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機能と安定性の両輪でシス
テム開発の生産性を高める

サイエンスやエンジニアリングに関するシステムを新たに開発する場合

は、大きな世界観を考慮に入れるものです。皆さんが新しいシステムを

構築する際にも、そのアプリケーションの想定し得る最も広いニーズに

適合するように配慮されていることでしょう。そのようにして開発された

システムによって皆さんの専門分野はさらに最前線に向かうのです。そ

れほどまでに、そのようなシステムは革新的で、かつ大きな影響力があ

ると言えるでしょう。

そうしたシステムをこれまで以上に短期間で市場に提供できるよう

に、皆さんを支援するのがNIのシステム開発ソフトウェア「LabVIEW」

です。LabVIEWは、ハードウェアインタフェースや、解析ライブラリ、ユーザインタフェース、実装

ターゲット、テクノロジ抽象化、演算の複数のモデルなど、システムを構築するために必要な各

要素間の互換性と通信可能性を確保しています。NIの開発チームは、LabVIEWの新バージョンを

毎年リリースする際に、2つの側面を両立させることに腐心しています。1つは、皆さんが最新の

テクノロジを活用できるようにすることで、もう1つは、皆さんが構築するシステムの安定性を高め

られるようにすることです。この取り組みは、アートでもあり、サイエンスでもあります。消費者向け

エレクトロニクス機器や通信インフラ機器の業界では、他の業界に先駆けて先進的なテクノロジが

導入されています。そこでLabVIEWの開発チームは、皆さんが計測・制御分野のアプリケーション

でもこうした先進のテクノロジをすぐに利用できるように、素早くLabVIEWをアップデートしなけ

ればならないのです。

そうした進化の実例としては、FPGA（field-programmable gate array）やマルチコアプロ

セッサが挙げられます。例えば、Xilinx社は最近、「ZYNQ」というチップを発表しました。これは、

FPGAのプログラミング領域とARM9のプロセッサコアを混載したチップです。このテクノロジが

もたらす可能性には非常に胸躍るものがあります。NIの開発チームは現在、このテクノロジを皆

さんがいち早く活用できるように対応を進めています。こうした取り組みを通じて、LabVIEWユー

ザである皆さんは、これまで以上に短期間で強力な新機能をアプリケーションに追加できるように

なります。

このようなテクノロジの進展には周期があります。そこで、テクノロジの世代が1つ進んだ後、次

の世代に歩を進めるまでの間は、NIの開発チームはシステム性能と安定性に注力して改善に取り

組みます。もちろんNIのマーケティングの観点から考えると、LabVIEWの最新機能のリストにたく

さんの項目が並んでいた方がうれしいというのが正直なところです。しかし実際には、従来よりコン

パイルの時間が短くなった、ドライバの性能が高まって速くなった、システム安定性が高くなったと

いった改善点も、新機能の追加と同じように重要なはずです。今号の「Instrumentation

Newsletter」では、LabVIEWの生産性が他の開発ソフトと一線を画す理由（p.3）や、過去25年

もの間、LabVIEWが未来に向けてそのグラフィカルな開発手法をどのように確立してきたか

（p.11）などをお伝えします。

LabVIEWは、エンジニアリングとサイエンスのシステム開発において皆さんの生産性を高める

有用なツールです。バージョンアップの際には、全く新しい機能がたくさん追加される場合もありま

すし、既存の機能の安定性や性能が向上するという場合もあります。しかしNIは、皆さんが世界を

変えるエンジニアリングとサイエンスのシステムを生み出す力において差別化を図れるように、

これらの2つの側面をうまく調和させるためのたゆまぬ取り組みを続けています。
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LabVIEW 2011で更なる生産性向上を
NIでLabVIEW製品の開発に携わっている私たちは、現実を素直に受け

