commodore
International社が1982年に発売した家庭用の8ビットコン
ピュータです。コミュニティに開設されているブログ「Sweet
Apps」で、このエミュレータVIの説明とダウンロード提供を
行っています。ちょっと昔に戻って、LabVIEWでこのエミュレータ
を実行してみませんか？

Sweet Appsブログのこの投稿は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info
Code欄に「nsi0412」と入力するとご覧いただけます。

NI LabVIEW 2010の MathScript
RTモジュールは、ジッタを低く抑え
た.mファイルの開発およびテスト
の両方で必要なフレームワークを
提供します。リアルタイムアプリ
ケーションを開発するための包括
的なガイドラインが用意されて

おり、ユーザはカスタム仕様の.mファイルを実装して
LabVIEWとMathScriptで確定的に実行するために必要な
ツールをすべて入手できます。

LabVIEW MathScript RTモジュールを評価するには、ni.com/jp/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi0413」と入力してください。

製品情報

LabVIEW MathScript RTモジュールで
確定性を提供

LabVIEWで作成したコモドール64の
エミュレータ

高速ブリッジ入力モジュールのNI PXIe-4331は、
全チャンネル同時に102.4 kS／秒のサンプル速度で集録できます。
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CompactRIOによるモーション制御が
いまだかつてなく簡単に
ナショナルインスツルメンツ（NI）
が提供するNI Cシリーズのドラ
イブモジュールやインタフェース
モジュールとLabVIEW用NI
SoftMotionモジュールを組み
合わせれば、いまだかつてない
ほど簡単に、テストや計測シス
テムにモーション制御を統合する
ことができます。LabVIEW用NI
SoftMotionモジュールはグラフィ
カルなシステム構成ダイアログと
対話式のテストパネルを備えて
おり、ユーザはそのすべてに
LabVIEWのプロジェクトからアク
セス可能です。これによってシス
テムセットアップがシンプルに
なりました。また、LabVIEW用NI
SoftMotionモジュールはNIの
再構成可能I/O（RIO）プラット
フォーム上に構築されている
ため、ユーザはNIが拡充を進め
る柔軟性の高いモーション製品群を活用して、モーション制御シス
テムをさまざまなRIOハードウェアターゲットに実装することが可能
です。すべてのNI CompactRIOバックプレーンと、PXIコントローラに
つないで分散システムを構成するNI 9144 EtherCAT RIOシャーシ
群は、いずれもCシリーズのドライブモジュールやインタフェース
モジュールを追加できます。1台のNI 9148 Ethernet RIOシャーシを
利用し、標準的なEthernetネットワークを介してWindows OS搭載の

PCとつなぐことで、確定的なモーション制御システムを構築することも
可能です。
LabVIEW用NI SoftMotionモジュールとRIOプラットフォームは、

柔軟性と使いやすさを提供することに加え、モーションシステム用の
一般的なコンポーネントでは不可能な方法でモーション制御アプリ
ケーションのカスタマイズを支援します。モーション制御システムは
旧来、PC、モーション制御コントローラ、ドライブ用電子装置、モータな
どの個別の専用コンポーネントをいくつも組み合わせて構築されて
いました。CompactRIOベースのモーション制御システムは、こうした
専用コンポーネントの代わりに、確定的なリアルタイムプロセッサと
再構成可能なFPGAをLabVIEW用NI SoftMotionモジュールに
組み合わせた、パワフルかつ柔軟なアーキテクチャを用いています。
このアーキテクチャを使えば、カスタマイズに対応できる高度なモー
ションIPを実装したり、数百種もの他社製のドライブモジュールに
Cシリーズのインタフェースモジュールを介して通信したり、Cシリーズ
モジュール内のドライブ用電子装置とシームレスにやりとりすることが
可能です。
CompactRIOモジュールを使う場合でもNIの工業用コントローラや

PXIコントローラを使う場合でも、そしてシンプルな動きを実行する
場合でも複雑なカスタム仕様のモーション制御を行う場合でも、
ユーザはそのニーズに応えるNIのモーション制御ソリューションを
見つけられるでしょう。

シームレスなI/O統合によるカスタム可能なモーション制御のメリットについて
詳しくは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0414」と入力
するとご覧いただけます。

製品情報

図2. LabVIEWのNI SoftMotionソフトウェアとCシリーズのドライブインタフェースモジュールを組み合わせれば、
何百種もの他社製ドライブとの接続性やRIOハードウェアプラットフォームとの統合が可能になります。

