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世界が直面する重要課題
全米技術アカデミー（NAE：National Academy of Engineering）は
2008年、エンジニアと科学者が解決策を見いだすことが期待
される14の重要課題を発表しました。ナショナルインスツルメンツ
（NI）が毎年開催するアプリケーションコンテスト「Graphical System
Design Achievement Awards」に寄せられるアプリケーションには、
世界中の技術コミュニティがこれらの課題に取り組む様子が映し
出されているといえます。

科学的発見に有用なツールの開発
NAEが重要課題の1つとして挙げているのが「科学的発見に有用なツールの開発」です。
北里大学の大林康二教授は、オプティカル・コヒーレンス・トモグラフィー（OCT：Optical
Coherence Tomography）システムの開発を通して、これに応える取り組みを始めました。
同システムは、緊密な同期を確保した複数台の高速PXIデジタイザと、NI LabVIEWソフト
ウェアを用いて、対象物の内部を最大深度3 mmまで23 μmの解像度で撮像します。大林
教授が開発したこのシステムは、皮膚の表面に特殊な光を照射し、その反射光を集録する
ことによって、癌などの異常細胞を初期段階で、しかも従来の手法に比べて非侵襲的に検出
します。また、コロラド大学のAllison Churnside氏が開発した原子間力顕微鏡（AFM）も、
同様の取り組みの1つです。同氏はこのAFMを使って、5 nmの金粒子を室温かつ開放状態
の環境において、ドリフトを5Å以下に抑えながら1時間以上にわたって撮像することに成功
しました。この成果は、LabVIEWとFPGA（Field-Programmable Gate Array）テクノロジを使う
ことで、3次元空間のノイズをキャリブレーションしつつ、従来であれば高真空の隔離環境
以外では不可能だった安定性と分解能を実現できることを実証するものです。
さらに、CERN（European Organization for Nuclear Research）の研究チームは、LabVIEW
用NI SoftMotionモジュールを、LabVIEW FPGAモジュールおよびNI RシリーズPXI
モジュールと組み合わせて、全周約27 kmの大型ハドロン衝突型加速器（LHC：Large
Hadron Collider）にわたって取り付けた120個のノードで10 μsの精度を確保することに成功
しました。この装置は、過去に例のない科学的発見をもたらすとともに、技術コミュニティに他の
重要課題の解決に向けたヒントを与えるものだといえるでしょう。

個々人に合わせた学習の推進
NAEはもう1つの重要課題として、「個々人に合わせた学習の推進」を提示しています。教育を
強化するためには、短期間で理論を実践に移すことが重要だという認識が世界中で
高まっています。英マンチェスター大学のDanielle George博士は、学生が教室で学んだ
概念を、LabVIEWとNI Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite（NI ELVIS）、
NI myDAQを実際に操作してすぐに実践できる授業を実施し、学生の意欲を高めています。
コンピュータシミュレーションが実物を使った実験にも広がっていることが分かり、学生が短期
間で理論を現実に適用できる、個々人に合わせた学習の時代が始まりつつあります。
今回のInstrumentation Newsletterでは、上記で紹介したアプリケーションを中心に、数多く

の事例を紹介しています（p.3の記事「新世代の組込エンジニアが台頭」や、p.22～23の事例
をご覧ください）。こうした事例からは、革新的な研究に取り組む研究者たちが、重要課題、
つまり社会が直面する緊急の課題に取り組み、日々進歩を重ねていることが分かります。NI
は、実現し得る最高のツールをお客様に提供できると自負しています。NI製品を導入すれば、
これらの重点課題を解決するという目標を達成できるだけでなく、さらにはその目標を上回る、
世界が驚嘆する研究成果を得ることも夢ではありません。
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ドメインエキスパート

新世代の組込エンジニアが台頭
エンジニアや科学者は、現代における最も困難な課題をどのように解決していけばよいので
しょうか。ナショナルインスツルメンツの共同創設者で社長兼CEOを務めるJames Truchard
は、適切なツールとトーマス・エジソンから得たインスピレーションが役に立つと考えています。

私は長年にわたり、トーマス・エジソンの発想力を現代によみがえら
せるべきだと、エンジニアリングコミュニティに訴えてきました。偉大な
発明者であるエジソンは、10日ごとに小さな発明を1つ、半年ごとに
大きな発明を1つ生み出す、というノルマを自身に課していたといわ
れています。そのようなノルマを今日のエンジニアが達成できるか
どうか、想像してみてください。100年前に、エジソンがこの目標を
成し遂げられると考えていたとしましょう。私たちは現代において、
同じレベルの技術革新を目指しているといえるでしょうか。進化を
続ける現代の技術を駆使し、エジソンと同じ目標に向かって努力
することが重要なのです。
この目標の達成に欠かせない「役割」が2つあります。1つ目は、
ツールのベンダと技術パートナーです。NIは、エンジニアと科学者の
コミュニティに向けたツールのベンダとして、大人数の開発チームで
なくても、複雑な組込システムを少人数で構築できるような、生産性の
高いプラットフォームを生み出すことを目指しています。2つ目は、
最新のツールを駆使して、全米技術アカデミー（NAE：National
Academy of Engineering）が定めた工学分野における重点課題の
解決に取り組むエンジニアと科学者です。今日のエンジニアや科学
者は、自らの技術力の向上に努め、現実世界における複数の問題を
並行的に解決していかなければなりません。1つの分野や特定の
タスクに特化した技術専門家の時代は終えんに向かうでしょう。NIが
ベンダとエンジニアの両方の役割を果たすことができれば、エジソン
のビジョンを現実のものにできる。私はそう考えています。

ドメインエキスパート：新世代の組込エンジニア
今、工学分野における重点課題に最も近い立場にいるのは、従来の
組込ハードウェアおよびソフトウェアのエンジニアではありません。
技術革新の前線で活躍するエンジニアは、「ドメインエキスパート」と
呼ばれる人 で々す。ドメインエキスパートは、機械系エンジニアだっ
たり、航空宇宙エンジニアや、環境科学者、物理学者だったりと、
特定のドメイン（領域）の深い知識を有していますが、組込ハード
ウェアとソフトウェアの設計を専門とするわけではありません。従って
これまでは、組込システムの専門家がハードウェアとソフトウェアの
コンポーネントを作成し、システムを構築しなければなりませんでした。
そのため、ある工学的問題を解決するソリューションを構築する

場合、ドメインエキスパートと、ソフトウェア設計者、機械系設計者、
ハードウェア設計者からなる大人数の設計チームを立ち上げる必要
がありました。
しかし、過去5年の間に、NIが提供する高レベルのグラフィカル
システム開発ツールの普及が進み、設計チームの規模と生産性に
変化が生じています。ドメインエキスパートで構成された少人数の
チームが適切なツールを用いて協力すれば、組込システムの専門家
が参加する大人数のチームを結成しなくても、現実世界の問題をより
効率的に解決することができるのです。

適切なツールが小規模な設計チームの生産性を改善
エジソンの設計手法を詳しく観察してみると、現代のように大人数の
開発チームを必要とする発明は皆無に近いことが分かります。エジ
ソンの発明がもたらした影響力に匹敵する技術革命を実現するに
は、ソフトウェアの抽象化とハードウェアプラットフォームの統合を適切
なレベルで行わなければなりません。その抽象化によって、エンジ
ニアの知識やニーズに適したレベルの生産性を実現することが可能
です。ただし、抽象化のレベルはコントロールできるようにしておく必要
があります。構築するシステムの構造を高いレベルで視覚化すると
ともに、低いレベルの詳細にわたってコントロールできなければなりま
せん。
ソフトウェアツールの要件としては、ドメインエキスパートが複数の
異なるソフトウェア演算手法を柔軟に組み合わせられることが
不可欠です。この分野の研究者らは過去10年の間、「アプリケー
ションを効率的に実装するには、単一のプログラミング環境で複数の
演算モデルを扱えるようにする手法が望ましい」と提案し続けてきま
した。その演算モデルの例としては、シミュレーションダイアグラムや
グラフィカルデータフロー、ステートダイアグラム（状態遷移図）を1つの
フレームワークに統合したものが挙げられます。例えばNI LabVIEW
ソフトウェアにおいても、NIの研究の結果のみならず顧客のフィード
バックからも、複数の演算モデルへの対応を求める声が高まって
います。顧客については、手掛けるアプリケーション分野が多岐にわ
たっており、その分野ごとに狙いが異なります。ドメインエキスパート
は、組込システムで処理できるタスクを拡張し、工学的問題の解決を
見いだすため、複数の演算モデルを扱えるツールを求めているの
です。
複数の演算モデルを利用できることに加えて、もう1つ重要なのは、

そうしたソフトウェアモデルを実際のハードウェアに効率的に実装で
きるかどうかという点です。この問題は、多くの学者や研究者、ドメイン
エキスパートにとって大きな障壁になっています。これまでは、ソフト
ウェア上で理論的なソリューションやモデルを作成できても、その
機能を実際のハードウェアに実装して提供することは簡単ではありま
せんでした。NIはこの問題の解決に取り組んでいます。LabVIEWを
使えば、複数のソフトウェア演算モデルを組み合わせ、それらを多種

トピック

図1.システムレベルの適切なツールを使えば、ドメインエキスパートは組込システム
の専門家に頼らずに、組込設計のさまざまなタスクに1人で対応できます。
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デスクトッププラットフォーム
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高レベル開発ツール群

データフロー ANSI Cコード テキストベースの
数式処理ツール モデリングとシミュレーション ステートチャート

LabVIEW

多様なハードウェアプラットフォームに
短時間で実装することが可能です。
利用できるプラットフォームは、デスク
トップPCやマルチコアプロセッサ、
FPGA（ Field-Programmable Gate
Arrays）など多岐にわたります。NIが
提唱するグラフィカルシステム開発
は、複数の演算モデルを扱える高
レベルのグラフィカルソフトウェア
開発環境に統合型のハードウェア
プラットフォームを組み合わせる手法
で、工学的問題の解決において
高い生産性が得られることが証明
されています。実際に、LabVIEW
などのグラフィカルツールを使用して
いるドメインエキスパートは、非常に
意欲的で、現実世界の問題を解決する能力に優れています。それ
は、問題解決の過程で、その問題の要因についての知見を得ている
からです。

ドメインエキスパートの活躍が広がる
NAEが定めた工学分野における重点課題は、探索の強化から医薬
品の改良まで多岐にわたります。これらは早急な解決が求められて
いる現実的な問題です。そのソリューションは、エジソンの発明がもた
らした影響と同様に、私たちの生活を大きく改善すると期待されます。
世界にはすでに、抽象化のメリットを活かして少人数の設計チームに
よる開発を成功させているドメインエキスパートたちがいます。
Sean Dougherty氏は、グラフィカルシステム開発ツールを使用し、

少人数の設計チームで問題を短期間で解決したドメインエキス
パートの1人です。同氏のチームは先日、宇宙空間で人工衛星に
使うロボットアームの試作機を完成させました。同氏は、米MDA
（MacDonald Dettwiler and Associates）社でメカロトニクスのスー
パーバイザを務めており、極限環境用のロボットや構造物の開発を
担当しています。同氏は、「これまでは、制御の専門家と、機械系エン
ジニア、電気系エンジニア、プログラマの4人からなるチームが必要
でしたが、現在ではたった1人で済みます」と語っています。
こういった事例は、私たちがエジソンの発想力を再現できる可能
性を示唆しています。NIはグラフィカルシステム開発のメリットをエン
ジニアリングコミュニティに提供することで、こうした流れに一役
買っていると自負しています。NIは、抽象化を介して技術革新を

達成できるように、お客様を支援します。NI製品を導入すれば、コード
の再利用や、複数の演算モデルの活用が可能になるほか、アプリ
ケーションに関する知識を簡単に共有できるようにしたり、効率を劇的
に高めたりすることが可能です。技術革新と工学的重要課題の真の
解決に取り組むエジソンの時代を再び取り戻しましょう。

NIの組込みシステム開発について詳しくは、ni.com/embedded/ja/をご覧くだ
さい。

NIでは2010年、NI Developer Zone Community（ni.com/community）において、第1回NI LabVIEWソフトウェアコーディングコンテ
ストを開催しました。NIの共同創設者で「LabVIEWの父」と呼ばれるJeff Kodoskyによって最優秀作品に選出されたのは、Darin
Kinion氏の「Math Node：A NewWay to Do Math in LabVIEW（マスノード：LabVIEWを活用した数学処理の新手法）」です。この
新コードを用いれば、エンジニアは複数のプログラム間で方程式を簡単に共有できるうえ、これらの方程式をLabVIEWでグラフィカル
に実行できるようになります。