入れる必要があります。皆さんがこの記事を読んだり、Webイベントを

見たり、NI LabVIEWソフトウェアについて学んだりしているのは、単に

グラフィカルプログラミングや色付けされたワイヤを気に入っているか

らというわけではありません。皆さんはやるべき仕事を抱えており、

今使っている他のツールより生産性が高まるかどうかという観点でNI

製品を評価しているという方が実際には多いでしょう。

ここでエンジニアリングとサイエンスの分野のシステムについて考え

てみたいと思います。皆さんが開発しているのが温度監視システムで

あれ、込み入った手順のテストであれ、それらには共通して求められる

不可欠な要素があります。まずはI/Oです。そのI/OがNI製でも旧来の

計測器メーカー製でも、自身で作製したカスタム品でも、そしてそれらが

混在していても、簡単に接続できなければなりません。また、すべての

ハードウェアと通信したい、カスタムの解析やロジックを追加したい、イン

タフェースを設計したいといった要求もあります。さらに、開発者でなく

てもそのプログラムを実行したり、コードを任意の実行プラットフォーム

に移植したりできることが望ましいでしょう。これらの要件は、1つ1つは

それほど難しくないように見えるかもしれません。しかし、皆さんが必要

としているのは、これらのステップを1つの完全な形にまとめ、開発の

プロセスを効率化し、保守を簡略化して、全体的なコストを削減できる

単一の環境です。

これこそが、LabVIEWが備える本質的な価値です。皆さんはもっと

生産性を高めることができます。I/Oを統合し、データを解析して、UIを

デザインし、組込プロセッサもしくはFPGA（field-programmable gate

array）に実装するという一連の作業のすべてをLabVIEWという単一の

環境で行うことが可能です。LabVIEWを使えば、皆さんは過去の実績を

超える成果を上げられるようになり、仕事をもっと速く簡単に、低いコスト

で対応できるようになります。LabVIEWは新バージョンのリリースごと

に、皆さんが達成できる生産性のレベルを高める取り組みを続けて

います。これはLabVIEW 2011でも変わりません。もし皆さんが

LabVIEWを次のプロジェクトに採用することを検討しているエンジニア

なら、LabVIEW 2011の最も重要な特長は、ハードウェアの統合と、

生産性の向上、サポート力の高いLabVIEWのエコシステムを活用する

ことで、皆さんが確信を持ってイノベーションに挑めるようになるという

点です。新しいハードウェアや機能、NIのユーザコミュニティから報告さ

れた問題の修正、いずれを通しても、次の3つの要素がLabVIEWを使う

メリットを最も良く表しています。

ハードウェア統合性とサードパーティ互換性の強化

LabVIEWは25年間にわたって、PCベースのハードウェアとあらゆる

ベンダのベンチトップ計測器とのシームレスな互換性と統合を提供する

ことで、データ集録と計測制御の市場に貢献してきました。マルチコア

プロセッサとFPGAの普及によって、いまやLabVIEWは組込設計や

自動テスタ、先端研究機関の領域にも対応できるようになっています。

LabVIEWは、さまざまなモデルのコンピュータツールやエンジニアリン

グツールとの比類の無いハードウェア統合と幅広い互換性を提供し続け

てきました。それによりLabVIEWは、あらゆるテストと組込みのアプリ

ケーションを設計して実装するために必要な、ただ1つのソフトウェアと

いう位置付けになっています。

エンジニアリング分野のアプリケーションでは、ほとんどの場合、ハー

ドウェアの統合が不可欠です。一般に、ハードウェアを扱うには、大量の

プログラマ用マニュアルが必要になったり、ベンダが提供するDLLに対

する低レベルのコールを組み合わせたり、そのハードウェアでしか機能し

ない独自のソフトウェアアプリケーションを用意したりしなければなりま

せん。独自のソフトウェアは、単に「そのハードウェアを使う」ためには十分

かもしれませんが、それを他のベンダが供給する別のハードウェアを

用いるシステムに統合するのは難しい場合があります。

LabVIEWでは、同じプログラミングアーキテクチャをあらゆるハード

ウェアの統合に適用できます。図1に示した、開く（Open）→設定

（Configure）→読み出し／書き込み（Read/Write）→閉じる（Close）と

いう命令の同じシーケンスを、ほぼすべてのPCベースの集録デバイス

に適用することが可能です。例えば、USBデータ集録ハードウェアの

プログラミングを学んでおけば、以前に購入したデジタルマルチメータ

も、今後入手するPXIモジュールもプログラムすることができます。

トピック

図1. LabVIEWでは、開く（Open）→設定（Configure）→読み出し／書き込み（Read/Write）→閉じる（Close）という命令の同じシーケンスを、
ほぼすべてのPCベースの集録デバイスに適用できます。
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LabVIEW用のハードウェアドライバは、関数群を階層的なパレットに

インストールするとともに、そのパレットで同じドライバVIを使ったアプリ

ケーションサンプルを提供することもあります。ドライバが見つからない

ときも、LabVIEW環境ではインターネットから適切なドライバを見つけ

てダウンロードし、インストールするInstrument Driver Finderのよう

なツールが用意されています。

システムを開発して実装する過程では、ハードウェア統合の対象は

単なる集録プラットフォームにとどまりません。皆さんのコードを実装で

きるターゲットハードウェアも対象に含まれます。この実装ターゲットも

LabVIEWのプロジェクト上に表示され、そのターゲットに対応するため

のコード変換やポーティングは不要です。このようにLabVIEW内でハー

ドウェアをターゲティングすると、LabVIEW開発環境のコンテキストも

変化し、パレット内の関数がそのターゲットに互換性のあるものに限定さ

れます。後は、Runボタンを押すだけでターゲットに実装が行われます。

このように簡単に実装を進められるのは、LabVIEWコンパイラがバック

グラウンドで稼働し、皆さんのコードをターゲットに適した言語にコンパ

イルしているからです。

広範にわたる互換性

あらゆるシステム設計ソフトウェアは、何かしら他のソフトウェアとの統合

ポイントを提供しています。LabVIEWは、複数のOSも、他の開発ツール

も、共通ソフトウェアのエンジニアリングツールも、すべてにわたって、

他のソフトウェアを統合するために必要になる広範な互換性を提供し

ます。G言語はLabVIEWの環境にネイティブなグラフィカル言語です

が、LabVIEWはいくつかの演算モデルに互換性があります。LabVIEW

を使えば、ANSI Cコードや既存のVHDLやXilinx社のIPコア、カスタム

.mファイル、シミュレーション用の状態遷移図もしくはUML標準に準拠

したステートチャート図（状態図）などをインポートし、コードの再利用性

を最大化することができます。これらの多彩な演算モデルを利用できる

ので、皆さんはアプリケーションのさまざまな要素をそれぞれに最適な

シンタックスやプログラミングパラダイムで設計することが可能です。

さらに、皆さんのLabVIEWコードを他の環境からコールできるDLLとし

て出力したり、LabVIEW環境の外側で単体のソフトウェアとして動作す

る実行ファイルとしてビルドすることもできます。

LabVIEWで生産性を加速

世界中のエンジニアと科学者たちは、それぞれが直面する課題に対応す

るためにLabVIEWを利用しており、その理由はシンプルです。

LabVIEWがあればもっと生産的になれるからです。

考えた通りにプログラムする

問題解決の第一歩として、ホワイトボードのような道具を使ってブレイン

ストーミングを実施するという方も多いでしょう。第一歩を踏み出すに

は、アイデアに耳を傾けたり、可能性のあるソリューションを書き出した

り、フローチャートを作成してみるといった手法があります。プログラミン

グの初心者は、G言語を使うと他のプログラミング言語に比べて学習

曲線が短くなる傾向があります。G言語のコードは、フローチャートやプロ

セッサの他の可視化表現に関連付けることができるからです。図2には、

LabVIEWのブロックダイアグラムとホワイトボードのダイアグラムを

並べて示しました。ホワイトボードに展開した思考のプロセスがブロック

ダイアグラム上のコードに直感的にマッピングされている様子が、簡単

に見て取れます。またLabVIEWのグラフィカルな環境では、テキストの

ページを読まなくてもコードの処理内容を一目で理解することができ

ます。

ビルトインのライブラリにエンジニアリング専用の関数とUI部品を用意

LabVIEWには、他のプログラミング言語には用意されていない、エンジ

ニアリングとサイエンスの用途に特化した何百個もの関数とダイアグ

ラムが組込まれています。標準的なプログラミング言語の構成要素に加

えて、ストリングやアレイ、波形の操作、ブール演算、そして900を超える

信号処理、解析、数値演算に向けた関数が用意されています。また、通信

プロトコルやファイルI/O、レポート生成、データベース接続などに対応す

るビルトインのAPI群もLabVIEWの特長です。同じようにLabVIEWの

フロントパネルにも、ストリングや数字、ボタンといった汎用の制御器と

表示器のほか、グラフやチャート、表、サーモメータ、ダイヤル、スケール

といったテクニカルな制御器と表示器が用意されています。LabVIEW

の制御器と表示器があれば、M（メガ）のようなSI単位を使えるので、

4,000,000と入力する代わりに4Mと入力することができます。グラフ

のスケールも、それをクリックして新しいエンドポイントを入力するだけ

で変更可能です。また、データを右クリックするだけで、NI DIAdemや

Microsoft Excelのような可視化ツールにインポートするなど、さまざ

まな処理を実行できます。LabVIEWは、エンジニアリングを意識して

開発されており、エンジニアと科学者が本来求める共通の処理と機能に

最適化されています。

図2. LabVIEWを使えば、ホワイトボードの上でプロジェクトの計画を立てるのと同じように、皆さんの思考をグラフィカルにマッピングして、
論理的にコード化することができます。
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確信を持ってイノベーションに挑む：LabVIEWのエコシステムが包括