図1.ドライブモジュールのNI 9505を使うと、サーボモータを
CompactRIOシステムに直接、簡単に接続できます。
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2010年度グラフィカルシステム開発アチーブメント
アワード受賞作品
ヒューマニタリアン（人道支援）賞
細胞分泌物の解析を自動化するBiorep社のPerfusion System（灌流システム）

課題：1型糖尿病患者を対象に定期的に実施する、膵島の細胞
分泌物の解析において、スループットと再現性を改善する。

ソリューション：NI LabVIEWとNI CompactRIOを使って、環境の
総合的な管理機能と分泌物の収集機能を備えた、細胞刺激用の
自動灌流システムを構築する。

Biorep Technologies社は、膵臓の中の特定の細胞（膵島と呼ばれる
細胞塊）を分離する装置を開発しています。この分離プロセスは
複雑で、20種類以上の装置が使用され、そのうちの5台には高度な
自動化が要求されます。従来そうした自動化装置には、いくつもの
異なるプラットフォームやプログラミング言語が使われてきました。
しかし当社の事業が拡大するにつれて、この従来の手法では開発
効率を高められないという課題が生じました。プラットフォームや言語
ごとに学習曲線が異なる上に、文書作成に時間がかかったり、
プラットフォームによって通信プロトコルが違っていたりするからです。

当社はこの課題を解決するため、進化の著しいNI社の製品を
検討した結果、LabVIEWを使ってすべての自動化を行うという手法
を採用しました。これにより、単一プラットフォームでほとんどのアプリ
ケーションに対応できるようになり、学習曲線の一本化やサプライ
チェーンの簡素化を実現できました。さらに、高度なデバッグツールと
遠隔からのトラブルシューティング機能によって開発期間と出張を
削減でき、金額に換算して1万ドル以上を節約できました。
当社の主任ソフトウェアエンジニアは、LabVIEWとCompactRIOを

導入してからたった3ヵ月で、ステッピングモータの多軸モーション
制御機能と培養チャンバの高精度温度制御機能、流体処理機能
（電子管アレイ制御）を備える複雑な自動計測装置を開発しました。
ソフトウェアアーキテクチャについても、LabVIEW Real-Time
モジュールとLabVIEW FPGAモジュールを使って設計しています。
また、LabVIEW用NI SoftMotionモジュールを用い、実際のモーション
プロファイルを与えてこのシステムをシミュレーションしました。この
シミュレーションによって、コストをかけて実機の試作品（物理プロト
タイプ）を製作する前の段階で、設計を可視化や最適化したり、複数
の設計コンセプトを評価したりすることが可能です。このように
LabVIEWとCompactRIOを導入したことで、開発期間を12ヵ月から
3ヵ月に短縮できた上、制御ソフトウェアとドライバをカスタム仕様で
開発する必要も無くなりました。
当社はBiorep Perfusion System（Biorep灌流システム）を当初、膵

島のin vitro（生体外で人工的に生理活性を保った状態）での受容
性をテストする装置として開発しましたが、その後、膵臓の前駆幹細
胞から分化した細胞の分泌物を計測する機能も追加しており、今で
は製薬業界の創薬プロセスに欠かせない装置となっています。

－ Felipe Echeverri氏 Biorep Technologies社

2010 Graphical System Design Achievement Awards（2010年度グラフィカルシステム開発アチーブメントアワード）の大賞受賞作品に関する技術資料を
閲覧するには、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi0417」と入力してください。

2010年度の受賞作品についてさらに詳しく知りたい方、または2011年度のコンテストへの応募を検討される方は、NIのウェブサイト（ni.com/gsdawards）をご覧
ください。

ユーザ事例

追加資料

Biorep Technologies社は、LabVIEWとCompactRIOを活用して、
灌流システムを高い費用効率と短い期間で開発しました。
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エディターズチョイス賞
無人航空機（UAV）「グローバルホーク」にCompactRIOを積載し、大気オゾンを監視

課題：NASAのUAVであるグローバルホークに搭載するオゾン
計測器を開発する。この計測器は、地上との通信やオンボードの
データ保存、ネットワークタイムプロトコル（NTP）の時間同期を
実現しなければならない。

ソリューション：CompactRIOを用いて、UAVに搭載する新型
計測器「UAS O3（Unmanned Aerial System Ozone）」のコマンド
と制御、通信の各機能を実現する。