サンプルコードのダウンロード、またはコンテストへの参加については、LabVIEWサンプルコードコンテスト2010（ni.com/codecontest）のページをご覧ください。

LabVIEWサンプルコードコンテスト受賞作品

図2.エンジニアは、複数の演算モデルを組み合わせて、それを直接ハードウェアに実装できる
ソフトウェアツールを必要としています。

図3.米MDA社でドメインエキスパートのチームを率いるSean Dougherty氏は、
NIのグラフィカルシステム開発ツールを導入して生産性の向上を図っています。
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「ものづくり」から「価値づくり」へ
―ものづくりにおける付加価値創造のあり方を提言―
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
代表取締役 池田 亮太

我が国には過去災害に見舞われた後、
強い回復力を発揮し今日の豊かさを
築き上げてきた歴史があります。観測
史上最大といわれる今回の震災におい
ても、我 は々互いの手を取り合い新たな
日本を創造していくものと確信してい
ます。ただ産業界においては、リーマン
ショック後の徹底したコスト削減が功を
奏し、ようやく回復の兆しが見えてきた

最中の出来事であっただけに衝撃は大きいものです。
今回の震災により、製造業各社は直接的な工場設備の被害だけ

でなく、部品供給難によるサプライチェーンの機能停止で、製品製造
の見直しを余儀なくされています。これはまた、自動車部品やスマート
フォンに組込まれる半導体などを例に、国内パーツの供給不足が
世界の製品製造に影響を与えており、日本は依然世界の工場として
重要な役割を担っていることが見て取れます。
ただ中国を筆頭に台頭する新興国、国を挙げて事業の選択と
集中を行う韓国企業など、我が国を取り巻く産業グローバリゼー
ションのあり方は確実に変化しています。かつてものづくり立国として
存在を誇っていた日本ですが、国内市場の縮小と国際競争力の
維持のため製造拠点の軸足を海外にシフトせざるを得ず、産業の
空洞化が懸念されています。その状況下においても、我が国は研究
開発拠点としての役割移行や高付加価値製品の国内製造堅持な
ど、状況を的確に捉え順応しつつある。正に進化の過程にあるといえ
るのではないでしょうか。
我が国の製造業は、今後ものづくりにおける付加価値創造を更に

追求し、世界市場における存在感を維持していかなくてはなりま
せん。そのためには、付加価値は単に機能やスペックという「機能的
価値」だけはなく、顧客にとって特別な意味をもたらす「意味的価値」
の創出を実現させる必要があります。つまり「ものづくり」から「価値づく
り」へのシフトが新たな差別化要素を生むことになるのです。付加
価値創造はイノベーションの追求に他ならず、「プロダクトイノベー
ション」と「プロセスイノベーション」の両方を併せて行う必要があり
ます。「プロダクトイノベーション」とは、独創的技術を基にした革新的
製品の開発や、市場ニーズを基に自社の強みを活かした製品開発
であり、製品そのものによる差別化を図ることです。一方、「プロセス
イノベーション」は、開発を始め製造や物流において革新的なプロ
セスを確立することです。では、この2つのイノベーションを通じ、どの
ように価値づくりを行えば良いのか？
「プロダクトイノベーション」は直接的な付加価値創造の活動で
あり、価値づくりに直結しています。ただし、「プロセスイノベーション」
無くしては、その付加価値創造に充てられる時間は限定的にならざ
るをえません。世界の中でも先んじて加速する少子高齢化の時代に
突入する日本は、限られた人・モノ・金の中で結果を出さねばグロー
バル競争から脱落してしまいます。「プロセスイノベーション」により、
今あるリソースでアウトプットを最大化し、より多くの経営資源を「プロ
ダクトイノベーション」に投資することがこれまで以上に大切になり

ます。特に、開発段階におけるプロセスイノベーションにおいては2つ
の点に考慮する必要があります。1つ目は、商用オフザシェルフ
（Commercial off the Shelf , COTS）技術を積極的に採用し、要素
技術開発の時間短縮を図ることです。要素技術を内製することは
詳細仕様まで把握ができ、一見自由度が高く、場合によっては
モジュール化することで再利用性を高めることが可能であると考えら
れるかもしれません。しかし、要素技術の内製には相当な時間投資
を必要とし、また新技術のモジュール化は往 に々して難しいため、
結果として一点物で留まる場合も多いです。だからこそ、極力すでに
市場にある開発ソフトウェアやハードウェアを採用し、要素技術開発
の効率化を重視すべきなのです。更に、要素技術を組み合わせ、
システム化の際に重要となるのが、2つ目の考慮点である、「接続性
の高い開発プラットフォーム」の採用です。自身で開発する要素技術
だけでなく、他者の技術を適切に統合するには、その接続性がカギと
なります。今日まで、擦り合わせ開発を得意とし、それを効果的に
実現する部品供給ネットワークが日本のものづくり企業間で構築され
てきまし。しかしながら、グローバル化が更に進む今後は、「あうん」の
呼吸が通じる、国内関連企業間での製品開発にとどまることは難し
くなります。品質低下リスクを最小限に抑えるべく、予め製品設計段
階で必要な信頼性項目を盛り込み、最適な要素技術を迅速に組み
合わせなくてはなりません。このように、要素技術の開発効率向上に
はCOTS、要素技術の組合せでシステム化を行う際には、高接続性
の開発プラットフォーム採用が重要となります。
要素技術開発の効率化を軸とした価値づくりは、米国KCバイオメ

ディクス社の例から学ぶことができます。米国では、毎年20万人以上
の早産児が哺乳の問題を抱えて生まれ、数週間から数カ月もの間、
顔にチューブやマスクを装着して呼吸をしています。これは、脳が
発達する重要な時期に摂食、嚥下（えんげ）そして呼吸を調整する
学習の妨げとなり問題となってきました。そこでKCバイオメディクス社
は、微弱な空気パルスを発生するコンピュータ化された「おしゃぶり」、
NTrainer Systemを開発しました。この製品は、これまでのカスタム
仕様の組込デバイスを外注する開発方法ではなく、自社でCOTS技術
を利用し、開発コストと時間の削減を実現した最初の製品です。
設計時、ソフトウェアアーキテクチャの開発にはグラフィカルシステム
開発プラットフォームNI LabVIEWを採用し、試作には、LabVIEWで
記述したアルゴリズムを実装するFPGAベースの組込みハードウェア
CompactRIOを使用しています。製品化の際には、CompactRIOを
1つの基板に実装したシングルボードRIOを採用しました。NTrainer
Systemは、COTS技術を最大限利用することで、約25万ドルの開発
費削減と、4か月の開発時間を4週間に短縮することに成功して
います。更に、この製品により医師や看護師は、早産児の哺乳能力を
正確に把握することが可能となりました。また、実際の調査結果に
おいて、摂取用チューブを使用していたかつてと比べ、乳児の経口
摂取能力の向上が証明されている。NTrainer Systemは、まさに医療
サービスを向上させるプロダクトイノベーションであり、要素技術の
開発効率化を図ることで価値づくりを実現した製品です。
このように、我が国の製造業が直面する課題を解決するカギは、
COTS技術の導入と接続性の高い開発プラットフォームの採用で
あり、「プロセスイノベーション」の実現には必須のアプローチである
と、我 は々考えています。

特別提言
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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2回）

ソフトもハードもメカも手戻りゼロへ
設計段階における実機並みのテストで実現

主任の目が赤い。やはり昨日は帰れなかったようだ。出荷日が近づいているのに、製品テストを流し始め
てからあんな不具合が見つかるなんて。もっと早い段階で潰せなかったのか……。
話は先月にさかのぼる。当社が満を持して投入する新製品の開発がついに完了した。早速、製造に

着手する。製品テストを受け持つ私たちの部署も、準備は万端だ。ここ数カ月、主任を中心に用意を進めて
きた。この新製品では、市場投入期間とコストの両方の削減が課せられている。そこで私たちは、テストシス
テムの改良に取り組んだ。旧来のPXIシャーシをデータ転送速度の高いPXI Expressシャーシに切り替え
るとともに、コントローラにFPGA内蔵CompactRIOを採用し、カスタムトリガを実装することで、スループット
を大幅に高めた。

ところが、製品の組み立てが順調に進み、製品テストを流し始めた矢先。特定の条件で不良判定が続出した。先週のことである。それ
以来、関係者は皆、睡眠不足だ。最初はテストシステムを疑ったが、すぐに問題ないことが確認できた。さらに調べると、製造の不良でもなさ
そうだ。つまり設計そのものに問題があった可能性が高い。それが昨日までに分かったことだ。私は帰宅してしまったが、主任は残って、設計
や試作、実装の各工程を担当する部署と対策を協議していた。やはり徹夜になったようだ。
主任に状況を確認する。原因は判明した。あるチップの処理速度がわずかに足りない。特定の条件で制御が追いつかなくなっていた。

結局、スピードグレードの高いチップに載せ替えて急場をしのぐことにしたという。併せて制御用ソフトウェアも手直しする。ボードの製造は
やり直しだし、チップのコストも上がる。製品テストに割ける日数は減っていく。睡眠不足はしばらく続きそうだ……。
こんなことが、あなたの部署でも起きていませんか？ 手戻りによる大幅な時間のロスを解消する方法をお探しなら、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。

前号の連載第1回では、ナショナルインスツルメンツ（NI）が提唱
する「グラフィカルシステム開発」について、概略を説明しました。
設計から試作、実装に至るまで、ものづくりのすべての工程を単一
かつグラフィカルな環境で進めることがポイントです。今回は、設計の
工程に焦点を当て、グラフィカルシステム開発の手法と効果を詳しく
解説していきます。
製品のアプリケーション設計にグラフィカルシステム開発を適用

すれば、制御ソフトウェアの論理的なバグはもちろんのこと、実装ター
ゲットとなるハードウェアや制御対象となる機構部の影響によるエラー
も、設計段階で徹底的に潰すことが可能です。後工程になって
不具合が露見するという事態を防げるので、高品質の製品を
低コストかつ短期間で開発するという極めて厳しい要求に応えること
ができます。
これを実現できる理由は、大きく2つあります。1つは、制御論理の
概念設計から詳細設計に至るまで、直感的に設計できるグラフィ
カルな環境が用意されているからです。一般には、設計の抽象度を
段階的に下げていく際にバグが入り込みやすいのですが、それを
原理的に防ぎます。もう1つは、設計の工程において、通常は下流
工程まで進まないと確認できない実時間の動作を、FPGAを使って
ハードウェア上でシミュレーションできるからです。それでは、詳しく
説明していきましょう。

問題の過半数は仕様書に起因
一般に自動車や家電製品などの多くは、大きく3つの要素で構成

されています。1つ目はソフトウェアで、制御アプリケーションソフト
ウェアとミドルウェア、ドライバからなります。2つ目は、これらのソフト
ウェアを稼働させるハードウェアです。3つ目は機構部で、アプリケー
ションが制御する対象の機械（いわゆるプラント）と、システム全体を
納める筐体からなります。設計工程では、これら3つの要素すべてを
作成し、試作工程に引き渡さなくてはなりません。
まず、制御アプリケーションソフトウェアの設計に注目してみま

しょう。通常は、「要件定義」、「状態遷移設計」、「ソフトウェア記述」の
3ステップで作業を進めます。具体例として、自動車に搭載するABS
（アンチロックブレーキシステム）制御アプリケーションを取り上げて
説明していきます。
最初に、ABSの動作を簡単に確認しましょう。一般にタイヤの制動

力は、回転がロックする直前に最も高くなります。その状態を自動的に
作り出すのがABSです。運転者がブレーキを踏むと、センサがタイヤ
の回転速度を検出する。それが車体の速度に対して遅ければ、
タイヤがロックしてスリップが発生していると判断できるので、
ブレーキのホイールシリンダを減圧してブレーキ力を下げる。反対に、
回転速度が車体速度よりも速ければ、増圧してブレーキ力を
上げる。あるいは回転速度と車体速度が一致していれば、圧力を
保持する。これらの制御を繰り返すことで、最大の制動力を発生
させる仕組みです。
さて、設計の第1ステップは要件定義でした。ここでは図1に示す

ような仕様書を作成し、制御の条件を具体的な数値で定義しておき
ます。

連載記事

図1.アンチロックブレーキシステムの仕様書の例です。
Microsoft Excelで記述しています。

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

ナショナルインスツルメンツ／ニュースレター／１１２３６４　ＮＬ２０１１年夏号　進／２‐２６★  2011.07.01 16.07.04  Page 6 



図2.グラフィカルに記述した状態遷移図と各状態のブロックダイアグラムを、
NIのテスト／制御ハードウェアにそのまま実装し、動作させることが可能です。
ターゲットとしてFPGAも利用でき、実時間に近いマイクロ秒オーダの周期で