的なサポートを提供

考えた通りに設計できる環境、そしてハードウェア統合、ビルトインの

ライブラリ――。LabVIEWはこれらを組み合わせることで、革新を生む力

を提供します。皆さんのアプリケーション開発に必要なものを、ツールと

して提供するだけにとどまりません。LabVIEWの周辺には、皆さんが

安心してイノベーションに挑めるような、強力なエコシステムが構築され

ています。

世界に広がるコミュニティを活用する

LabVIEWコミュニティは、インドにおけるシンプルなサーモメータ計測

から、フランスの地下にある世界最大の計装システムに至るまで、多彩

なアプリケーションに取り組むエンジニアと科学者による、世界に広がる

エコシステムです。このコミュニティの特筆すべき点は、その規模や

経験、知識の幅ではなく、LabVIEW開発者たちの熱意と情熱です。皆

さんが技術的な質問をしたい場合（ni.com/forums）でも、サンプル

コードが必要な場合（ni.com/code）でも、オンラインのユーザグ

ループを立ち上げたい場合（ni.com/usergroups）でも、LabVIEWの

新しい機能のアイデアを投稿したい場合（ni.com/ideas）でも、この

コミュニティではLabVIEWのユーザとLabVIEW開発者をよりすばらし

い成果に導くために、活発なやりとりが交わされています。

テクノロジパートナーシップを介して最先端のテクノロジにアクセス

LabVIEWのエコシステムを構成しているのは、LabVIEWユーザだけで

はありません。NIがパートナーシップを結んでいるテスト・計測業界の

テクノロジリーダも加わっています。そうした主要パートナーによって、

ユーザがさまざまなテクノロジをアプリケーションに組込めるようになっ

ています。例えば、LabVIEWのグラフィカルアプローチは、マルチコア

プロセッサにうまくマッピングできます。また、主要なプロセッサベンダと

のパートナーシップによって、NIはLabVIEWでさらにシンプルにマルチ

スレッディングを利用できるように、タイムループ内や並列Forループ内

でのプロセッサアフィニティなどの機能を用意しています。もう1つ、

FPGAの例も挙げましょう。LabVIEWでグラフィカルコードを記述して

そのコードをFPGAのピンにマッピングするという手法が、新たな市場と

アプリケーションに急速に広がっています。これは、Xilinx社とのパート

ナーシップによって、Xilinx社のAPIとコンパイルプロセスをNIが共有す

ることで実現できました。

LabVIEW 2011を発表

LabVIEW 2011は、これらの要素の上に構築されており、新しい機能

と、安定性の改善、そして統合デバイスドライバを介してアクセスできる

最新ハードウェアによって、皆さんの生産性を高めます。また今回のバー

ジョンは、皆さんのイノベーションと成功をさらに後押しする新しい機能

と能力も備えています。図3は、そうした新機能を本稿で紹介した3つの

要素に分けてまとめました。

LabVIEW 2011の最新機能についてさらに詳しくは、ni.com/

labview/whatsnew/jaにアクセスしてください。

LabVIEW 2011の新機能

ハードウェア統合性とサードパーティ互換性の強化 生産性を加速する 確信を持ってイノベーションに挑む

新たな集録ハードウェアとの統合
�NI CompactDAQの1スロットシャーシ
�広帯域デジタイザ

ユーザインタフェース（UI）開発
�シルバーパレット
�UIを刷新

LabVIEWコミュニティのアイデアを実現
�製品の安定性を強化
�LabVIEW Idea Exchangeから13個の新機能

実装ターゲットとAPI群
�NI CompactRIOのマルチコアプロセッサ
�最小のNIシングルボードRIOデバイス
�実行ファイルをプログラム的にビルド・実装できるAPI
�実行速度を高めるSSE2コンパイラ命令

思う通りにプログラムする
�LabVIEW Idea Exchangeから13個の新機能
�非同期動作用のAPI

抽象化テクノロジ
�無償で利用可能なXilinx社のサイクル精度シミュレータ
ISim

�LabVIEW FPGAのプログラミングで編集時の応答性を大
幅に改善

改善された互換性
�ストラクチャのサポートでより多くのカスタム.mファイルを
統合

� .NETアセンブリ用のデバッグとサポートを強化

ビルトインの新IP
�エラー関連の新しい関数をまとめたパレット
�形状と角度の操作用関数を集めたパレット
�フィルタリングと線形代数の新しい関数
�3相の位相同期ループ（PLL）IPブロック

図3. LabVIEWの最新バージョンであるLabVIEW 2011は、新しい機能と、安定性の改善、統合デバイスドライバを介してアクセスできる最新のハードウェアによって、
皆さんの生産性を高めることを目指しています。

http://www.ni.com/labview/whatsnew/ja/
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図1.シングルボードRIOを用いて開発されたFedEx消火システム

「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4回）

設計からテストまでの融合で、
プロダクトイノベーションを導く
ある機器メーカが、1つの問題に直面していた。この会社は、今期から、国内向けだけではなく、海外市場向けの製品の開発も始めたところだ。
「製品化までに、こんなに時間とコストがかかるのは、キミの部署に大きな問題があるんじゃないのか？」
「部長！それは違いますよ。国内向けのテストだけでも大変なのに、海外向けのテストにも対応しなければならないんですから、時間もコストもかかる
のは当然です」
製品のテスト部門を担当する主任がこう言うのも当然だった。システムテストでは、さまざまな条件の下でデータを取得し、製品の性能を確認す

る必要がある。製品の高機能化、複雑化はどんどん進み、新たな製品を手がけるたびに、テスト部門の負荷は増えるばかりだ。もともと、国内出荷だ
けだったときから人手が足りずに汲々としていたのに、今度は海外展開にも対応しなければならない。出荷先ごとに異なる各種の規格に、漏れなく
対応できるよう、テストの準備を進める必要があり、現実的には、スケジュールの目処すら立っていない状況だ。それを知って、部長はこの日も嫌味
を言いにやってきたのだった。
「せめて、もう少し、設計部門の資産をテストに流用できれば……」。
担当主任は、これまでの意趣返しとばかり、部長にこう言った。

「部長、やはりウチの部署だけでなく、設計の段階を含めて、開発工程全体にイノベーションが必要なんじゃないでしょうか？」
開発工程全般を管轄する立場の部長に反論の余地はなく、思わず怒鳴ってしまっていた。

「うるさい、それができれば苦労はない！」

このようなことが、あなたの部署でも起きていませんか？これまで以上に多種多様な要求仕様に応えるべく、開発の全工程を改善し、効率を向上す
る方法をお探しなら、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」の導入をご検討ください。