筆者らは、米コロラド州ボルダーにあるNOAA（National Oceanic and
Atmospheric Administration：国立海洋大気圏局）のEarth System
Research Laboratory（地球システム調査研究所）で、地球大気圏の
化学反応と、長期的な気候変動を支配する仕組みを探るために、
大気中挙動を予測する研究を行っています。

これまで22年間使用してきたオゾン計測器は重量が約25.9 kgと
重いため、より軽量で、インターネットに接続しやすい新型計測器を
導入することにしました。
当局の新型計測器「UAS O3」では、2本の光線を利用する

紫外線（UV）吸収光度計を採用しました。2本の光線のうちの1本
は、大気圏から採取した空気サンプルに含まれるオゾンを計測し、
もう1本の光線は同じサンプルからオゾンをスクラバで除去した空気
に照射します。新型計測器の重量はわずか16.8kgで、28 Vの直流
電源で動作し、サンプリング周波数は0.5～10 Hzの範囲で可変
です。
この計測器に用いたCompactRIOコントローラは、NASAのグロー
バルホークのように高度64,000フィートを飛行する無人航空機に積載
し、非加圧の大気データを収集して地上に送るために必要な、処理
速度と低消費電力、耐久性、サイズといった特性を兼ね備えて
います。

－ Laurel Watts氏 NOAA（米国立海洋大気圏局）

グリーンエンジニアリング賞
Echogen Power Systems社製の廃熱エンジンを制御

課題：Echogen Power Systems社製の廃熱エンジンを制御・
監視するリアルタイムアプリケーションと、システム全体をリモート
およびローカルで監視するWindows OSアプリケーションを開発
する。

ソリューション：CompactRIOプラットフォームを利用して廃熱エン
ジンを制御するLabVIEWアプリケーションを開発し、複数のPID
（比例・積分・微分）制御ループによる確定性の高いシステム制御
を実現する。

Echogen Power Systems社製の廃熱エンジンは、産業廃熱の回収を
目的とした装置で、さまざまな熱源から熱エネルギを回収することが
できます。当社（Wineman Technology社）は、正味出力の定格が
250 kWのこの熱エンジンに向けて、制御とヘルスモニタリングを担う
システムの開発を支援しました。
今回の開発では、高精度なI/O同期を実現するために、

CompactRIOリアルタイムコントローラを採用しました。この熱エンジン
は主にテスト用途に向けて設計されているため、システム要件と
して、75個を超えるセンサからデータを集録し、40台を上回るデバ
イスをModbusやアナログ信号、デジタル信号を介して制御すること
が求められます。また今回は、複数のPIDループを実装し、システム
系の圧力や流体熱、タービン負荷といったさまざまな測定値に
基づいてシステムを制御しました。
このシステムは、リモート環境で稼働させられるアーキテクチャを
採用していますが、ローカルでの制御や監視を可能にするHMI
（ヒューマンマシンインタフェース）も用意しています。さらに、このコント
ローラとLabVIEWのカスタムアプリケーションを実行するWindows

PCとをEthernetで接続して、データ通信とメッセージベース通信を
処理するために、ネットワークパブリッシュ済みシェア変数を実装しま
した。
CompactRIOコントローラ上で動作するLabVIEW Real-Timeアプ

リケーションは、複数のコアプロセスで構成されます。開発時にNI
分散システムマネージャを用いれば、LabVIEWのカスタムアプリケー
ションを作成しなくても、ネットワーク上のシステム監視や、パブリッシュ
データの管理、ネットワークパブリッシュ済みの共有変数やI/O変数へ
のアクセスを、中央の端末から集約的に行うことができます。しかも、
専用のユーザインタフェースを用意しなくても、ネットワークパブリッ
シュ済みのシェア変数に書き込みを行うことで、プロセス設定を
リモートで調整したり調節したりすることが可能です。NIのツール
キットやモジュールを導入したことで、刻 と々変化する顧客の要求を
システムに素早く反映できるようになりました。

－Darryn La Zar氏 Wineman Technology社

CompactRIOベースのオゾン計測器を積載したNASAのUAV
「グローバルホーク」（NASAのドライデン飛行研究センターにて撮影）。
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準開発者