制御ループを実行できます。

図3. NI Requirements Gatewayで製品要件から、テスト要件まで一元管理

第2ステップは状態遷移設計です。まず仕様書に示された要件を
満たす制御方法を、フローチャートを用いて検討します。最初は紙と
ペンを使い、アイデアが固まれば第3ステップに進み、そのフロー
チャートを元に制御ソフトウェアを記述するという流れが一般的で
しょう。ところが、これら各ステップの中にも、そしてステップ間をまたぐ
部分にも、エラーや不具合を生み出す要因が数多く潜んでいるの
です。
ある自動車メーカーの調査によると、車体制御系の開発では、
問題の実に60％が仕様書に起因しているとされています。仕様書に
記述された内容自体がそもそも不適切で、その通りに実装しても
目的の制御を達成できない場合もあるでしょう。しかしそれだけでは
ありません。たとえ仕様書の書き手自身は仕様書に盛り込むべき
適切な内容を把握していたとしても、図1に示したような仕様書では、
その読み手側で誤った解釈や見落としが生じる可能性が高いの
です。特に、自然言語で記述された部分は、何通りにも解釈できて
しまう場合があり、書き手の意図が読み手に必ずしも正しく伝わるとは
限りません。その誤解によって、仕様書を状態遷移に落とし込む
際や、プログラムコードを記述する際にエラーが入り込んでしまうわけ
です。最近では、開発企業が書いた仕様書を元に、実際の
モジュール作りは関連会社や外注の受託業者、部品の供給業者が
担当するといった具合に分業が進んでいるので、このメカニズムで
生じるエラーが少なくありません。

実行可能な仕様書がそのままハードに
グラフィカルシステム開発では、仕様書に起因した問題を後工程

に持ち越さない仕組みが用意されています。まず状態遷移設計で
は、図2に示すように、LabVIEWを使ってグラフィカルかつ直感的に
制御論理を記述することが可能です。ここで最上位の状態遷移を
定義したら、次は各状態における処理をやはりグラフィカルに記述
していきます。

このような流れで設計の抽象度を下げていけば、仕様書の誤解に
起因したエラーが入り込む余地はありません。仕様書の書き手は、
実現したい制御方法をグラフィカルな状態遷移図に表現すれば
よいのです。読み手は、この状態遷移図の全体像を把握した上で、
各状態の処理モジュールをグラフィカルに記述できます。制御論理
の流れが抽象度の高いレベルから低いレベルに至るまですべて
グラフィカルに定義されるので、仕様書の書き手と読み手で容易な
意思疎通が可能です。これは、自然言語で記述された仕様書を
解釈し、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
する手法とは大きく異なります。
しかもグラフィカルシステム開発では、LabVIEWで作成した状態
遷移図をデスクトップPCやリアルタイムコントローラ、FPGAなどのさま
ざまなターゲットハードウェアに試作・実装して動作させ、制御の
シミュレーションを実行することが可能です。つまり状態遷移図が
そのまま、実行可能な制御モデルになるわけです。このシミュレー

ションでは、設計者の意図した通りに状態が遷移しているか、各状態
における制御が適切かを、視覚的に確認できます。
グラフィカルシステム開発では、状態遷移図をLabVIEWが自動
的にFPGAのハードウェア設計データに変換して実装します。ユーザ
はFPGA上でマイクロ秒オーダのループ周期でモデルを動作させ、
実時間に近いシミュレーションを実施できるのです。ここで十分に
検証すれば、後工程に進んでから手戻りが発生する可能性を大幅
に低減できます。
他社が提供するモデルベース開発環境でも、モデルをFPGAに

実装することは不可能ではありません。しかしハードウェア設計
データ変換ツールが別に必要で、その価格が数百万円と高い上に、
変換後のデータをFPGAに実装するには人手で手直しする必要が
あり、ハードウェア設計言語の知識が不可欠でした。こうした事情か
ら、実際にはあまり設計工程では利用されていません。
グラフィカルシステム開発では、上述の第1～3のステップを進めて
いく上で、どの要件がどこでどのようにカバーされたのかを管理する
ためのソフトウェア、NI Requirements Gatewayが用意されています。
製品開発では、工程や部署、さらには会社をまたいで、さまざまな
様式の仕様書や要件定義書が数多く飛び交います。そのため、
定められた要件が見落とされてしまう危険性があります。NI
Requirements Gatewayを使えば、関連文書を一括管理し、機能の
実装やテストの進捗を可視化してグラフィカルに把握できます
（図3）。そのため、機能の実装漏れやテスト漏れを防ぐことができる
ほか、現在開発しているパートがそもそも何の要件に起因しているか
を、一目でトレースできるため、初期要件と、実装後の機能の相違を
防ぐことが可能です。

ハードもメカも高精度にシミュレーション
組込システムを構成する残り2つの要素、すなわちハードウェアと

プラントについても、簡単に触れておきましょう。いずれもLabVIEWを
他社の専用ツールと連携させることで、設計の段階で高精度な
シミュレーションを実行できます。
ハードウェアの設計では、車載システムで多く使われているメン

ター・グラフィックス社のシステムモデリングツール「SystemVision」と
連携します。同ツールで作成したハードウェアモデルに対して
LabVIEWから刺激信号を送り、そのモデルで処理した結果を
LabVIEWに戻して解析することで、モデルの妥当性を検証すること
が可能です。プラントの設計では、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」と協調し、機構
部の動きを視覚的に確認できます。
このようにグラフィカルシステム開発を適用すれば、実機を組むは
るか上流の設計工程において、制御アプリケーションとハードウェア、
プラントいずれも実機が目の前にあるごとくテストすることができます。
下流の工程に進んだ後で思わぬバグが発覚し、手戻りを余儀なくさ
れたり、ソフトウェアの手直しでその場をしのいだりといった事態を
避けられます。上流工程に起因した不具合で睡眠不足の日 を々
強いられているなら、グラフィカルシステム開発の導入を検討して
みませんか？
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最高性能を引き出す設計：NIデータ集録
NIデータ集録（DAQ）製品は、これまで25年間にわたって世界中のエンジニアや科学者に
選ばれてきました。その理由は、高性能I/Oと、業界の先端を行くテクノロジ、そしてソフトウェア
ドリブンの手法がもたらす生産性の向上です。

要求の厳しいアプリケーションに対応する高性能I/O
NIでは、幅広いアプリケーションに向けた高性能DAQハードウェアを
開発しています。特に、あらゆるセンサの計測に対応できる、柔軟性
に優れた広範な計測モジュールの提供と、高精度モジュールの最適
化、多チャンネルシステム用モジュールを緊密に同期させるプラット
フォームの提供に注力しています。
ほとんどのアプリケーションでは、標準的な電圧計測器に加え、歪
みや温度、振動といった物理的現象を計測するセンサが用いられ
ます。これらのセンサを使う際には、データ集録デバイスで効率的か
つ正確に信号を計測するために、ブリッジ構成や、励起、増幅といっ
た信号調整が必要になります。NI CシリーズやSC Express、その他
PXIモジュールの一部では、センサに特化した信号調節機能とアナ
ログ・デジタルコンバータ（ADC）を単一のデバイスに統合しているた
め、データ集録と信号調節を別 の々システムで行う従来のテクノロジ
に比べて、精度を向上させることが可能です。これらのモジュールを
複数台組み合わせることによって、多チャンネル計測システムを構築
して、NI CompactDAQおよびPXIシャーシのバックプレーンを走るタ
イミングラインに同期させることができます。
米国のSub-Zero社でシニアテストエンジニアを務めるRandy

Recob氏は、家電製品の試験ステーションにCシリーズモジュールを
導入しました。同氏は、「NI CompactDAQを選んだ理由は、広範な

I/Oモジュールが提供する柔軟性とEthernetインフラの拡張性にあり
ます。NIのデータ集録ハードウェアとソフトウェアは、計測精度とシス
テムの安定性、そして使い勝手に優れているため、当社はテストアプ
リケーションに以前からずっとNI製品を使っています」と述べてい
ます。

NIのデータ集録技術
NIでは継続的に、ユーザからの意見や最先端テクノロジを自社製
品に反映させ、機能の拡張と使い勝手の向上を図っています。当社
の最新の研究成果として、NI-STC3タイミングおよび同期テクノロジ
と、NI信号ストリーミングテクノロジの2つを紹介しましょう。

1. NI-STC3タイミングおよび同期テクノロジ
NI-STC3タイミングおよび同期テクノロジは、NIが独自に開発した
ASIC（Application-Specific Integrated Circuit）で、アナログとデジ
タル、カウンタそれぞれのサブシステムのタイミングとトリガリングを
調整するとともに、複数のデバイス間でクロックを共有する役割を
果たします。このテクノロジは、NI CompactDAQおよびXシリーズ
マルチファンクションDAQデバイスの心臓部に組込まれています。

メキシコのCummins社でエンジニアを務めるFrancisco Orozco氏
は、NI-STC3テクノロジに搭載された高度なタイミング機能を活用
して、テストアプリケーション開発の簡素化に成功しました。同氏は、
「当社ではポンプコイルをさまざまな条件下でテストする際に、アナ
ログ波形を集録・生成でき、出力の再トリガも可能なデバイスが必要
だったので、Xシリーズを導入しました。このNI製品は、当社が必要と
するチャンネルを統合していたうえ、再トリガ可能なアナログ出力を
実行するコードを大幅に簡素化することができました」と話してい
ます。

2. NI信号ストリーミングテクノロジ
ノートPCや、ネットブック、モバイル機器の人気が高まるにつれて、
USBやEthernet、Wi-FiといったPC用外部バスに対応したDAQ
デバイスを求めるユーザが増えています。NIでは、メッセージ
ベースの命令と、デバイス側のインテリジェンス機能を組み合わ
せたNI信号ストリーミングテクノロジを開発し、これらのPC用外部
バスを介して高速かつ双方向のデータストリーミングを可能にしま
した。

デンマークにある海洋研究施設のFjord & Beltに所属する科学
者のMagnus Wahlberg氏は、NI USBマルチファンクションDAQデバ
イスを導入し、NI信号ストリーミングテクノロジを駆使して、シャチが
発信する超音波信号の集録に成功しました。同氏は、「当センターで
は、LabVIEWソフトウェアとNIデータ集録ハードウェアをベースに、

特集

図1. Cシリーズモジュールは、USB、Ethernet、Wi-Fi対応の各シャーシで
使用でき、あらゆるタイプのセンサに直接接続することが可能です。
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私たちが求める要件をすべて満たすシステムを構築することができ
ました。録音装置は、線形ハイドロホンアレイと、マルチチャンネルプリ
アンプ、デジタルレコーダに接続したバンドパスフィルタで構成して
います。USBインタフェースを介して1日当たり最大30～50 GBもの
大容量データを管理しており、記録やアラーム、再生、解析といった
処理はすべて1つの専用ソフトウェアで行っています」と説明して
います。

ソフトウェアで生産性を向上
PCベースのデータ集録デバイスを使用する最大のメリットの1つと
して、ソフトウェアを用いて計測システムの機能を完全にカスタマイズ
できるため、個 の々ユーザそれぞれのアプリケーションニーズを確実
に満たせるという点が挙げられます。
NI LabVIEWソフトウェアは、自動テストや計測アプリケーションに

最適なグラフィカルインタフェースや、解析関数のライブラリ、データを
可視化するインジケータを備えており、データ集録ハードウェアとの
緊密な統合を実現します。NIのデータ集録デバイス群は共通のドラ
イバソフトウェアであるNI-DAQmxを使用することで、DAQデバイス
の機種を変更した場合でも、以前に作成したコードを再利用でき
ます。
インドにあるBarco Electronic Systems社でシニアエンジニアを
務めるSarita Bhat氏は、LabVIEWの開発スピードをさまざまな自動
車試験アプリケーションに活かしています。同氏は、「LabVIEWを
使用すれば、簡単なアプリケーションから複雑なものまで、あらゆる
データ集録アプリケーションを、他のプログラミング環境と比べて
短時間で開発できます。LabVIEWはハードウェアと簡単に統合でき