NI組込ハードウェアへの実装で、短期開発を実現

本連載では、前回までに、NIソフトウェア、ハードウェアをプラットフォーム

とする「グラフィカルシステム開発」を導入することによって、設計、試作

の各工程でどのようなメリットが得られるのか説明してきました。試作が

完了したら、次に行うのは実装です。今回は、まず、この実装工程について

説明することにしましょう。

ここでは、FA機器や、医療用機器、新エネルギー分野で用いられる

制御機器など、生産数量が、多くても数百台のレベルのものについて考

えます。また、試作実装や、研究用機器、学習用機器なども対象とします。

これらの分野では、小型化、低コスト化といったことよりも、開発スピード

が優先されます。開発スピードを向上させることで捻出した時間を、付加

価値の創造に振り向けることが重要なのです。しかしながら、一般的な

マイコン開発のように、C言語などテキストベースの組込言語を用いて

制御機能を実現する方法では、開発スピードの向上を実現することはで

きません。これらの分野では、開発しなければならない制御機能の数が

飛躍的に増えているのにもかかわらず、プログラミングに習熟した技術

者が不足しているからです。また、そもそもハードウェアを一から設計す

ること自体、非常に手間と時間のかかる作業であることは言うまでもあり

ません。

そこで、NIのグラフィカルシステム開発では、実装にかかる時間を

短縮するためのソリューションとして、LabVIEWと組み合わせて利用す

る組込ハードウェア「シングルボードRIO」を用意しています。これは、

FPGAを搭載することで再構成を可能にした組込制御／集録システム

「NI CompactRIO」のシングルボード版と言えるもので、少量生産に

適しています。

この組込ハードウェアには、設計、試作（バーチャル試作）の工程で、

LabVIEWを用いてグラフィカルに作成したプログラムをそのまま実装

することができます。テキストベースの記述やプログラミングは必要あり

ませんし、さまざまな仕様変更やカスタマイズなどにも容易に対応可能

です。つまり、実装段階における開発時間を大幅に短縮することが可能に

なるのです（図1）。

また、ハードウェアについては、初期設計の手間やコストだけでなく、

メンテナンスのための負荷も無視できません。例えば、1からハード

ウェアを開発する場合、故障が発生したときに備えて、使用するすべての

部品の在庫を確保しておく必要があります。また、日本だけで展開されて

いる部品を使っていると、海外に出荷した製品で問題が発生した場合の

対応が非常に煩雑なものとなります。グローバル企業であるNIの組込

ハードウェア製品（いわゆる、商用（COTS）ハードウェア）を使うことによ

り、このようなメンテナンスの負荷を大幅に軽減することができるの

です。

なお、大量生産を行う製品で一般的なマイコン開発による実装を行い

たい場合には、「NI LabVIEW Cコードジェネレータ」を利用することが

できます。これは、LabVIEWのコードから、C言語ソースコードを自動

生成するというものです。

連載記事
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設計

試作

実装

実機テスト

HILテスト

共通のテスト
プラットフォーム

図2.コントローラ開発のVダイアグラム

設計／試作／実装とテストの融合

続いて、グラフィカルシステム開発におけるテストについて説明しましょ

う。ここで言うテストは、大きく2つに分けることができます。1つは、コン

トローラ開発のVダイアグラム（図2）において、設計、試作、実装の後に

位置するテストの工程です。この工程では、完成したコントローラのシス

テムテストや機能テスト（ファンクションテスト）を行います。もう1つは、

設計、試作、実装の各工程で実施するテストです。例えば、設計段階で記

述したコードや、モデル、試作機など、各工程の成果物が、想定したとおり

に動作するか否かをチェックします。

いずれにせよ、テストにおける最大の課題は、最終製品の高機能化が

進むことに伴い、テストが非常に複雑なものになることです。また、テスト

用のシステムは、なるべく既存のものを改変するだけで済ませたいと

いう要求もあります。こうした要求に柔軟に対応し、短期間でテストを

完了できるようにするためには、テストシステムの開発を効率的に行え

るプラットフォームを選択することが肝要です。

NIのグラフィカルシステム開発は、このような要求にも応えるもの

です。アイコンベースでプログラミングが行えることはメリットの1つで

すが、それ以外に、ハードウェアとソフトウェアの親和性の高さも大きな

特長として挙げられます。テストを実施するためには、計測／制御／シミュ

レーションにおけるデータ処理を行うためのさまざまなコンポーネント

（ハードウェア／ソフトウェア）が必要になります。NIのグラフィカルシス

テム開発は、それらのコンポーネントの開発／統合を単一のプラット

フォーム上で行うことを可能にします。

設計からテストまでの工程を単一のプラットフォームでサポートするこ

とにより、短期開発や低コスト化に加えて、製品の品質や信頼性にかかわ

る重要なメリットが得られます。例えば、製品の出荷後、何らかの問題点

や事故が発生した場合、どこの工程に問題があったのか、後ろの工程か

ら順にトレースしていく必要があります。どの工程でどのようなテストを

行い、どのようなデータが得られていたのかということを順を追って

確認していくということです。その際、各工程でさまざまなメーカの製品

を組み合わせて使用していると、工程と工程の間にギャップが生まれ、

問題の追求が煩雑かつ困難な作業となります。ハードウェアについては

ベンダーごとに仕様やスペックが異なり、ソフトウェアについてはアルゴ

リズムやパラメータの設定の仕方などが異なるので、工程ごとのテスト

結果を比較するために、両者のテスト条件を同等にすることが、非常に

手間のかかる困難な作業になってしまいます。このようなトレーサビリ

ティの低さは、問題への対処を遅らせたり、原因の特定を阻害したりする

大きな課題です。

それに対し、NIのグラフィカルシステム開発では、設計からテストまで、

単一のプラットフォームを利用します。そのため、上述したような工程間

のギャップは生じません。したがって、トレーサビリティが確保され、品質

の保証が行いやすくなります。しかも、検証にかかる手間も激減します。

製品の出荷後に問題が発生した場合だけでなく、開発段階でも、設計

や試作の工程で問題が発生したら、どこに原因があるのか前の工程にさ

かのぼって追求していくことになります。この場合にも、単一のプラット

フォームであれば、トレーサビリティが確保され、迅速に問題を解決する

ことができます。

さらに、開発の全工程をまたがってリソースを共有できることには、

コストや開発効率の面で大きなメリットをもたらします。通常は、各工程ご

とに部署も担当者も対象領域も異なるため、ハードウェア／ソフトウェア

などの資産の共有は難しくなります。しかし、開発の全体を俯瞰的に見渡

せる立場にある人ほど、リソースの共有は非常に重要な課題であると

認識しています。グラフィカルシステム開発は、リソースの共有を実現す

る極めて有用なアプローチなのです。

開発プロセスの革新から、製品の革新へ

ここまで、設計、試作、実装、テストの各工程において、グラフィカルシス

テム開発がどのようなメリットをもたらすのか説明してきました。しかし、

グラフィカルシステム開発には、もう1つの重要なメリットが存在します。

本連載の締めくくりとして、その点について説明しましょう。

多くの場合、機器の開発は、すでに実績のあるものをチューニングした

り、最適化したりすることで進められます。まったく実績のないものを1か

ら作っていたのでは、製品化までに手間と時間がかかりすぎるからです。

新製品を開発する際には、まず既存の製品（あるいは既存コンポーネント

の組み合わせ）のテストを行って、実機の性能を正確に表す実測データ

を取得し、新規の品種のシミュレーションに用いるモデルにその内容を

反映させなければなりません。このようなモデルの最適化を行わない

と、新規の品種におけるシミュレーションの精度が得られないからです。

シミュレーションデータと実測データに差異があることは、永遠の課題

とも言えるものですが、その解決に向けては、実測データを基にして

シミュレーションモデルの精度を高めるしかありません。この作業を効率

良く実現するには、設計とテストの密な融合が必須となります。Vダイア

グラム（前掲の図2）で言えば、右端のテスト工程の完了時点から、左端

の設計工程の冒頭に戻るパスが必要になるということです。しかしなが

ら、現実には、設計とテストがまったく異なる部署で行われており、統一的

にデータを扱える環境も存在せず、Vダイアグラムの右端と左端が断絶

されているケースがほとんどでしょう。

この問題を解決できることが、グラフィカルシステム開発のもう1つの

メリットです。グラフィカルシステム開発では、設計ツールとLabVIEWを

接続することで、テストプログラムを作成し、設計段階でのテストを行い

ます。設計情報を基に試作を行ったら、設計段階で開発したテストプログ

ラムをそのまま使ってシステムテストを実施します。その結果として得ら

れた実測データは、設計にシームレスにフィードバックすることが可能

です。つまり、実測データを用いてモデルの修正を行い、次期の設計に活

かすことを可能にする環境が実現されているのです。

このように、プロセスイノベーション（開発プロセスの革新）を実現でき

ることが、グラフィカルシステム開発の重要なメリットの1つです。そし

て、プロセスイノベーションの実現こそが、プロダクトイノベーション、つ

まりは新たな価値を持った革新的な製品を開発するための源泉となる

のです。
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能力

初心者 準開発者 開発者 設計者（アーキテクト）/
組込開発者

労
力

LabVIEW：自分のレベルを知ろう
唐突ですが、スキーとエンジニアリングの共通点と言えば何でしょう？――首を傾げたく
なるようなファッション！ 滑りやすい斜面！――そんな冗談が飛び出すかもしれませんが、
まじめな答えの1つは、自分の能力レベルを知ることの大切さです。