開発者

設計者

推奨コース：  
Advanced Architectures for LabVIEWコース

LabVIEW上級コース

推奨コース： 
NI TestStand I/IIコース

NI LabVIEW NI TestStand NI LabWindows™/CVI

推奨コース： 
NI TestStand Iコース

該当資格なし 該当資格なし

該当資格なし

推奨コース： 
LabVIEW実践集中コース1/2/3

推奨コース： 
LabVIEW実践集中コース1/2

推奨コース：
LabWindows・CVIコース

認定資格取得で昇進や転職を有利に！
エンジニアの皆さんなら、NI認定資格プログラムについて、すでに
お聞きになったことがあるかもしれません。NI認定資格の取得者を
ご存知だという方もいらっしゃるでしょう。その一方で、この資格が
社員や管理職社員、企業にどれほどの価値をもたらすかについて
は、まだご存じない方もいるようです。
NI認定資格は社員が自らのスキルをアピールし、証明するもの

です。つまり、認定資格の取得は、自分が一定のスキルを習得して
いることを管理職社員に明示するための手段ともいえます。管理職
社員や他の社員たちにとっても、重要な開発プロジェクトを完了する
ために必要な資格を保有する技術者を自信を持って新たなチーム
メンバーとして迎え入れることができます。
一方、企業にとっては、社員が高度な認定資格を取得することで、

品質に優れたソリューションの設計・開発・実装が可能な自社の
専門技術を顧客や潜在顧客、パートナー企業に迅速かつ効果的に
明示できるというメリットがあります。社内的にはまた、企業全体の
生産性の向上に繋がります。

注目点：NIが認定するLabVIEW設計者
LabVIEW設計者認定試験に合格することは、NI LabVIEWグラフィ
カルシステム開発プラットフォームに精通しているということを意味し
ます。NIが認定するLabVIEW設計者（CLA）は、実行コードを最適
化したり、コードの保全性を長期的に確保したりするLabVIEWの
高度な機能を活用して、複雑なアプリケーションを開発する能力を
有しています。CLAは現場では技術的な指導者の立場にあり、設計
へのアドバイスを提供する他に、経験の浅い開発者がベストプラク
ティス（最も効率的な手法）に従って、正確かつ効率的にコード開発
を行っているかを確認する役割を担います。

具体例：GE Energy社の認定LabVIEW設計者、David Hakey氏
David Hakey氏はLabVIEWを導入したプロジェクトで要職を歴任
し、2006年、CLAに認定されました。GE社の事業部門の一つである
GE Energy社が約12年間使用した試験装置をアップデートする
新プロジェクトのチームリーダーとしてHakey氏を起用したのは、認定
資格を取得した直後のことです。GE Energy社では、Hakey氏やプロ
ジェクトを委託する業者を選出する手段として、LabVIEW認定資格
の保有を1つの基準としていました。
その後、Hakey氏は4人のエンジニアと共同で、新型の機能試験
装置を導入するプロジェクトを成功に導き、現在までに40種以上の
GE社製品のテストを完了しています。Hakey氏が拡張性に優れ、
再利用可能なアーキテクチャを考案したことで、同社は新製品向け
のテスト機能をわずか4時間ほどで追加装備できるようになりました。
GE社では、この試験装置を世界各国の拠点で22台導入して
います。

認定資格による収益向上効果
認定資格の取得は高度なスキルの習得を意味し、社員にキャリア
アップの機会をもたらすだけでなく、開発チームにとっても、より効率的
に開発プロジェクトを進行できるというメリットがあります。そして結果
的には、企業の収益向上につながるのです。

NI認定資格プログラムや、今すぐに始められる認定試験の受験準備について
さらに詳しくお知りになりたい方は、NIのウェブサイト（http://www.ni.com/
training/ja/certification.htm）をご覧ください。

サービス／サポート

NIでは、NI社製ソフトウェアの認定資格プログラムを各種用意しています。認定資格の取得は、社員だけでなく、管理職社員や企業にも大きなメリットをもたらします。

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。
このページに記載されている他の製品名および企業名は、該当する各社の商号または商標です。26 National Instruments � 0120-108492 � ni.com/jp
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新製品情報 2011年1月～2011年3月
◆多チャンネルダイナミック信号集録用PXI Expressモジュール「NI PXIe-449x」
AC/DCカプリングを搭載し、マイクロフォンや加速度計を使用するセンサ計測
と、タコメータや検査対象デバイス（DUT）からの電圧計測の両方に対応。1つ
のデバイスですべての音響／振動データ集録のニーズを満たすことができる。

【NI PXIe-449xモジュールの主な仕様】
�アナログ入力チャンネル数：16チャンネル
（PXIe-4499/4497）、8チャンネル（PXIe-4492）
�分解能：24ビット
�ダイナミックレンジ：113 dB
�最大サンプリングレート：204.8 kS／秒
�ゲイン：0、10、20、30 dB（PXIe-4499）／0、
20 dB（PXIe-4497/4492）