るため、データを素早く集録して、すぐに解析したり、カスタムユーザ
インタフェースを作成したりすることが可能です」と話しています。

最高性能を引き出す設計
旧来の計測ハードウェアを選択すると、計測の精度が低かったり、
データ伝送の信頼性を確保できなかったり、計測器の柔軟性が低く
アプリケーションニーズの進展に対応できないなどの課題に突き当た
ります。それとは対照的に、NIのDAQデバイスを選べば、信頼性の
高い計測結果が直ちに得られる上、将来にわたって最先端のPC
テクノロジのメリットを享受することができます。NIでは、世界中のエン
ジニアから信頼される製品を提供するため、性能を重視してDAQ
デバイスを設計しています。

NIデータ集録製品のハードウェアテクノロジとソフトウェアドリブンの生産性向上
効果の詳細については、ni.com/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi
1101」と入力してください。

図2. LabVIEWとNI-DAQmxドライバソフトウェアを組み合わせて使えば、さまざまなDAQデバイスを利用する
テスト・計測アプリケーションを柔軟な手法で素早く開発できます。
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連続テスト

ユーザプログマブルな
FPGA

刺激データ

反応データ

テストベクタ
生成

データ解析

テスト対象物
（DUT）

図1. FPGA上でテストベクタの生成と集録データの解析の
両方を連続的に実行

テストアプリケーションにFPGAを使う4つの理由
ムーアの法則は、生きています。トランジスタの集積密度は近年もとどまることなく向上してお
り、それによって実現される高度なチップによって、これまでに無いほど複雑な新しい電子機器
が登場するという流れが今なお続いています。

これにより、テストエンジニアは大きな課題に直面しています。ムーアの
法則を原動力に生まれる新しい電子機器をテスト対象（DUT）とする
場合は、旧来型の計測器はもちろん、PCベースの計測器でもそれ単
体では対応できないような、高度なテスト手法を用いる必要があるか
らです。
ただし幸いなことに、ムーアの法則はテストエンジニアにもメリットを

もたらします。CPUのコンピューティング性能が向上して、テストシステ
ムにおけるソフトウェアの実行速度が高まるだけではありません。CPU
とは異なるコンピューティングチップ、すなわちFPGA（Field-
Programmable Gate Array）の改善も進みます。FPFAは、ソフトウェア
によってハードウェアを再構成（リコンフィギュレーション）できるチップ
です。FPGAを活用すれば、テスト時間を短縮できる上、以前であれ
ばカスタムハードウェアを用いる必要があったテストを実施できるよう
になります。FPGAがテストシステムにもたらす4つの大きなメリットとは？
以下に順番に紹介しましょう。

1 リアルタイムの連続計測に対応
FPGAは、データをハードウェアで処理するので、高いスルー
プットが得られます。そのため、テストシステムでは、I/Oハード
ウェアのデータ集録速度よりも高い速度で計測を実行できる
ようになります。従ってFPGAを利用したテストシステムでは、
旧来のテストシステムで一般的だった、データを集録し、転送
してから後処理を施すという手法ではなく、DUTから連続的
にデータ集録し、処理を行うことができ、テスト時間を短縮
することが可能です。

FPGAに専用回路を実装することで、高速フーリエ変換（FFT）な
どのリアルタイム計測を実現できます。また、FPGAのハードウェアが
原理的に備える並列性によって、複数の入力チャンネルを同時に
計測したり、単一のチャンネルで複数の項目を計測したりすることが
可能です。

2 カスタム仕様のトリガ／集録処理を実装
データを連続的に処理できるFPGAを使えば、計測処理の
バックエンド側にカスタム仕様のトリガとデータ記録を加える
ことで、所望の情報だけを取り出せるようになります。これは、
固定的な機能しか実行できない旧来型の計測器とは
対照的だといえるでしょう。FPGAを活用した計測器では、
特定のアプリケーションの要件に応えるように、ハードウェアを
再構成することが可能です。

一例を挙げましょう。FPGAの特長であるこの再構成機能を使うと、
周波数領域のリアルタイムトリガを実現できます。旧来のスペクトラム
アナライザにも周波数トリガを搭載した機種はありますが、リアル
タイム動作ではありません。一方、ベクトルシグナルアナライザ（VSA）
と呼ばれる計測器にはリアルタイムのパワートリガを備えた機種もあり
ますが、所望の周波数を指定することは不可能です。そこでVSAに
FPGAを組込めば、周波数領域のリアルタイムトリガを設定したり、
アプリケーションの要件に応じたユーザ独自のトリガ動作を実行した
りできます。

3 通信プロトコルをハードウェアで処理
集録した信号をプロトコルレベルの情報に復号化したり、
その反対の符号化を実行したりする際に、FPGAを使えば
ハードウェアで直接、ソフトウェアを用いずに復号化と符号化
が可能です。テストシステムのソフトウェアは、データ情報だけ
を扱えばよいのでシンプルになります。さらに、あらかじめ定義
されたテストベクタ単体では適切に機能しないような、プロト
コルレベルの通信が可能になります（例えば、プロトコルの
データに基づく迅速な判断が求められるとき）。また、同じ
ライン上でデータの送信と受信を素早く切り替える必要が
生じる場合もありますが、テストハードウェアはそのような状況
を検出して応答しなければなりません。

FPGAは再構成が可能なため、ハードウェアを再利用することで、
同一のハードウェアで複数のプロトコルに対応できます。場合によっ
ては、複雑なプロトコルのステートマシンを評価するために、FPGAの
高い性能が必要になることもあるでしょう。またFPGAが原理的に
備える並列性によって、同じプロトコルで複数のサイトにわたる複数
のDUTのテストに向けた複数のインスタンスを扱うことが可能です。

特集
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ユーザプログラマブルな
FPGA プロトコルレベルの

情報伝送
所望の

テストデータ テスト
対象物
（DUT）

I2C

1-Wire

プロトコルの
符号化／
復号化

SPI

4 閉ループの動的テストを実行
最新の電子機器は、それを取り巻く世界との融合を加速度
的に進めており、そうした電子機器をテストシステムへの
フィードバック無しにテストしても、テストの網羅性を確保でき
なくなってきました。例えば、現代の通信方式では受信
確認用のパケットやビットを使うことがあります。テストシステム
はそうしたパケットやビットの意味を正しく認識した上で、適当
なタイミングで適切な応答をしなければ、DUTを正しくテスト
できません。多くの場合、そのような低遅延の応答を実現でき
るのはハードウェア処理（FPGA）だけです。

他の例としては、制御システムやテストシステムの開発と並行して
複雑なDUTをシミュレーションしなければならない場合に使う、HIL
（Hardware-in-the-Loop）テストシステムが挙げられます。FPGAの
特長である高い性能と低い遅延によって、DUTの振る舞いをサイ
クルごとに高い精度でシミュレーションすることが可能です。

LabVIEW FPGAモジュールとNI FlexRIOを組み合わせて
FPGAのメリットを引き出す
NI LabVIEW FPGAモジュールを使えば、使い慣れたLabVIEWの
ブロックダイアグラム記述でFPGAのハードウェアをプログラミング
できるため、習得に時間がかかる旧来のハードウェア記述言語を

使う必要はありません。NIが提供するNI
CompactRIOなどのハードウェアプラット
フォームや、PXI/PCI対応の一部のI/O
モジュールには、ユーザが任意のハード
ウェアをプログラムできるFPGAが内蔵さ
れています。
テストアプリケーション用のFPGA搭載
デバイスとして最も広く使われているの
は、NI FlexRIOシリーズです。このFPGA
モジュールには PXI 対 応品とPXI
Express対応品が用意されており、Xilinx
社のハイエンドFPGAであるVirtex-5の

ほか、オンボードDRAMとNIが開発した高性能ASIC（Application
Specific Integrated Circuit）、NI FlexRIO用アダプタモジュールとの
インタフェースを搭載しています。
このアダプタモジュールは、NI FlexRIOのFPGAモジュールに高性
能I/Oを追加する役割を果たします。モジュールの端面に設けたアダ
プタを介してFPGAモジュールと接続し、FPGAの信号をI/O部につな
ぐ仕組みです。アダプタモジュールはNIとそのアライアンスパートナー
やその他の企業が供給しています。また、NI FlexRIOアダプタ
モジュール開発キットを使えば、カスタム仕様のアダプタをユーザが
自作することも可能です。
NI FlexRIOをはじめとするNIのFPGA内蔵デバイスにLabVIEW

FPGAモジュールを組み合わせて用いれば、FPGAの特長である並
列処理や高い性能、再構成機能といったメリットをテストシステムで
享受できます。通信プロトコルを理解した上での（プロトコルアウェア
な）テストから、ソフトウェア無線（SDR）に至るまで、FPGAは競争力の
鍵となり、ムーアの法則によって複雑さを増し続けるDUTへの対応を
可能にするテクノロジです。

計測システムベンダーのAverna社は、NI LabVIEW FPGAモジュールとPXI
対応デバイスを使用し、FPGAベースのチャンネルエミュレーション機能を備える
コスト効率の高いRFテストシステムを構築しました。この事例について詳しくは、
ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1102」と入力してくだ
さい。

図2. FPGAで通信プロトコルの符号化と復号化をハードウェア処理すれば、
テストシステムのソフトウェアがシンプルに

図3. NI FlexRIOはFPGAを内蔵しており、その機能はLabVIEWでプログラム
可能です。また、高性能計測用の豊富なI/Oアダプタが用意されています。
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工業用
コントローラCompactRIO

リアルタイム
デスクトップPC

無線センサ
ネットゲートウェイ
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AKD
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CシリーズI/Oオプション

NI EtherCATマスタ

LabVIEW

確定性の高い分散計測を実現する
NI EtherCATマスタ製品群
NI EtherCATは、Ethernetの物理層を
介して確定性の高いマスタ・スレーブ
型の通信が可能な工業用フィールド
バスです。広範囲にわたって分散
して設置したデバイス同士をCAT 5
の標準ケーブルを介して1μs以内の
ジッタで同期することができるため、
産業機器や組込コントローラの各種
アプリケーションに最適です。
NIは、EtherCATのマスタとして

使えるコントローラを数多く供給して
おり、それらを使うとNI製や他社製
のスレーブ側デバイスをEtherCAT
経由で制御することが可能です。
EtherCAT対応のスレーブシャーシで
あるNI 9144を使用すれば、NIや他
社が供給するCシリーズの100種類
以上のI/Oモジュールを自由に組み
合わせ、分散型の同期制御システムを構築できます。このシャーシ
は、FPGA（Field-Programmable Gate Array）を内蔵しており、ユーザ
はそれを使ってカスタム信号処理や、安全用インターロック、制御など
の機能をEtherCATネットワークの各ノードに実装することが可能
です。複数のAKDブラシレスサーボドライブをシステムに追加する際
に、同じEtherCATネットワークでつなぐ構成で、モーション制御の
性能を高めることができます。EtherCATネットワークに接続した
シャーシやデバイスは、EtherCATの機構によって原理的に、同ネット
ワーク内のほかのノードやマスタコントローラとの同期が確保され
ます。

NI LabVIEW FPGAモジュールを使えば、スレーブシャーシに内蔵
されたFPGAをプログラムして、リアルタイム制御アプリケーションを
高速化したり機能を簡単に拡張したりすることが可能です。また、NI
EtherCAT互換のソフトウェアであるLabVIEWにNI LabVIEW Real-
Timeモジュールをアドオンすれば、データ集録やモーションドライブ、
工業用カメラ、さらには無線センサーネットワークに至るまで、すべてを
単一のプログラミング環境で簡単に統合できます。

NI EtherCATのマスタコントローラ製品群についてさらに詳しくは、ni.com/
ethercat/ja/にアクセスしてください。

製品情報

図1.ナショナルインスツルメンツは、Intel社のマルチコアプロセッサを内蔵したPXIシャーシから、PowerPCアーキテク
チャのプロセッサとXilinx社のFPGAを搭載したCompactRIOプラットフォームに至るまで、高性能のEtherCATマスタ

コントローラを数多く取りそろえています。

図2.再構成可能なI/OモジュールとLabVIEWコントローラをEtherCATを介して組み合わせれば、確定性の高い分散型の計測アプリケーションを構築できます。
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無線センサネットのプラットフォームを拡張する
新型の計測ノード
NIは、電圧計測とRTD（測温抵抗体）計測の両方に対応可能な
計測ノードの新製品NI WSN-3226を発売しました。これを用い
れば、NIの無線センサネットワーク（WSN）プラットフォームの計測
機能を拡張し、RTDやポテンショメータなどの抵抗計測に対応でき
ます。さらに新機能によって、単一のNI WSNデバイスで電圧計測と
温度計測を組み合わせることも可能になります。
WSN-3226は、4チャンネルのアナログ入力を備えており、ユーザは