スキーの技能レベルは9段階に分けられており、ゲレンデの斜面は難

易度を色分けして示しています。例えば、レベル1のスキーヤは、「ダブル

ブラックダイヤモンド（超上級）」のコースに初日から挑むのは止めた方

がいいと心得ています。同じように、経験豊かなレベル9のスキーヤは、

青色の四角の記号が付いたコースを簡単に滑り降りられます。こうして

技能レベルを区切ることで、わたしたちは自分のレベルに合ったコース

で安全にスキーを楽しむことができるのです。一方でエンジニアリング

分野のプロジェクトでは、残念なことにこうしたレベル分けはほとんどあ

りません。エンジニアやマネジャは、マーケティング的な訴求や以前の

失敗にバイアスを受けてしまうので、自分自身やチームメンバーの能力

を正確に推定できない場合もあります。スキーの技能レベル分けほど

明確ではありませんが、それに似たエンジニアリング分野のガイドライン

を参考にすることによって、皆さんは成功に備えることが可能です。

システム開発にグラフィカルな手法を適用すれば、プログラミングに

おける低レベルの概念を抽象化できるので、ユーザはもっと生産性を

高められます。それによって、世界でも最も規模が大きく複雑性が高い

アプリケーションを構築できるようになるのです。しかし、NI LabVIEW

の初心者でソフトウェアの経験も無いというユーザに、欧州原子核研究

機構（CERN）の大型ハドロン衝突型加速器を制御するコードの開発を

任せるのは適切ではありません。LabVIEWを用いるからといって、学習

や経験が不要になるわけではないのです。

カーボンファイバ製の最新のスキー板と、木製で、流れ止めはヒモを

足にくくりつけるだけという旧式のスキー板を考えてみてください。

LabVIEWは最新のスキー板のようなものです。熟練のユーザが手にす

れば、開発の品質とスピードを高める道具になります。初心者が手にした

場合は、ソフトウェア開発の基本原則を学び、段階に応じて高度な考え方

を導入できる教材の役割を果たします。ただし、基本原則の学習が不要

になるわけではありません。スキーで例えれば、世界最高のスキー板を

手にしたとしても、初心者であればビギナーコースから始めるべきなの

です。

LabVIEWの習熟レベル

LabVIEWの習熟レベルはいくつかの段階に分けられ、1段1段の積み

重ねによって高めていくことができます。レベルによって、LabVIEWで

解決できる問題の種類が異なります。また、どのようなアプリケーション

でも、その分野においてある程度の知識は必須です。定義されていない

問題を解くことはできないからです。その分野における高いレベルの

経験と、LabVIEWの適切な習熟レベルの両方の要素が揃うことで、アプ

リケーション開発の成功にたどり着けるようになります。

自分のLabVIEWの習熟レベルを知ることで、今現在の自身の能力で

プロジェクトをうまく遂行できるかどうかを見極められるのです。現時点

ではノウハウが無いけれど、学ぶ時間はあるという方は、目指すレベルに

届くのに必要な期間の目安を参考にしてください。LabVIEW開発者の

レベルに到達したら、マルチターゲットもしくは組込アプリケーション、複

数の開発者で構築する大規模なアプリケーションなどのいずれかに、自

分自身のニーズに合わせて特化し、専門性を深めていくことになります。

さらに上のレベルへ

ほとんどの道具と同じように、LabVIEWをうまく使いこなせるようにな

るには、使い続けることです。スキルを確実に高めるには、練習したり、ni.

comに掲載されているドキュメントやさまざまな資料を読んだり、他の

ユーザと一緒に作業する機会を定期的に設けたりすることが有効です。

もし職場にLabVIEWについてアイデアを共有したり質問したりできる

ユーザグループが無くても、次のようにさまざまな場が用意されてい

ます。

オンラインフォーラム（ni.com/forums）では、LabVIEWコミュニ

ティと質問や回答のやりとりができます。

各国のLabVIEWユーザグループ（ni.com/usergroups）は、定期的

にミーティングを開催しており、ネットワーク作りやLabVIEWに関するさ

まざまなディスカッションが可能です。

特集

図1.LabVIEWの習熟レベルをスキーのコース難易度に例えて表現するとこのようになります。米国のスキー場では、緑色の円形が初心者向け、
青色の四角形が中級者向け、黒色のひし形（ダイヤモンド）が上級者向け、ひし形2つが超上級者向けのコースを示しています。
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NIが主催する、体験型セミナーやLabVIEW開発者向けイベント、

LabVIEW設計者（CLA）サミット、NIWeekといったさまざまなイベント

（ni.com/events）も、LabVIEWについて学んだり他のユーザと知り

合ったりできる貴重な機会です。

各レベルで求められる知識を比較的短い期間で取得する方法として

は、公式トレーニングがお勧めです。多くのエンジニアは日々の業務に

追われており、新しいツールやテクニックを学ぶための時間の確保に

苦労しています。公式トレーニングでは、まとまった時間をとって効果を

実証済みのカリキュラムを通して学習できます。ここでは、ベテランの

インストラクターが皆さんの質問に答えたり、学習内容と検討中のアプリ

ケーションとを結び付けられるようにサポートします。このトレーニング

は、生産的で楽しいLabVIEW体験に備えるためのもので、スキーにたと

えれば冬休みを楽しく過ごせるように、まず初日にスキー教室に参加す

るようなものです。

豊富なトレーニングメニューから自分に合うものを見つけるには、

ni.com/training/ja/にアクセスしてください。

レベル 所要経験期間 取り扱える概念 アプリケーション規模 学習教材

初心者 0～6カ月 �何をどこにインストールするか
�パネル、ダイアグラム、パレット
�ワイヤとツールの仕組み
�Express VI

�簡単なアプリケーションもしくは
データ集録スクリプト

�3つのアイコンで構築できるアプ
リケーション

ドキュメント：
�ni.com/gettingstarted
�LabVIEWのヘルプ

準開発者 6～9カ月 �アレイ
�ループ
�シフトレジスタ
�ケースストラクチャ
�サブVI
�データ型タイプ
�データフロー
�アプリケーションロジック

�小規模なアプリケーションもしく
はコードモジュール

�ステートマシンのアプリケー
ション

ドキュメント：
�LabVIEWヘルプ

トレーニングコース：
�LabVIEW実践集中コース1、
実践集中コース2

認定試験：
LabVIEW準開発者認定試験
（CLAD）

開発者 12～18カ月 �アプリケーション設計：
凝集度、結合度、スケーラビリ
ティ、メンテナンス性

�イベント
�リファレンスとVIサーバ
�LabVIEWプロジェクト
�機能グローバル変数
�キュー
�オブジェクト指向プログラミング

�中規模～大規模のアプリケー
ション

�マルチループのアプリケーション

トレーニングコース：
LabVIEW実践集中コース3
LabVIEW通信・接続応用コース
LabVIEWパフォーマンスコース
LabVIEWオブジェクト指向設計プ
ログラミング

認定試験：
LabVIEW開発者認定試験（CLD）

設計者（アーキテクト） 24カ月～ �ソースコード管理
�要件トラッキング
�VIテンプレート
�高度なアーキテクチャ：
プラグインフレームワーク、
非同期・並列処理、データおよび
イベントメッセージング