�カプリング：DC/ACカプリング

本製品を使用すれば、あらゆるタイプの物理計測を簡単に同期させ、リアル
タイムイベントを関連付けることができる。NI SC Expressシリーズのデータ集録
モジュールとスムーズに同期するため、温度、歪み、および高電圧集録に最適
な信号調節および接続が可能。モジュールの組み合わせが可能なPXIプラッ
トフォームは、構造テスト、設計検証などのダイナミックテストに最適。

◆業界最高水準*のRF性能を実現する3.6 GHz RFベクトル信号アナライザ
「NI PXIe-5665」

�業界最高水準の位相ノイズ、平均ノイズレベル、
振幅確度、およびダイナミックレンジを備える

�他のPXI Expressモジュールへのピアツーピア
（P2P）高速データ転送をサポート
�柔軟性に優れたアーキテクチャでMIMO
（multiple input, multiple output）通信に必要
な位相コヒーレントな計測を実現

� Intel Core i7 CPU搭載PXIコントローラと組み合わせることにより、従来の
スタンドアロン型計測器よりも高速な信号解析能力を発揮

�要件の厳しい自動RFテストアプリケーションに最適

本製品は、新型の「NI PXIe-5603」（ダウンコンバータ）と新型の「NI PXIe-
5653」（ローカルオシレータシンセサイザ）、および「NI PXIe-5622」（150 MS／
秒、中間周波数（IF）デジタイザ）を組み合わせたもので、周波数範囲20 Hz～
3.6 GHz、最大50 MHzの解析帯域幅におけるスペクトル、および広帯域ベクト
ル信号計測に最適。また、－129 dBc/Hzという極めて低い位相ノイズ（10 kHz
オフセット、800 MHz時）、－165 dBm/Hzの平均ノイズレベル、＋24 dBmの3次
インタセプトポイント、および±0.10 dBの絶対振幅確度を備えているため、この
クラスで最高の性能を実現する。

*2011年2月22日時点において（ナショナルインスツルメンツ調べ）。

◆ワイヤレスセンサネットワークプラットフォームを強化する、ワイヤレスセンサ
ネットワークゲートウェイ「NI 9792」と計測ノード「NI WSN-3226」

【NI 9792の特長】
さまざまな接続方法を有しているため、さまざま
なアプリケーションニーズに対応できる一体型の
有線／無線計測ソリューションを構築することが
できる。

�プログラマブルWSNゲートウェイ
�NI WSN計測ノードを始めとするハードウェア
製品とオープンな通信規格を使用して通信
できる

�小型で堅牢性に優れたNI LabVIEW Real-TimeコントローラLabVIEW
Real-Timeアプリケーションをローカルで動作させてNI WSNデバイスからの
データを集めることができるため、組込型の無線データロギングアプリケー
ションに最適。

�高性能な533 MHzプロセッサと2 GBのオンボードストレージが搭載されて
おり、組込型のデータロギングアプリケーションに最適

�Webサーバ（HTTP）とファイルサーバ（FTP）も備えているため、シンクライ
アント（スマートフォンやモバイルコンピュータ）から計測データにリモートでアク
セスすることが可能

�RS232シリアルポートが1つ、Ethernetポートが2つ付いているため、ネット
ワークやケーブル配線されたI/Oシステムなど、他のデバイスとも接続できる

【NI WSN-3226の特長】
「NI WSN-3226（電圧／抵抗温度検出 器、RTD：resistance-temperature
detector）」コンビネーションノードの登場により、NI WSNプラットフォームの計測
機能が拡張され、RTDやポテンショメータなど、抵抗をベースとした計測も
行えるようになり、NI WSNデバイス一台で電圧の測定と温度計測を一度に
行える。「NI WSN-3226」計測ノードの登場により、NI WSNプラットフォームに
新たに抵抗をベースとした計測というオプションが加わった。

�4つのアナログ入力チャンネルが装備されており、±10 Vの計測用、抵抗
測定用にチャンネル単位で構成できる

�アナログ入力モードを高速にするか高分解能にするかをデバイス上で選択
できるため、電力と性能のトレードオフの最適化を図ることができる

�入出力双方向に対応したデジタルチャンネルが2つ付いており、チャンネル
ごとに入力用に使用するのか、シンク出力用あるいはソース出力用に使用
するのかを構成することができまる