これら4チャンネルの計測機能をチャンネルごとに、±10Vの電圧
計測もしくは抵抗計測のいずれかに設定できます。入力モードも2つ
用意しました。高速モードと高分解能モードをユーザが切り替えて
使うことができ、消費電力と性能のトレードオフをアプリケーションごと
に最適化することが可能です。さらにWSN-3226は、双方向のデジ
タルチャンネルも2つ備えており、チャンネルごとに入力もしくは、シンク
出力、ソース出力のいずれかに設定できます。この計測ノードは、
消費電力が低いことも特長です。単3形乾電池4本で、最長3年に
わたって動作します。5～30Vの外部電源でも動作し、エネルギー
ハーベスティングに用いれば効率を高めることが可能です。
また、NI LabVIEWWSNモジュールPioneerを使うと、WSN-3226
の動作をカスタマイズして、バッテリー寿命を延長したり、アナログと
デジタルの入力性能を高めたり、ローカルで制御と解析、データ圧縮
を実行したり、カスタムセンサと接続したりといった、高度な機能を
実装できます。

NI WSNプラットフォーム製品についてさらに詳しくは、ni.com/wsn/ja/にアク
セスしてください。

タッチパネル搭載コン
ピュータのNI TPC-2206と
NI TPC-2212は、1.33GHz
動 作 のIntel製Atomプロ
セッサを内蔵し、OSには

Windows Embeddedを採用しています。NI LabVIEWソフト
ウェアのユーザは、このタッチパネルコンピュータを使えば、
過酷な環境で稼働するCompactRIOなどのNIハードウェア
用の複雑なユーザインタフェースを作成できます。

このタッチパネルコンピュータの新製品の仕様などさらに詳しくは、ni.
com/inteltouchpanelsにアクセスしてください。

Microsoft Excelは会計データに
は理想的なツールですが、エン
ジニアや科学者はさらに強力な
後処理を求めることが少なくありま
せん。NI DIAdemソフトウェアは
世界中でそうしたエンジニアたちに

使われており、大規模なデータセットを扱えるうえ、カスタム
仕様のデータファイル形式を用いたり、複雑な演算を実行
したりできるほか、すぐに公開できる品質のレポートを生成
することも可能で、何百万ドルにも相当するコストの削減に
貢献しています。

Microsoft Excelの代わりにNI DIAdemを使用して時間とコストを節約
する方法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「nsi1103」と入力してください。

製品情報

IntelのAtomプロセッサを搭載した
新しいタッチパネルコンピュータ

Microsoft Excelを超える
強力なデータ処理ツール

新型の計測ノードNI WSN-3226は、1台で電圧と抵抗を計測できます。
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大学1年 大学2年 大学3年 大学4年 修士・博士課程

プラットフォームと
システム

製品開発体験

アプリケーション コースの集大成となる
設計プロジェクト

学生ガイダンス、リーダーシップ、メンターシップ

基礎プロジェクト

　　アナログ・デジタル回路とシステム
　　制御システム、組込コンピューティング、ロボティクス

　　無線ヘルスおよび生体医用工学
　　センサネットワークと持続可能性：水やエネルギー資源の監視

研究開発、
リーダーシップ、
メンターシップ

研究

「エンジニアリング
パイプライン」を導入
した設計実践コース

2010－2011年度
の研究課題

学部生および院生
のメンター

学生一人一人がエンジニアリングデザインを
実践的に体験

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）電気工学部（EE：
Electrical Engineering）の Ken Yang 教授とWilliam Kaiser 教授、
そしてHenrik Borgstrom博士は、学生が入学から卒業まで一貫して
工学設計について学習できるように、設計作業を実践的に体験でき
る授業を学部のカリキュラムに取り入れています。この新しい学習法
は実験と講義の両方で効果を発揮しており、「エンジニアリングパイ
プライン」と呼ばれています。
このエンジニアリングパイプラインでは、大学入学時から博士課程
卒業まで展開され、学生は各自のNI myDAQのプラグアンドプレイ
計測器とNI LabVIEWソフトウェアを用いて、工学原理の応用演習
を行います。学生一人一人が実践的な経験を通じて、学習した
内容をすぐに知識として定着させ、日々、「エンジニアリング」を実践
できます。この学習法を採用することで、回路や制御システムに
ついて学ぶカリキュラムでは、実験と講義の両方で大きな効果が

得られました。
従来の実験形式の授業では、学生が利用できる設備が制限され

ていたり、高価なテスト装置が要求される大人数のクラスでは、オー
プンエンドの（制限のない自由形式の）設計課題に取り組む機会を
提供できない、といった問題がありました。そこでYang教授とKaiser
教授は、実験の授業に新しい手法を採用しました。学生にオープン
エンドの設計課題を与え、学生はNI myDAQシステムを使ってそれ
に取り組みます。その課題を終えると、次は回路やシステムの複雑度
が一段階高い設計課題に挑戦し、それを繰り返すという手法です。
学生たちはこの課題を通じ、各自のシステムを使って、設計や実装、
評価を行います。学生は自ら開発環境を選択し、開発スケジュール
を立てます。また週に一度、実験室に足を運び、デモを交えて進捗
状況を報告します。授業評価の結果では、学生の成長や、経験、
熱意、意欲といった点で飛躍的な効果が確認できました。
UCLAのカリキュラムにはもう一つ、革新的なアイデアが盛り込まれ

ています。Borgstrom博士がNI myDAQとLabVIEWベースで作製
した、まったく新しい低コストの倒立振り子プラットフォーム（図2）です。
このプラットフォームは学生にとっても大変効果的な事例であり、この
装置を作成することで、学生たちはシステムの同定から開発の完了
まで、制御システムの設計に向けた入門レベルの知識を系統的に
習得することができます。UCLAの研究チームは、学習法やカリキュ
ラムリソースを他の教育機関と積極的に共有し、共同開発に取り
組んでいます。

教育現場におけるNI myDAQの活用について詳しくはni.com/mydaq/ja/に
アクセスしてください。

アカデミック

図1.エンジニアリングパイプラインを通じて、学生は入学から卒業まで一貫して設計作業を実践的に体験することができます。

図2.この低コストの倒立振り子プラットフォームを使用することで、学生たちは
制御システムの入門レベルの知識を系統的に習得することができます。
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LabVIEW FPGA用IPを検索、ダウンロード、
共有できるIPNet
NI LabVIEW FPGA IPNetは、LabVIEW FPGAの関数やIPブロックを検索して、理解を深め
たりダウンロードしたりできるオンラインリソース集です。このサイトには、LabVIEW FPGA関数
パレットやナショナルインスツルメンツの開発者、LabVIEW FPGAユーザコミュニティから
集約された、FPGA（Field-Programmable Gate Array）用IPブロックやサンプルコードが
そろっています。まずはni.com/ipnet/ja／にアクセスしてください。

スペシャルフォーカス

よく使われるIPブロック

SPI
このSPI（シリアルペリフェラルインタフェース）コアは、ディスプレイやデジタルセンサ、チップ間通信
などの組込システムで一般に使われる通信バスです。

PID
このPID（比例・積分・微分）コントローラは、最も一般的なコントローラです。FPGAのハードウェアに
直接実装すれば、制御ループを極めて高速に実行でき、複数のチャンネルを扱ったりバンプレス
切り替えを実現したりすることが可能です。

FFT
このFFT（高速フーリエ変換）コアは、正逆両方のFFTに対応し、スループットと遅延をさまざまな
条件に設定できます。また、窓関数の機能も備えています。

新しいIPブロック

AES
このAES（Advanced Encryption Standard）ブロックは、FPGA上で直接、強度の高い暗号の符号
化および復号化を実行可能です。

DSP48Eハードウェアブロック
このIPブロックはユーザによるコンフィギュレーション（構成）が可能で、Xilinx社のハイエンドFPGA
であるVirtex-5に集積されたDSP48Eブロック群の機能性と柔軟性をほぼすべて利用できます。

ピアツーピアのFPGAストリーミングIP
このブロックを使うと、FPGAボードとPXIモジュールとの間で、両者をつなぐPXI Expressバス上で
800 MB/sを超える帯域幅を専有しながら、データを直接ストリーミングすることが可能になります。
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IPNetの全サポート分野
�制御 �データ集録および信号生成
�信号処理 �データ操作
�デジタルバスおよびプロトコル �暗号化
�数学 �シミュレーション
�RF �ハードウェア統合
�画像処理 �他社製品統合

IPNetに投稿
皆さんが他のユーザも活用できるLabVIEW FPGAの関数を作成
したら、IPNet経由でそれを流通させることができます。IPNetと
LabVIEW Tools Network.を介して、誰でも使えるように提供した
り、有料で販売することも可能です。利用方法についてご質問が
ありましたら、メールでrick.kuhlman@ni.comまでお問い合わせ
ください。

IPNetの注力サポート分野

制御
FPGAは、高いループ速度と極めて低いジッタ、ハードウェアの
信頼性が得られるので、高度な制御アプリケーションに最適
です。IPNetではこの分野に向けて特に、PIDや非線形制御、
モータの磁界ベクトル制御（FOC）などのブロックを提供して
います。

信号処理
IPNetには、あらゆるタイプの信号処理IPが取りそろえられて
います。FFTや再サンプリング、RF変調・復調に対応するブロック
に加えて、シンプルなものから特殊なものまで、さまざまなタイプの
デジタルフィルタブロックも入手可能です。さらに、IP統合ノード
を使えば、Xilinx CORE Generatorで生成したIPコアを直接、
LabVIEW FPGAに取り込めます。

デジタルバスおよびプロトコル
IPNetでは、SPIやI2C、RS232、S/DIF、HDLCなど、一般に使われ
る各種バスのプロトコル層が提供されます。また、UARTやステー
トマシンアーキテクチャなどの低レベルのIPを使えば、ユーザ独自
のアプリケーション要件に合わせて、既存のプロトコルを改変した
り、カスタム仕様のプロトコルを作成したりすることも可能です。

開発したIPをコミュニティに投稿し、参加者がダウンロードできるようにする方法について、さらに詳しくはni.com/ipnet/ja/にアクセスしてください。
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ADC＋FPGA－このアーキテクチャの3大メリットとは？
アナログ・デジタルコンバータ（ADC）とFPGA（Field-Programmable Gate Array）テクノ
ロジは進化し続けており、コストの低減とともに性能の向上が進んでいます。

NI CompactRIOシステムでは、I/Oとホストプロセッサ
の間にFPGAが配置されており、アナログとデジタル
のすべてのI/O信号はそのFPGAを経由します。この
2つのシリコンチップを組み合わせるアーキテクチャ
は、特にテストシステムと制御システムにおいて高い
柔軟性を発揮するツールになります。また、NI
LabVIEW FPGAモジュールと合わせて使用すること
で、数多くのメリットを享受することが可能です。本稿
では、FPGAとADコンバータ（ADC）を計測や制御用
の単一システムの中で組み合わせるアーキテクチャ
の最も大きなメリットを3つ紹介しましょう。

1 データをインラインで処理できる
歪みや圧力、音響などの物理現象を動的に
計測するために設計されたシステムでは、
1秒間に何百万ものサンプルを取得する場合
がありますが、単にそのデータを集録する
だけでなく、取得したデータに何らかの処理を
施して、意味のある情報を抽出しなければ
なりません。ただし、高いサンプリングレートで
取得したデータに対して、高速フーリエ変換（FFT）を実行し
たり、二乗平均平方根（RMS）の値を計算したり、ノッチフィル
タを実装したりすると、ホストプロセッサに非常に大きな負荷が
かかります。場合によっては、その負荷によってシステム全体
の性能が制限されてしまう可能性もあります。そこで、高速
ADCに続く信号処理経路に直接（インラインに）FPGAを挿入
するハードウェアアーキテクチャを採用すれば、FPGAで大量
のデータを処理したり再サンプリングしたり、間引いたりするこ
とで、ホストプロセッサの処理性能を他のタスクに振り分けるこ
とが可能です。例えば、100万ポイントのデータをFPGAに入
力して、RMS値を1つだけ出力するといった処理を実行すれ
ば、本来であればバッファや転送、RMS値の計算などに費や
されていたリソースを節約できます。

2 タイミングやトリガリング、チャンネルロジックをカスタ
マイズ可能
FPGAに実装したロジックは、データを集録してからわずか
1クロックで離散的な入力サンプルを解析することが可能
です。FPGAのクロック周波数はさまざまですが、例えば、
CompactRIOシステムが内蔵するFPGAは40 MHzで動作
します。すなわちFPGA上のプログラムは、集録したサンプル
に対して応答できる状態になるまでに25 ns以下の時間しか
かかりません。このメリットの分かりやすい例として、アナログ
トリガの実装が挙げられます。FPGAに実装したカスタムの