�複数の開発者で構築する大規模
なアプリケーション

�再利用可能なAPIとフレームワー
ク

ドキュメント：
ni.com/largeapps

トレーニングコース：
�LabVIEW上級コース1（ソフト
ウェアエンジニアリングのマネジ
メント）

�LabVIEW上級コース2（高度な
アーキテクチャ）

認定試験：
LabVIEW設計者認定試験（CLA）

組込開発者 開発者レベルから6カ月、もしくは
6カ月の組込開発経験

�リアルタイムターゲットもしくは
FPGAターゲット：
何がどこで動くか

�ターゲット間の通信：
リアルタイムFIFO、ネットワークス
トリーム、TCP/UDP
�FPGA特有：
DMA、SCTL

�実装
�確定性

�組込もしくはリアルタイムのアプ
リケーション
�工業分野の制御アプリケーション
�マルチターゲットのアプリケー
ション

ドキュメント：
�LabVIEWヘルプ
�NI CompactRIO開発者向け
ガイド

トレーニングコース：
�LabVIEW Real-Timeコース1
および2

�LabVIEW FPGAコース

図2.この表では、LabVIEW開発者に向けた習熟レベルごとの目安として、所要経験期間と、取り扱える概念、対応可能なアプリケーション規模、学習教材をまとめました。

http://www.ni.com/training/ja/
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Jeff Kodoskyが語る、
LabVIEWの輝かしい未来
ナショナルインスツルメンツ（NI）の共同創設者で「LabVIEWの父」と呼ばれるビジ
ネス／テクノロジフェローのJeff Kodoskyが、他社製品と一線を画するLabVIEW
の特長と、25年間の開発の歴史から見たLabVIEWの将来像について語りました。

Q：25年前にNI LabVIEWを開発していた当時、このソフトウェアが

これほど大きな成功を収めることを予想していましたか。

A：NIを起業したとき、私たちは計測器とコンピュータを接続するGPIB

インタフェースを開発していました。それ以前に、テキサス大学応用研究

所で高度計測システムを構築した経験があったので、計測器の開発が

どれほど退屈で、どれほど大変なものなのかということはよくわかってい

ました。そんな私たちの想像力に火をつけたのが、Apple社の

「Macintosh」です。Macintoshの誕生は、人間がコンピュータと対話し

て操る未来の姿を予感させる出来事でした。この出来事をきっかけとし、

「マウスやグラフィックスを使って、コンピュータをプログラミングするこ

とはできないだろうか」という発想が生まれたのです。

現在では、携帯電話やタブレット端末など、タッチスクリーンを搭載し

たユビキタスコンピューティング機器が、Macintoshと同様、将来的に

業界の起爆剤になる可能性があると見ています。数年後に、マルチタッ

チインタフェースが標準的な機能になると仮定すると、プログラミング

言語を視覚／触覚インタフェースに対応させる方法について考え直す

必要があるでしょう。タッチデバイスでネットサーフィンを楽しんだり、

写真を閲覧したりするのと同じように操作ができるよう、ジェスチャーを

利用した新しいプログラミング言語が開発されるかもしれません。

LabVIEWの場合、キーボードを使わないで主だった操作を行う環境に

対応可能な言語メタファーをすでに導入しています。その点を踏まえる

と、LabVIEWはタッチデバイス革命の最前線にあると言えます。

その意味で、開発当初からLabVIEWの

成功を予想できたかという質問に対する

答えは、「イエス」です。当時、私たちには

何か大きなことを行っているという実感

がありました。そして、今後、もっとさま

ざまなことが起きるという予感もあり

ます。

Q：LabVIEWのどのような特長が、他社

のプログラミングアプローチとの違いを

生み出しているのですか。

A：個人的な見解としては、LabVIEWが

もたらす生産性が、他社製品との違いを

生み出していると考えています。

LabVIEWの中核を成すのは、データ

フロープログラミングモデルです。データ

フローは、テキストベースの一般的なプロ

グラミング言語のフロー制御に比べて、

はるかに情報量の多い演算モデルであり、

本質的に並列機能を備えています。

LabVIEWでは、データフローを自然な

かたちで表現するために、グラフやダイアグラムを使用します。依存

関係や、並列性、複雑さが一目でわかるので、命令行を詳しく調べる必要

がなくなります。

従来のプログラミングアプローチには、プログラムの処理をテキスト

で書き込む作業と、そのテキスト記述の構文解析とマシンコードの生成

を行うコンパイラに受け渡す作業が含まれます。LabVIEWは、エディタ

とコンパイラを併せ持っていて、ダイアグラムはすでに解析済みの状態

となるので、コンパイラによる解析は不要となります。ダイアグラムを

対話式に構築するプロセスに合わせて、エディタはパース（構文解析）

ツリーを構築します。このため、ダイアグラムのコンパイルは、ユーザが

気付かないほど短時間で完了します。つまり、修正と試行のサイクルに

かかる時間を大幅に短縮することが可能です。

LabVIEWを用いた作業において、優れた生産性が実現できる理由

は、コンパイル速度だけではありません。LabVIEWでは、エディタがパー

スツリーを構築する際、構文や意味に関する問題があれば、直ちにユー

ザにフィードバックします。そのため、ミスを早い段階で素早く検出し、

修正することが可能になります。

エディタは多彩な機能を備えており、グラフィカルな操作によって、

短時間で複雑なユーザインタフェース（UI）を作成することが可能です。

1つ1つのVIが個別のユーザインタフェースを備えているので、余分な

コードを記述することなく、各ステップで対話式にテストを実行すること

ができます。また、LabVIEWでは、従来のプログラミングツールと比べ

特集

図1. 1988年に、LabVIEWの初期バージョンを披露するJeff Kodosky。彼は、「LabVIEWの父」と呼ばれている。
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て、重要なテストを実行する前に実施しなければならない作業の割合が