�単三電池4つで3年間動作可能で、外部電力を用いた場合は5～30Vで
動作することから、環境発電（energy harvesting）アプリケーションの効率
向上も期待できる

◆新たに4機種追加されたNI FlexRIO用アダプタモジュール
NI 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、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の
2つから構成される。リアルタイム計測、非破
壊テスト（NDT）および超音波アプリケー

ション、通信システム、および科学研究に最適。

【NI 5761】
4チャンネル、14ビット、250 MS／秒の広帯域で高性能なデジタイザアダプタ
モジュール。通信システム設計、中間周波数（IF）集録、MIMO（multiple
input, multiple output）、レーダーおよび科学研究といった、幅広い信号処理
アプリケーションのニーズに応える。

【NI 5751】
16チャンネル、50 MS／秒、14ビットのデジタイザアダプタモジュール。実験
物理、NDT、医用画像といった領域のテストおよび計測に最適。

【NI 5752】
32チャンネル、50 MS／秒、12ビットのデジタイザアダプタモジュール。ACカプ
リング差動入力と、パルス刺激用デジタル出力16ラインが備わっている。NDT
および超音波アプリケーションに最適。

【NI 6583】
最大データレート300 Mb／秒、32のシングルエンド、16のLVDS/mLVDSチャン
ネルを備えたアダプタモジュール。ミックスドデジタルロジックを必要とするテスト
および通信に最適。

NI LabVIEW FPGAを使用すれば、ホストモジュールであるNI FlexRIO
FPGAモジュール上のFPGAの制御および再構成が可能。ユーザはVHDLや
Verilogの知識を必要とせず、グラフィカルプログラミング言語であるNI
LabVIEW FPGAを用いて開発が進められるため、並列処理およびデータ
フロープログラミングがわかりやすく表示され、生産性が向上する。

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

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】
5/25東京、6/29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。

◆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】
5/18京都、5/25福岡、6/1名古屋 他、全国各地で開催
※開催日程は変更される場合があります。最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

出展予定イベント一覧（5～6月）
◆人とくるまのテクノロジー展2011
本年もNIソリューションパートナーと共に「人とくるまのテクノロジー展」へ出展いたします。
メーカー出展社としては最大の小間面積を誇るNIブースでは、1つのプラットフォームで設計、
試作、実装の工程全てが行える「グラフィカルシステム開発プラットフォーム」を中心に、自動車
開発工程のあらゆる段階で時間とコストの削減を実現する、様 な々ソリューションを展示いたし
ます。

【日 時】5月18日（水）～5月20日（金） 10：00～17：00

【場 所】パシフィコ横浜 小間番号19（EV・HEVワークショップ会場隣接）

【参 加 費】無料（事前登録制） http://expo.jsae.or.jp/

Web
■自動テストの展望2011
http://www.ni.com/ato/ja

■送電系統広域監視制御システム
http://www.ni.com/power/ja

■状態監視
http://www.ni.com/mcm/ja

■機械設備状態監視
http://www.ni.com/mcm/general/ja

■風力タービン状態監視
http://www.ni.com/mcm/wind/ja

■NI製品を使用した新技術の開発事例－LabVIEW Tech Summit 2010より－
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12357

■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
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11997

■NI LabVIEWに搭載されている上級解析／信号処理関数
http://www.ni.com/labview/whatis/analysis/ja/

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・Tel：0120-108492・Fax：（03）5472-2977
URL：ni. com/jp・E-mail：infojapan@ni. com

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１１１３１０　ＮＬ２０１１年春号　進／表４★  2011.04.11 09.40.11  Page 32 

http://expo.jsae.or.jp/
http://www.ni.com/ato/ja
http://www.ni.com/power/ja
http://www.ni.com/mcm/ja
http://www.ni.com/mcm/general/ja
http://www.ni.com/mcm/wind/ja
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12357
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/11997
http://www.ni.com/labview/whatis/analysis/ja/
mailto:E-mail%EF%BC%9Asalesjapan@ni.com
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/main?readform
mailto:infojapan@ni.com
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/main?readform
mailto:salesjapan@ni.com
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/sb/Events?OpenDocument
http://digital.ni.com/worldwide/japan.nsf/sb/Events?OpenDocument
http://www.ni.com/training/ja/

	e111310.01校[01-01].pdf
	e111310.04校[02-27]
	e111310.02-01校[28-28]