ロジックは、入力サンプルと定数を比較して、あらかじめ設定
しておいたレベルに達したかどうか判断する一連の処理を
25 ns以内で実行可能です。この例のコンパレータ（比較器）
はごくシンプルなロジックですが、その他にも、複数のチャンネ
ルで集録した入力の組み合わせに対して窓関数やヒステリ
シス、カスタムトリガを実行するロジックをコンパレータと同じく
らい簡単にFPGAに実装することができます。チャンネル
ロジックをさらに使いこなせば、FPGAのコードで時間軸方向
のピークを計数することも可能ですから、標準的なアナログ
入力のチャンネルを周波数カウンタとして利用できるようになり
ます。このようにADCからの入力をFPGAで高速処理する
アーキテクチャを駆使すれば、システム設計者はロジックを
プログラムすることで、カスタム仕様のフロントエンド回路を
構築せずに済むようになります。

3 制御を高速化できる
すべての制御システムには、ある共通点が存在します。
つまり、そのアプリケーションが製造用のロボットアームで
あれ、自動車のアンチロックブレーキであれ、食品パッケージ
装置であれ、いずれも「入力→処理→出力」という閉ループ
制御のモデルに従っているという点です。この制御ループの
速度は、あらゆるプロセスと同様に、ループ中で最も低速の
要素によって決まります。それは実際には、アクチュエータの
スピードだったり、センサの更新周期だったり、通信バスの

特集

図1. LabVIEWで記述した「入力→処理→出力」のコード全体をFPGAで実行できます。
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++ +

カスタムI/O

モーションI/O

デジタルI/O

アナログI/O
FPGAリアルタイムプロセッサ

帯域幅だったりします。しかし、LabVIEWでプログラム可能な
FPGAと高速I/Oを使えば、制御アルゴリズムがループ速度を
制限する要因になることはほぼ皆無です。通常、PID（比例・
積分・微分）アルゴリズムや適応制御アルゴリズムでは、扱う
チャンネルの数が増えるに従って、求められる処理性能が
大きくなります。そのため、チャンネル数とスピードのトレード
オフに直面することも少なくありません。FPGAベースの制御
システムは、この課題の克服に寄与する大きな特長が2つあり
ます。第1に、並列プロセスを追加しても、システムのスピード
は低下しません。例えば、FPGA上で稼働する「4入力・
4出力」の制御システムは、「1入力・1出力」の制御システムと
同じ速度で処理を実行できます。リソースが許す限りは、
性能を低下させることなく並列処理プロセスをいくらでも追加
することが可能です。第2に、FPGA上でLabVIEWベースの
コードを稼働させれば、I/OデータをプロセッサやRAM、リアル
タイムOSに移す必要が無いため、制御の遅延を25 nsまで
短縮できます。「入力→処理→出力」の流れを「ADC→
FPGA→DAC」で直接行えば、フルカスタムの設計をしなくて
も、遅延をそのシステムが達成し得る最短のレベルに抑える

ことが可能です。このように、FPGAの2つの特長、すなわち
原理的な並列性と、データをプロセッサに移さずに高度な
アルゴリズムを実行できる能力は、制御システムの設計に
おいて大きなメリットになります。

FPGAにADCを組み合わせれば性能を高めることが可能です
が、両者の間でデータを簡単に移動する手段が無ければ、その
メリットと引き換えに開発期間が長くなってしまいます。そこで、
CompactRIOを利用する制御システムでは、FPGA処理とデータ集録
の実装作業をLabVIEWが支援します。実装作業の一連の工程ごと
に個別のソフトウェアツールを使い分けたり、そのツール群の学習や
サポートの手間が発生したりすることはりません。リアルタイムOSと
信号I/O、HMI（ヒューマンマシンインタフェース）、Webサービス、
そしてもちろんFPGAもすべてLabVIEWコードが実行します。

これら3つのメリットをLabVIEW FPGAモジュールを使って実際に享受する方法
について詳しくは、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1106」
と入力してください。

リアルタイム
プロセッサ

リコンフィギュラブル
FPGA

I/Oモジュール群

図2. CompactRIOでは、すべてのI/Oデータを、ユーザが再構成可能（リコンフィギュラブル）なFPGAを経由させることができ、性能と柔軟性を高めることが可能です。
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図2.新機能のシーケンスアナライザは、コーディングのエラーレポートを生成し、
ベストプラクティスに沿って記述されているかどうかを確認します。

NI TestStand 2010、大規模なテスト開発を
支援する新機能を追加

NIは、複雑性の高い大規模なテストシステムの開発に取り組む
ユーザの皆さんのニーズに応えるため、NI TestStandの最新版を
テスト部門の人員規模の拡大に対応できるように設計しました。
最新版のNI TestStand 2010では、人数の多いチーム間の連携を
促進したり、コードの変更を集約して管理したり、開発時間の短縮を
実現したりするツール群を提供します。

編集時のデバッグ機能
新機能であるNI TestStandシーケンスアナライザは、テストシーケンス
開発者に不可欠なツールです。プログラミング時に起きやすいエラー
を見逃してしまうと、プログラムを実行するまで表面化しないことが
多 あ々ります。テストプログラムの複雑性がこれまで以上に高まり行数
が長くなっているので、こうしたエラーはデバッグ時間の増大につな
がってしまいます。このシーケンスアナライザは、編集時にエラーを
検出し、プログラマに警告することで、開発時間の短縮とコード品質
の確保を実現できます。

共通コーディングフレームワークを構築
シーケンスアナライザは自由度の高いコンフィギュレーション（構成）
に対応しているので、ユーザがカスタム仕様のルールを作成すること
が可能です。チームメンバーが記述するテストシーケンスはすべて、
ここで作成したルールに準拠するようになるため、コーディングに
関する独自の知見や手順をカスタムルールとして設定しておけば、
チーム全体にそれを強制的に適用させることができます。さらにシー
ケンスアナライザは、コード品質を追跡監視するXMLレポート機能も
搭載しています。

複数シーケンスファイルの比較やマージに対応
開発チームの人数が増えると、複数のファイルに分散したコードを
マージ（結合）する必要性が生じます。そこでNI TestStandの最新版
には、共同作業やソースコードの管理に役立つ3ウェイの比較・マー
ジユーティリティを搭載しました。これを使うと、2人の開発者がそれ
ぞれ持ち寄った成果物を、新しいシーケンスファイルもしくはベース
シーケンスファイルにシームレスにマージできます。

LabVIEWとの連携が向上
NI TestStand 2010は、NI LabVIEWプロジェクトやパックプロジェクト
ライブラリとの統合機能を新たに提供します。LabVIEWプロジェクト
にアクセスし、共有変数ライブラリを実装したり、スケールやNI-
DAQmxタスクといったプロジェクトコンポーネントを使用できるようにな
るほか、NI TestStand上で直接、プロジェクトの作成や編集も可能
です。さらに、LabVIEWパックプロジェクトライブラリに収録されて
いるVIを指定できるようになりました。LabVIEWパックプロジェクト
ライブラリのサブVIを修正しても、トップレベルのインタフェースVIを
再コンパイルする必要はありません。また、オブジェクトを抽象化する
昨今のトレンドに従って、LabVIEWクラスデータ型を直接ストアしたり
パスしたりできるように改良しました。これにより、LabVIEWのオブジェ
クト指向プログラミング機能が向上しています。

.NETサポートを強化
NI TestStandの最新版では、.NETアダプタにおいて.NET言語との
互換性を高めました。ジェネリック型への対応や、.NETオブジェクト
リファレンスのストアが可能になったほか、よく使われる「ドット表記」を
用いて、単一ステップ内で複数のコール（呼び出し）をオブジェクト
階層の下位へとつなげることができます。

NI TestStand 2010の新機能のさらに詳しい情報や、無償の評価版のダウン
ロードについては、ni.com/teststand/ja/upgradeにアクセスしてください。

製品情報

図1.比較・マージユーティリティは、最大3つのシーケンスファイルを統合して、
相違点をリスト表示します。
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PXIモジュールとして業界最高性能の
新型ベクトルシグナルアナライザNI PXIe-5665

ベクトルシグナルアナライザ（VSA）の新製品であるNI PXIe-5665
は、PXI対応モジュールとして業界最高水準の性能を備え、高い
柔軟性で高速かつ高精度の計測を実現します。3段のスーパヘテロ
ダイン方式を採用しており、20 Hz～3.6 GHzの周波数範囲にわたっ
て25 MHzもしくは50 MHzの瞬時帯域幅で、スペクトラムの計測と
広帯域ベクトル信号の解析が可能です。位相ノイズは
－129 dBc/Hz（10 kHzオフセット、800 MHz時）と極めて低く、平均
ノイズレベルは‐165 dBm/Hzに抑えたうえ、3次インタセプトポイント
（IP3）は＋24 dBm、絶対振幅確度は±0.10 dBをそれぞれ確保しま
した。しかも価格については、このようにクラス最高水準の性能を達成
しながらも、従来のスタンドアロン型計測器に比べて大幅に低くなっ
ています。
NI PXIe-5665は、新しいダウンコンバータのNI PXIe-5603と、

新しい局部発信（LO）シンセサイザのNI PXIe-5653、および中間
周波数（IF）デジタイザのNI PXIe-5622を組み合わせて構成されて
います。ダウンコンバータは、LOシンセサイザ（NI PXIe-5653）が出力
する低位相ノイズのLO信号を使って、RF信号をIF信号に変換
します。そのIF信号を、IFデジタイザ（NI PXIe-5622）が16ビットの

分解能と150 MS／秒のサンプル速度でデジタル化します。ダウンコン
バータは、プリアンプをオプションで搭載し、雑音指数を下げることが
可能です。また、ベクトルシグナルアナライザのIP3を最適化する
スイッチフィルタバンクも内蔵しており、それによって隣接チャンネル
漏えい電力比（ACPR）などの難しい計測にも対応できます。さらに、
ダウンコンバータはLOシンセサイザから受け取ったLO信号を
モジュール内部で周波数変換に使うほか、そのまま外部に出力する
ポートも備えています。このような柔軟性の高いアーキテクチャを採用
しているので、例えば1台のLOシンセサイザに複数のダウンコン
バータを並列に接続すれば、MIMO（Multiple Input, Multiple
Output）や方向探知など、複数のチャンネルで位相の同期をとりな
がら信号を集録する必要があるアプリケーションに対応できます。
変調信号の解析におけるNI PXIe-5665の特徴は、独自の自己

キャリブレーション機能を搭載していることです。内蔵の高精度トーン
信号を使って、IFの振幅応答で±0.1 5dB、位相直線性で±0.1度を
達成することが可能です。これにより、変調誤差（EVM）を256 QAM
の変調信号に対して0.21％未満と非常に低く抑えられます。またNI
PXIe-5665では、RFリストモードも用意しました。一連のRF計測条件
をあらかじめ設定しておけば、内部タイミングか外部トリガを与える
ことで、その計測ステップを1つずつ確定的にかつ高速に進めること
ができます。
このVSAのNI PXIe-5665はさらに、RFベクトル信号発生器のNI
PXIe-5673と組み合わせて、最大3.6 GHzまでの信号を生成したり
解析したりすることが可能です。NI LabVIEWのRFソフトウェア
ツールキットとNI LabWindowsTM/CVI、.NETを使えば、GSM・EDGE
からWCDMA、LTE、無線LAN、WiMAXまで、幅広い無線通信規
格に対応できます。また、1,500種類以上のPXIモジュールを自在に
組み合わせて、完全な自動テストシステムを構築することも可能
です。

仕様や価格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「nsi1109」と入力してください。

製品情報

図1. RFベクトル信号アナライザのNI PXIe-5665は、スペクトラムの計測と
ベクトル信号の解析の両方に対応可能です。

図2. NI PXIe-5665は、新型モジュールであるダウンコンバータのNI PXIe-5603とLOシンセサイザのNI PXIe-5653、
IFデジタイザのNI PXIe-5622を組み合わせた、柔軟なアーキテクチャを採用しています。
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PXI Expressハードウェアで物理現象計測の
精度と速度をさらに向上

NI PXIプラットフォームでは、ソフトウェアで構成可能な計測器を用い
て、あらゆる物理現象を計測できます。NIが提供するPXI Express
対応ダイナミック信号集録（DSA）モジュールの最新機種であるNI
PXIe-4492/4497/4499は、24ビット分解能の入力チャンネルを8もしく
は16チャンネル備えています。ノイズ検出性能を高めたり、計測分解
能を改善したりできる信号調節機能も内蔵しました。具体的には、
アンチエイリアスフィルタとプログラム可能なIEPE（Integrated
Electronic Piezoelectric）励起電流源、複数のゲイン設定を切り替え
る機能などを内蔵しています。これらの新製品は、音響や振動計測
のほか、信号中の歪みやノイズの検出が求められるあらゆる電圧計
測に最適な、柔軟性の高いソリューションです。
NI PXIe-449x DSAモジュールはさまざまなアプリケーションに