大幅に減少するため、設計における反復作業がより早く行えます。

ダイアグラム上で扱うデータタイプも、簡単に使用できます。文字列

および配列を扱う際、メモリ割り当てについて細かく気にする必要はあり

ません。つまり、メモリ上のデータの消失や上書きといった多くのエラー

は、そもそも発生しないようになっているということです。

Q：ここまでに説明されたような特長を持つことから、LabVIEWは、

四半世紀にわたって、エンジニアや科学者の役に立っています。この間に

技術環境が大幅に変化したことを踏まえ、ソフトウェアの課題に取り組み

続ける唯一無二の存在として、次の25年間のLabVIEWの立場につい

て、どのように考えていますか。

A：タッチインタフェース対応のコンピュータに対するニーズが高まって

いることについては冒頭で触れました。タッチデバイスの分野は、

LabVIEWの有用性が発揮される分野として有望だと考えています。

LabVIEWのユニークなメリットを活かせるもう1つの分野としては、

CPUやGPU（Graphics Processing Unit）、FPGAといった複数の

ヘテロジニアスなプロセッシングユニットを緊密に統合したシステムの

プログラミングが挙げられます。これらのプロセッサは、それぞれ、異な

る種類の問題の解決に適しています。プログラマにとって難しいのは、

アプリケーションの各パーツをそれぞれに最適なターゲットに対応させ

ることと、ターゲット間のタイミング／通信を管理することです。

NIは、すでに、LabVIEW FPGAによってこの分野で成功を収めてい

ます。LabVIEW 1.0の発売以来、私たちはアプリケーションをハード

ウェアに適切にマッピングする方法を検討してきました。アプリケー

ションの並列的な性質と、コードの本質的な並列性を活かすには、並列的

にコードを実行可能なターゲットが必要です。この点において、FPGAは

LabVIEWのために開発されたような技術だとも言えます。FPGAでは、

LabVIEWでコードを実行するのと同じように、そのコードを実行できる

ことから、究極のLabVIEW用マシンであると言えます。

今日、LabVIEWでプログラミング可能なターゲットは多数に上り

ます。NIが次の25年間で行うことは、既存のターゲットに追加して新しい

ターゲットをサポートするだけではありません。より高い抽象度でプログ

ラムを記述したり、複数の実行ターゲットに実装可能なアルゴリズムを

グラフィカルに記述したりすることができるような新しい手法を開発する

予定です。NIは、かつて、マネージドメモリとグラフィカルなUI開発にお

けるパイオニアでした。それと同様に、ターゲット間で行われる通信の

管理と、グラフィカルシステム設計は、NIが業界を先導する格好のター

ゲットだと考えています。

NIWeek 2011におけるJeff Kodoskyの 基 調 講 演 の 様 子は、

NIWeekのページ（ni.com/niweek）からご覧いただけます。

図2. Jeff Kodoskyは、NIWeek 2010の基調講演において、LabVIEWをはじめとするプログラミング言語で「Time」が果たす役割について説明しました。

http://www.ni.com/niweek/
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将来の変化と拡張に対応可能な
構造テストシステムを構築
航空機や風力タービンといった大型構造体が複雑化するのに伴い、研究や検証で実施
するテストに求められる要件や、構造テストシステムの需要が変化しつつあります。

実物大の航空機に対する静的負荷テストから、最新モデルの乗用車を

対象とする空気力学風洞テストに至るまで、構造技術者は、変化し続ける

要件に素早く対応できるように、将来的な計画を立てておく必要があり

ます。構造テストに最新の手法を取り入れることで、計測機能と制御機能

を単一のプラットフォームで統合したり、優れた柔軟性と信頼性を確保し

たり、1チャンネルから数千チャンネルへとシステムを拡張したりするこ

とが可能になります。

1モジュール式のPXI計測器を選択し、柔軟性を備えた強力な

プラットフォームを実現

将来の変化と拡張を見据えた構造テストシステムを構築する

には、1つ目のポイントとして、必要となる入力と出力（I/O）につ

いてもれなく検討しなければなりません。構造テストに必要な

I/Oの大半は、歪み計測用です。その他の一般的なセンサには、

圧力トランスデューサや、ロードセル、加速度計、差動変圧器

（LVDT）などがあります。構造テストではさまざまな種類の

センサが必要になるので、さまざまなハードウェアの組み合わ

せが可能なモジュール式のプラットフォームが便利です。

モジュール式のアーキテクチャによって高い柔軟性が確保でき

るので、変化し続ける構造やテストの要件にシステムを適応さ

せることが可能になります。NI PXIプラットフォームを導入すれ

ば、高性能の計測器を用いたモジュール式のアプローチによ

り、構造テスト用途に向けた柔軟性の高いシステムを構築でき

ます。

I/Oに関する検討事項は他にもありますが、実行する構造テストの種類

によって検討すべき点が異なります。空気力学テストや衝撃テストなどの

動的テストでは、高速の事象を捕捉するために、高いサンプリング速度と

高い分解能で計測を実行できるハードウェアが必要になります。しかも、

その際には、一度に大量のデータを記録媒体に転送しなければなりま

せん。一定のスループットを保証できるPXI Expressを用いれば、高い

忠実度を備える動的テスト用システムを構築することができます。一方、

静的負荷テストや疲労テストでは、高速のデータ集録が不要である代わ

りに、材料のわずかな歪みでも計測できるだけの高い精度が求められ

ます。PXIプラットフォームでは、最も厳しい要件にも応えられるように、

0.02％の精度を備えたブリッジセンサ用モジュールNI PXIe-4330を

はじめとする高精度ソリューションを提供しています。PXI Expressは

業界最高の帯域幅と高精度計測モジュールを組み合わせたソリュー

ションであり、静的テストと動的テストの両方のニーズを1台で満たし

ます。

2高度な同期機能を備えた拡張性の高いプラットフォーム

将来の変化と拡張に対応可能な構造テストシステムを構築す

るための2つ目のポイントは、チャンネル数の増加に合わせて

拡張可能なプラットフォームを選択することです。すべての

計測器を組み合わせて関連付けを行い、意味のある結果を

得るには、適切なタイミング機能と同期機能が不可欠です。

最適なソリューションを選択するには、システムのトポロジと、

要求される同期レベルについて検討しなければなりません。NI

はこうした課題を解決するために、高精度の同期を実現する

タイミングバスとトリガーバスを備えたPXIシャーシを提供し

ています。これを利用すれば、大規模なマルチシャーシシステ

ムへの拡張が可能になります。

テストテクニック

図1.柔軟性の高いモジュール式のアーキテクチャを導入すれば、
変化し続ける構造やテストに対応可能なシステムを構築することができます。

図2.多チャンネルのシステムでは、
高精度のタイミング／同期機能が重要になります。
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シャーシ4 シャーシ2