対応します。物理現象計測の一例としては、近傍場音響ホログラフィ
（NAH）におけるマイクの信号集録が挙げられます。NAHは、ノイズ
を低減するデバイスや設計の性能を計測する際によく用いられて
います。また、自動車などの製品を新たに市場に投入する際に、環境
騒音基準に準拠しているか判断する用途にも使われます。こうした
測定は、環境面と計測器の設備面の問題のため、旧来型のツール

では実 施 が 困 難で す。米Blue Ridge
Research and Consulting社は、NIのDSA
デバイスとNI LabVIEWソフトウェアを導入
して、F-22ジェット機から発生するプルーム
（噴煙）を評価するカスタム装置を開発しま
した。
Blue Ridge Research and Consulting社

のエンジニアであるMichael James氏は、
「LabVIEWソフトウェアの柔軟性によって、
監視機能とデータ検証機能をカスタマイズ
できました」と述べています。飛行機で旅す
る人が世界的に増え続けていることを背景
に、航空機のノイズ低減技術の開発に投じ
られる研究費も拡大しています。
NIのPXIシリーズには1,200種類以上の

計測モジュールが用意されており、音響や
振動解析にとどまらず、広範な計測ニーズ
に対応します。例えば、NI SC Express
モジュールを使えば、歪みや圧力、負荷、
トルク、温度、その他さまざまな物理量を
計測することが可能です。NI-DAQmxドラ
イバソフトウェアを利用すると、これらのさま
ざまなタイプの計測を互いに緊密な同期を
とりながら実行でき、実世界の構造物を

対象とするテストや解析のアプリケーションをこれまでになく短い時間
で開発できるようになります。さらに、当初は小規模なテストシステムを
原型として開発し、その後、大規模なテストを実施する際にシステム
をわずかなソフトウェア開発だけで、最大数千チャンネルまでシーム
レスに拡張することも可能です。
PXI Expressはこれまで、多チャンネルデータ集録に向けた集録

システムに多数採用されています。米テキサス州オースティンにある
テキサス大学ファーガソン構造工学研究所（Ferguson Structural
Engineering Laboratory）では、試験用橋梁構造物の上に道路材料
を積み上げ、橋梁がどの程度の荷重まで耐えられるかを検証する
構造テストを実施しました。同大学のエンジニアチームは、歪み計測
と加速度計測をコード内でシームレスに組み合わせた上、安全性の
観点からワイヤレス接続が適切な場合については、ワイヤレス対応
のモジュールを簡単に統合することができました。

構造テストや、NI PXIe-449xモジュールの技術的なメリットについて詳しくは、
ni.com/structural-test/ja/にアクセスしてください。

製品情報

図1.新製品のNI PXIe-449xは、ダイナミック計測に最適な、柔軟性の高いソリューションです。
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ディスカバリーチャンネル望遠鏡をLabVIEWで制御
課題
大型光学望遠鏡をネットワーク経由で分散制御するシステムの
制御ソフトウェアを設計して実装する。

ソリューション
NI LabVIEWソフトウェアを使って、望遠鏡の架台制御ハード
ウェア用の制御システムを構築する。

米国アリゾナ州にあるローウェル天文台と当社（Observatory
Sciences社）は、科学ドキュメンタリーのケーブルテレビ放送を手掛
けるディスカバリー・コミュニケーションズ社と共同で、ディスカバリー
チャンネル望遠鏡（DCT：Discovery Channel Telescope）の開発に
取り組んでいます。DCTは口径4.2 mの大型望遠鏡で、完成すれば
米国で5番目に大きな望遠鏡になります。太陽系の観察から、恒星や
銀河系、銀河系外天文学における基礎研究に至るまで、現代の
天体物理学における広範な分野において有用なツールになると
期待されています。
当社は、大規模物理制御の各種アプリケーションにLabVIEWを

用いており、今回のDCT制御システムではLabVIEWを中核のソフト
ウェア開発ツールとして採用しました。このシステムでは、分散型サブ
システムがLabVIEWの共有変数を使って情報をやりとりします。
また、NI CompactRIOシステムを用いて、望遠鏡の反射鏡やドームを
インテリジェントに制御しています。さらに、環境制御システムには、NI
Compact FieldPointコントローラを導入しました。
望遠鏡制御システムの実装にLabVIEWを採用した理由は3つ

あります。LabVIEWが統合開発環境であることと、遠隔からデータを
提供するためのインターネット機構を簡単に統合できること、そして、
過去に類似のプロジェクトで試作期間の短縮と生産性の向上を
実現した事例があることです。
当社が開発する制御システムは通常、複数の望遠鏡に共通する

機構と、各望遠鏡に特化した機能やサブシステムを組み合わせて
構成します。そうした大規模な分散型システムの開発をサポートする
ため、当社はLabVIEWをベースにした柔軟性の高いソフトウェア
フレームワークを構築しています。これにより、複数の望遠鏡である
程度の機構を共通化でき、望遠鏡ごとのカスタムソフトウェアの開発
規模を大幅に削減することが可能です。

この共通ソフトウェアは、さまざまなタイプの望遠鏡で再利用する
ことを目的に設計されており、Linux OS上とWindows OS上それ
ぞれで稼働するLabVIEWの間で移植することができます。当社は、
大規模な分散型制御システムを制御するアプリケーションを
LabVIEWで開発し、汎用のソフトウェアインフラを作成しました。すで
にこのソフトウェアインフラを使って、プロ用光学望遠鏡を制御する
複数の大規模ソフトウェアアプリケーションを実装済みです。DCTは、
このソフトウェアインフラを用いて完成させた最初のシステムです。
LabVIEWの導入によって、ラピッド試作を実現し、外部のアプリケー
ションライブラリや内蔵型デバッグ機構を容易に統合することができ
ました。

－ Philip Taylor Observatory Sciences社

LabVIEWを用いた計測器の制御方法に関する動画をご覧いただくには、
ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi1112」と入力してくだ
さい。

ユーザ事例

米国アリゾナ州フラッグスタッフ市の中心部から約64 kmの郊外に設置された
DCTは、このサイズの地上望遠鏡としては最先端の技術を導入しています。
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深海掘削船用ライザーの管理システムを開発
課題
海洋掘削用ライザー（上昇管）にさまざまな動作モードで加わる
圧力を解析し、ライザーの運用の安全性を高められるように、掘削
船の最適な位置を推奨する。

ソリューション
掘削用ライザーからデータを集録するとともに、そのデータの
ホスティングと送出も担うスタンドアロン動作の装置をNI
CompactRIOを使って実現する。また、NI LabVIEWを用いて、
圧力を推定して推奨位置を提示し、オペレータへの変更をセット
アップする。

現在では、深海坑井の掘削深度は3,000 mにも達しています。そう
した中、2010年4月にメキシコ湾で石油掘削施設のDeepwater
Horizonが爆発して原油が流出する事故が発生し、掘削施設に
大きな注意が向けられるようになりました。ライザーの状態を監視する
信頼性の高い管理システムが極めて重要です。ライザーとは、海底
と海面上の設備をつなぐ管（上昇管）を指します。この管は、ドリル
ストリングなどのさまざまな工具を深海坑井に送り込む役割を果たす
ため、掘削作業に不可欠です。
当社（BPP-TECH社）は、船舶上に

おいて、正常張力の掘削作業を実施
したり、ライザーの試運転や改修作業
を実施したりするために、ガイド情報を
リアルタイムに提示する船上設置型
のライザー管理システム（RMS：
Riser Management System）を開発
しました。
このシステムは主に、データ集録
システムとメインコンソールディス
プレイという2つの要素で構成されて
います。データ集録システムは、リアル
タイムコントローラのNI cRIO-9012に、
CシリーズモジュールのNI 9871を3個
組み合わせたものです。メインコン
ソールにはWindows PCを採用し、
LabVIEWを用いて社内で開発した
ソフトウェアを動作させます。
LabVIEWとLabVIEW MathScript

RTモジュールを使用してRMSソフトウェアを作成し、船舶のブリッジ
に配置した専用コンソールで動作させます。前述のデータ集録
ハードウェアは、さまざまなソースからデータストリームを集録し、それら
をEthernet経由で受信した1本のデータストリームに統合します。その
ため、インタフェースハードウェアを最小限に抑えられました。
LabVIEWを使ってライザーをモデル化し、3次元の流速と、波の

周期・高さを環境条件として与えます。さらに、ライザーの上部と下部
の角度を考慮して、坑口に設けた噴出防止装置に対するライザーの
デパーチャ角と、掘削船上のフレックスジョイントへのアプローチ角を
求めます。そしてデータを解析し、そのデータを利用してライザー内の
圧力を算出します。この結果は、このほかに集録して計算したデータ
と共に、RMSのベースになります。

LabVIEW MathScriptとフォーミュラノードを使うことで、テキスト
ベース言語で記述された既存のIPを今回のソフトウェアに取り込む
ことができ、コードを効率的に再利用できました。また、有限要素モデ
リングの実行に必要な行列操作や計算には、LabVIEWに組込まれ
た演算機能と線形代数VIを活用しました。さらに、LabVIEWが原理
的に備える並列性を活かし、ホストコンピュータのマルチコア性能を
最大限に引き出すことができました。

CompactRIOのリアルタイムOSとハードウェアは堅牢で信頼性に
優れているため、海上環境での使用に最適な製品です。NI社の
ハードウェアおよびソフトウェア製品群を使用すれば、すべての
モジュールを容易に統合できるうえ、モジュール間の通信も簡単に
確立できるため、システムの機能や性能に妥協することなく、開発
時間の短縮を実現できます。

－ Rodrigue Akkari BPP-TECH社

CompactRIOが稼働する様子を動画でご覧いただくには、ni.com/jp/infoに
アクセスの上、Info Code欄に「nsi1113」と入力してください。

ユーザ事例

掘削用ライザーは長く細い構造のパイプで、海中のインフラと掘削船を接続する複数の鋼管で構成されています。
現在ではライザーの長さが3,000 m以上に達することもあるため、監視の必要性がこれまで以上に高まっています。
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サービスとサポート：ソフトウェア購入者全員に提供
開発プロジェクトを成功させるには、優秀な人材と信頼できる製品、
そして高品質のサービスを組み合わせた強固な基盤が不可欠
です。NI製品を購入した、開発プロジェクトを担うエンジニアの皆さま
がすぐに利用できる、有用なサービスをご存知ですか。NIソフトウェ
アを購入したお客様は、NI標準サポート・保守プログラム（SSP：
Standard Service Program）の会員として1年間自動登録されます。
SSP会員になると、エンジニアの方 か々ら大変好評を得ている、次の
ようなサポートリソースをご利用いただけます。

ソフトウェアアップデート
SSP会員の皆さまには、ご購入されたソフトウェアの最新版への
アップデートやメンテナンスリリース（修正プログラム等）が無料で
提供されるため、進化し続ける最先端テクノロジに追随した最新版
を常に入手することができます。

技術サポート
SSP会員になると、高度な技能と経験を持つNIのエンジニアによる
世界最高水準のサポートを受けることができます。NIのエンジニア
は、お客様のチームの一員として、問題解決や計画に沿ったプロジェ
クト進行を支援し、NI製品のエキスパートとして貴重なリソースを
提供します。このようなサポートコールサービスは通常、SSP会員の
皆さまには、資格がアクティブである間は無料で利用できます。

「NIの技術サポートは、これまでに体験したサポートの中
でも最高のサービスでした。担当してくださったエンジニアの
方は時宜を得た対応をしてくれた上、問題解決に対して
熱心に取り組むプロフェッショナルでした。担当者の尽力の
おかげで、1週間当たり約4時間に相当する工数の短縮が
可能になりました。ありがとうございました」

－Biorep Technologies社、エンジニアリングディレクター

「NIのアプリケーションエンジニアのサポートがとても有益
でした。
サポートセンターに電話をしたことで、アナログI/Oや、デジ
タル信号、カウンタ信号など、複数の種類のデータを同期
するプロジェクトにおいて、最も困難な作業をわずか2、3日
で完了させることができました。NIの素晴しいサポートには
大変感謝しています」

－GSystems社、シニアプロジェクトエンジニア

オンデマンドトレーニング
オンデマンドトレーニングを活用すると、自分のオフィスに居ながらに
して、効率の改善や、開発時間の短縮、技術知識やスキルの向上を
達成できます。トレーニングモジュールの受講料は1モジュールにつき
100米ドル相当に値し、NI LabVIEWソフトウェアの最新版に収録さ
れている新機能や、LabVIEWや他のソフトウェア製品に搭載されて
いる高度機能など、さまざまな関連トピックを取り上げます。

実際にオンデマンドトレーニングモジュールにアクセスし、体験された
い方は、NIのオンデマンドトレーニングのページをご覧ください。

会員資格を更新すれば、こうした有用なサービスやサポートによる
メリットを継続的に活用できるようになります。サポートやサービスに
関するリクエスト／お問い合わせ内容については、直接弊社まで
ご連絡いただくか、Myサポートサービス（ni.com/jp/support）から
ご連絡ください。直通電話とEメールによるサポートは、サービス契約
が有効期間内にあるお客様に限り、ご利用いただけます。

会員資格はNIのウェブサイト（ni.com/upgrade）で今すぐ更新できます。

サービス／サポート
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NIWeek会場の様子

一般部門を以下の産業別に刷新しました。※アカデミック研究・
教育部門は教員・研究者が対象です。
◆自動車・航空宇宙部門 ◆エレクトロニクス部門
◆ロボット・FA部門 ◆新エネルギー・環境部門
◆アカデミック研究・教育部門

特別部門－「グラフィカルシステム開発」新設！
本年度より新たに特別部門を設けました。設計・試作・実装の
開発工程における効率化が評価基準に加えられ、特別に審査
されます。※産業、アプリケーションの制限はありません。

1. 製品開発および技術開発の設計・試作・実装の何れかの
工程において、NI LabVIEWとNIハードウェアを開発プラット
フォームとして採用している

2. 設計、試作、実装の工程における開発効率の向上を実現
させている

【対象となるアプリケーションの例】
制御系設計モジュールで設計したコードを、そのままPXIに試作
機として実装することで、開発時間の短縮を実現

アプリケーションコンテスト 2011作品募集中
■概要

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

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

■審査・評価基準
1．NIのソフトウェア、ハードウェアの特長を最大限に活用したアプリ
ケーションか

2．そのアプリケーションは課題解決に役立っているか
3．開発時間の短縮、コストの削減、品質の向上につながっているか
4．革新的なアプリケーションか

■作品執筆のポイント
�NIのハードウェア／ソフトウェア製品がシステム内でどのように使用
され、どのような成果を生みだしているのか、可能であれば具体的
な数値も交えて（xx％時間短縮、xx％コスト削減など）詳しく説明
してください。
�システムを構築する際、考え得る組み合わせの中で、なぜNI製品
の採用に至ったのか、工数、費用対効果、スループット、製品原価
等、具体的な例を挙げて説明してください。

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

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

■賞品
1. 一般部門
最優秀賞：「NIWeek* 2012」ご招待（1名様）
各部門賞：賞品券5万円分（各部門毎に1名様）※但し、応募者

全員が一定のスコア基準に達しない場合、部門賞該当
なしとなる場合があります。

参 加 賞：作品を提出いただいた方全員に、I・O DATAのポータ
ブルハードディスク「カクうす」を差し上げます。

*NIWeekは米国テキサス州オースティンにて開催される、NI本社最大のテクニカルコンファレンス・
イベントです。最優秀賞賞品には2012年8月（予定）に開催されるNIWeekへの参加費用のほか、
往復航空費、現地での宿泊費が含まれます。

2. 学生部門
最優秀賞：商品券15万円分
優 秀 賞：商品券5万円分
参 加 賞：作品を提出いただいた方全員に、I・O DATAのポータ

ブルハードディスク「カクうす」を差し上げます。

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

2.作品提出
下記3点を、marketingjapan@ni.comまでお送りください。その際、
タイトルに「アプリケーションコンテスト」と部門名を明記してくだ
さい。なお、作品制作に時間がかかる場合は、先に�の申込書
のみ、お送りください。
�アプリケーションコンテスト2011申込書（記入済のもの）
�執筆ガイドラインに沿って制作した作品
�アプリケーション事例使用許可書（記入済のもの）
※ファイルサイズが10 MBを超える場合は、原稿と図表類をCDR
またはDVDに収め、ハードコピーを添えて、下記までご郵送くだ
さい。

＜郵送先＞〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産
芝大門ビル8F

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
コーポレートマーケティング
アプリケーションコンテスト2011係

【締め切り】
コンテスト参加申込締切：2011年7月29日（金）
コンテスト作品提出締切：2011年9月30日（金）

■お問い合わせ
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
コーポレートマーケティング アプリケーションコンテスト2011係
〒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（代）／Fax：03-5472-2977

アプリケーションコンテスト
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NI PXIe-5186 NI PXIe-5185

帯域幅 5 GHz 3 GHz

サンプリングレート 12.5 GS/s（1チャンネル時）、6.25 GS/s（2チャンネル時）

チャンネル数 2チャンネル

分解能 8ビットADC

データ転送速度 700 MB/s以上

有効ビット数（ENOB） 5.5ビット（5 GHz時）

サイズ 3スロット、3U PXI Express

製品名 種類 分解能 速度 特長

NI 5762 デジタイザモジュール 16ビット 250 MS／秒
アナログ・デバイセズ社製
AD9467 ADC搭載

NI 6587
高速LVDS
インタフェース用*
デジタルI/Oモジュール

－
1 Gb／秒
／CH

データライン16チャンネル
PFIライン4本

NI 5731
汎用デジタイザ
アダプタモジュール

12ビット 40 MS／秒
2チャンネル
同時サンプリング

NI 5732
汎用デジタイザ
アダプタモジュール

14ビット 80 MS／秒
2チャンネル
同時サンプリング

NI 5733
高分解能デジタイザ
アダプタモジュール

16ビット 120 MS／秒
2チャンネル
同時サンプリング

NI 5734
高分解能デジタイザ
アダプタモジュール

16ビット 120 MS／秒
4チャンネル
同時サンプリング

*LVDS（低電圧差動信号）は高データレートで高耐ノイズ性および低消費電力の高速
デジタルインタフェース。

新製品情報 2011年3月～2011年6月
◆テクトロニクス社と共同開発した業界最高*の性能を備えたPXIデジタイザ

「NI PXIe-5186」、「NI PXIe-5185」

「NI PXIe-5186」には、テクトロニクス社の

信号処理技術が採用されており、最大

5 GHzの帯域幅と12.5 GS／秒のサンプ

リングレートを実現するため、PXIデジタ

イザとして業界最高性能を誇る。自動

テストアプリケーションに最適化された

性能を発揮。

*ナショナルインスツルメンツ調べ。2011年5月10日時点において。
（「NI PXIe-5186」：12.5 GS／秒のサンプリングレート、5 GHzの帯域幅、5 GHzにおける
有効ビット数（ENOB）5.5ビット）

【NI PXIe-518xモジュールの主な仕様】

テクトロニクス社の技術により、500 fs rmsという低ジッタによって、5 GHzにおける

有効ビット数（ENOB）は5.5ビットという優れた性能を実現。また、デジタイザは

700 MB／秒という高いデータ転送レートを備えており、160 ps未満の精度で複数

のモジュールの測定チャンネルを同期させることができる。

両デジタイザは、グラフィカルシステム開発ソフトウェアである「NI LabVIEW」

や、「NI LabWindowsTM/CVI」（ANSI Cソフトウェア開発環境）、およびMicrosoft

Visual Studio .NET開発ツールなど、幅広い計測制御プログラミングオプションに

対応。NI-SCOPE計測器ドライバや、ジッタ、アイダイアグラム、および位相ノイズ

計測に最適化された関数のライブラリを備えた「NI LabVIEW Jitter Analysis

（ジッタ解析）ツールキット」を使用してプログラミングすることもできる。

◆PXI用のNI FlexRIOシリーズにFPGAに対応した6種類のI/Oモジュールを

追加

PXI用のNI FlexRIO製品シリーズに

FPGAベースで再構成可能なI/Oを

備えた6種類のアダプタモジュールを

新たに追加。これらの製品では、汎用

自動テストおよび高速デジタル通信用

機能が強化されている。NI FlexRIO

シリーズは、業界初の商用（COTS：commercial off-the-shelf）ソリューションと

して、NI LabVIEW FPGAテクノロジの柔軟性と高速でユーザによる構成が可能

なI/OをPXIプラットフォーム上で実現する。

【新しい6種類のアダプタモジュールの主な仕様】

◆Cシリーズ高速コントローラエリアネットワーク（CAN）モジュール「NI 9862」

「NI 9862」は、組込ネットワークとの通信用に開発された

高性能インタフェースであるNI-XNETファミリの最新製品

で、「NI CompactDAQ」および「NI CompactRIO」ハード

ウェアプラットフォームでNI-XNET製品が利用できるように

なるほか、「NI CompactDAQ」もCAN対応となる。本製品

は、最大1 Mビット／秒の連続転送レートを誇り、ハード

ウェアによる高速メッセージ通信やオンボードフレーム処理

などの機能に加え、フレーム損失なしでバス負荷100パーセントでの通信が行え

るなど、NI-XNET PCI/PXIインタフェースと同様のメリットがある。

＜New＞

LabVIEW 2010
プログラミングガイド

ロバート・H・ビショップ 著

日本ナショナルインスツルメンツ（株）監訳
長尾高弘・アスキーハイエンド書籍編集部訳
B5変型判801ページ
定価7,350円（税込）

ISBN：978-4-04-868751-5

＜New＞

LabVIEW
画像計測入門

橋本岳、
山本茂広、
浦島智 著

株式会社講談社
B5判・207ページ
定価3,150円（税込）

ISBN：978-4-06-155792-5

＜New＞

LabVIEWで学ぶ
［最新］LEGO
Mindstorms
NXT入門

三島健太 著
技術評価社
B5変形判・208ページ
定価2,814円（税込）

ISBN：978-4-7741-4655-3

新製品情報

【NIソフトウェア関連書籍の紹介】

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

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】
7/5大坂、7/12名古屋、7/13東京、7/27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。

◆仮想試作セミナーVirtual Prototype Day 2011
～エレメカ制御連携・仮想試作が統合品質作りこみを推進する～
（日本NI／ソリッドワークス・ジャパン共催）
ものづくりにおけるエレメカ制御の連携や、品質確保のためのプロセスの見直しが重要課題と
なりつつあります。従来のような分業体制と実機試作から、3次元データを活用した仮想試作で
新たなる体制での品質の統合作りこみを実施し、開発者が十分満足のいく品質確保を仮想
検証します。また、これにより実機試作での検証も最大効率化が可能になります。本セミナー
では、その課題に対する提案をユーザー事例ともに紹介します。

【開 催 時 間】13：00～17：00

【開催日・場所】
7/8名古屋、7/26大阪
※最新情報はhttp://www.solidworks.co.jp/sw/6330_JPN_HTML.htmをご覧くだ
さい。

Web
■グラフィカルシステム開発
http://www.ni.com/jp/gsd

■人とくるまのテクノロジー展2011バーチャルNIブース
http://sine.ni.com/lp/app/lpaw/p/id/lpaw-110

■NIテクニカルデータ管理
http://www.ni.com/data_management/ja

■NI DataFinder Server Edition
http://www.ni.com/datafinder/

■計測機能を拡張する
http://www.ni.com/high-speed-digitizer/ja

■NIとTektronixTM社が共同でエンジニアリングの生産性を向上
http://www.ni.com/tek/ja

■LabVIEWステートチャートモジュール
http://www.ni.com/labview/statechart/ja/

■ARMマイクロコントローラ対応NI LabVIEW組込システム開発モジュール
http://www.ni.com/labview/arm/ja/

■NI LabVIEWタッチパネルモジュール
http://www.ni.com/labview/touch-panel/ja/

■LabVIEWデータロギング／監視制御（DSC）モジュール
http://www.ni.com/labview/labviewdsc/ja/

■LabVIEW FPGAモジュール
http://www.ni.com/labview/fpga/ja/

■LabVIEWワイヤレスセンサネットワークモジュール
http://www.ni.com/labview/wsn/ja/

■LabVIEW Real-Timeモジュール
http://www.ni.com/labview/realtime/ja/

■NI LabVIEW MathScript RTモジュール
http://www.ni.com/labview/mathscript/ja/

■NI LabVIEW Roboticsモジュール
http://www.ni.com/labview/robotics/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/9F・Tel：0120-108492・Fax：（03）5472-2977
URL：ni. com/jp・E-mail：infojapan@ni. com
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