シャーシ1

シャーシ3

信号基準/
時間基準

構造体の静的テストと動的テストでは、アプリケーションの性質に依存

して、タイミングや同期化に関するさまざまな要求が発生します。通常、

静的テストでは、構造体に加わる主歪みの特性を把握するために数多く

のセンサが必要となります。本格的なテストを行う場合には、数千もの

チャンネルが用いられることもあります。こうした大規模システムでは、

中央計測システムにおいて、ケーブルの引き回しが複雑になったり、敷設

の難易度や保守費用が高まったりすることが問題になります。そのため、

分散型のアーキテクチャを用いるのが一般的です。その際、PXIプラット

フォームを使用すれば、信号基準または時間基準によって、分散配置した

DAQ（データ集録）モジュールの同期をとることができます。時間ベー

スの同期手法としては、例えばタイミング

モジュールのNI PXI-6682（H）の場合、GPS

や、IEEE 1588、IRIG-Bに準拠した時間基準か

らクロック信号を生成して最高40 nsの精度を

達成します。NIのPXI製品群では、このようなタイ

ミング／同期モジュールを多数提供しており、高

度な機能の実現を可能にしています。

タイミングと同期の機能は、衝撃テストや爆風

テスト、弾道テストなどといった構造体の動的

テストで特に重要になります。こうしたテストで

は、データの変化が速いため、チャンネル間のわ

ずかなスキューによって重大な測定誤差が引き

起こされる恐れがあります。NIのPXI Express

シャーシでは、各スロットには100MHzのシステ

ム基準クロックがルーティングされているため、

デバイス間で緊密な同期を確保することができ

ます。高度なアプリケーションの場合、タイミング

モジュールのNI PXIe-6674を用いることで、

システム基準クロックをより精度の高いタイミン

グソースに置き換え、そのクロックを他のシャー

シにエクスポートするという手法を採用すること

が可能です。ブリッジセンサ用モジュールの

NI PXIe-4330で、このマルチシャーシによる

同期方法を用いた場合、チャンネル間のスキューを100 ns以下に抑え

ることができます。NIは、厳しい構造テストの要件に応えるべく、チャンネ

ル間、モジュール間、シャーシ間のいずれについても同期をとれる柔軟

性の高いソリューションを提供しています。

3システムを長く使用するために、計測器を緊密に統合し、ハード

ウェアを厳密に制御

長期にわたって使用可能な構造テストシステムを構築するた

めの3つ目のポイントは、計測ハードウェアと制御ハードウェア

を同じメーカーの製品に統一する、もしくは単一のプラット

フォームに統合することです。静的テストや疲労テストには、

負荷パターンを中断することなく継続的に繰り返し印加可能

で、確定性に優れた高性能の制御システムが必要です。負荷条

件と相関のある、意味のあるデータを集録するには、制御シス

テムと計測システムの同期を確立することが重要になります。

これまでは、計測ハードウェアと制御ハードウェアとしては異な

るメーカーの製品が使用されることが多かったため、統合や保

守の面で問題が生じることがありました。また、両ハードウェア

の厳密な同期とりも困難でした。さらに、それぞれのシステムが

独自のアプリケーションソフトウェアやハードウェアドライバを

使用していることから、プログラミングが面倒だということも

問題になっていました。

そこで、NIは、DAQとリアルタイムコントローラに関する自社技術を

組み合わせ、構造テストシステムの完全な統合を可能にする新たな手法

を提案しています。PXIプラットフォームは、リアルタイムOSを実行する

新しいクラスの工業用コントローラを搭載し、信頼性と確定性に優れた

制御システムを実現します。PXIプラットフォームを用いて制御を行え

ば、PXIバックプレーンを介して、またはシャーシ間で、計測モジュールの

同期を厳密にとることができ、スキューをnsレベルに抑えられます。

プラットフォームを1つに絞ることによって、ソフトウェア開発に用いる

プログラミング言語も、そのプラットフォームがサポートする言語に統一

できます。また、ソフトウェアとハードウェアを変更しても、システムの

互換性は維持されます。単一プラットフォームの利用は、将来的に時間の

短縮と費用の削減につながります。

モジュール式の計測器を導入し、高度なタイミング／同期機能を確保

して、計測ハードウェアと制御ハードウェアを完全に統合すれば、目前の

構造テストだけでなく、その後の構造テストにも継続して活用可能な

システムを構築できます。

将来にわたって活用可能な構造テストシステムを構築するためには、

「構造テスト（ni.com/structural-test/ja）」をご覧ください。

図3. PXIプラットフォームは、分散型システムとしてシステムを拡張する方法に対応できます。
分散型システムでは、信号基準や時間基準を用いて同期をとります。

http://www.ni.com/structural-test/ja/
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製品名 製品番号 キャンペーン価格（税別）

シングルシートライセンス NI LabVIEWプレミアムパッケージ 779447-35 ¥225,000

マルチシートライセンス NI LabVIEW研究室ライセンス（初年度保守プログラム付） 777455-14 ¥562,500

製品名 製品番号 台数 アカデミック価格（税別） キャンペーン価格（税別）

NI ELVISフルバンドル
NI ELVISワークステーション、LabVIEW開発システム、
NI Multisim、LabVIEW SignalExpress、
NI ELVISドライバソフトウェア、USBケーブル

1 ¥407,000 ¥366,300

780379-01 3 ¥1,221,000 ¥976,800

5 ¥1,526,250 ¥1,373,625

ポータブル計測デバイス
（NI myDAQ）

NI myDAQハードウェアデバイス、
マルチメータ用プローブ、音声用ケーブル、
USBケーブル、ドライバDVD

1 ¥107,000 ¥85,600

781326-01 5 ¥535,000 ¥374,500

20 ¥2,140,000 ¥1,284,000

製品名 製品番号 アカデミック価格（税別） キャンペーン価格（税別）

PXIシステム基本バンドル

NI PXle-8133、1.73 GHzクアッドコアプロセッサ、Windows 7（日本語） 781478-04 ¥616,500 ¥554,850

NI PXle-1062Q 8スロット、3U PXle/PXIシャーシ 779633-01 ¥338,400 ¥304,560

AC電源コード、日本100VAC 763634-01 ¥1,800 ¥1,800

合計価格（税別） ¥956,700 ¥861,210

製品名 製品番号 アカデミック価格（税別） キャンペーン価格（税別）

CompactDAQ計測バンドル

NI cDAQ-9178 CompactDAQシャーシ、8スロット 781156-01 ¥115,200 ¥92,160

NI 9205アナログ入力モジュール 779519-01 ¥82,800 ¥66,240

NI 9263アナログ出力モジュール 779012-01 ¥39,600 ¥31,680

AC電源コード、日本100VAC 763634-01 ¥1,800 ¥1,800

合計価格（税別） ¥239,400 ¥191,880

教育現場向け
NI LabVIEW for LEGO� MINDSTORMS�
ナショナルインスツルメンツでは、「NI LabVIEW」の教育向けバージョンとして、「NI LabVIEW for LEGO MINDSTORMS」を提供しています。この

製品は、中高生が授業や競技会などでLEGO Educationロボットプラットフォームとともに使用することを目的に開発されたものです。LEGO

MINDSTORMS NXTロボットの視覚的な制御とプログラミングを助けるとともに、エンジニアや研究者が使用するものと同じソフトウェアの使い方を

習得することができる教育用ツールです。LEGO Educationのロボットプラットフォームには、小学生向けのLEGO Education WeDoTMソフトウェア

や、中学生向けのLEGO MINDSTORMS Education NXTソフトウェアがありますが、この製品のリリースにより高校生を対象としたプログラミング

環境が新たに加わりました。

「NI LabVIEW for LEGO MINDSTORMS」には、高校生や教員向けに開発された学習用ビデオやチュートリアル、指導者用資料などが付属していて、

LEGOMINDSTORMS EducationとPitsco社のTETRIXを採用した授業に最適な製品です。高校生は、わかりづらいテキストベースプログラムを

直感的なグラフィカルインタフェースに置き換え、さらに実例を用いることで、自律型ロボットや科学計測などの高度な概念に触れることができます。

また、実践形式で楽しみながら技術を学ばせたいと願う教育者に最適なソフトウェアです。

「NI LabVIEW for LEGO MINDSTORMS」は、マーケティングおよびサポート業務を含む日本国内での販売代理権を有している株式会社アフレルを

通じて提供されます。

株式会社アフレルのお問い合わせ先：本社カスタマーセンター

TEL：0776-25-0303 / FAX：0776-25-0309 / E-Mail：info@afrel.co.jp

ナショナルインスツルメンツ（NI）では、柔軟性・拡張性に富んだ計測・制御ソリューションの構築を可能にする製品を、教育や研究の場でご活用いた
だけるよう、通常よりお求めやすいアカデミック価格をご用意しております。2011年11月14日（月）から2012年2月29日（水）の間に限り、一部
の製品をさらにお求めやすいキャンペーン価格にて提供させていただきます。是非この機会にNI製品の導入をご検討ください。
【キャンペーン対象製品】（下記の内容は一部です。詳細については、カタログをご参照ください。）

アカデミックソフトウェア製品（アカデミック価格よりさらに10％～20％の割引適用）

教育向け製品（アカデミック価格よりさらに10％～40％の割引適用）

研究向け製品（アカデミック価格よりさらに10％～20％の割引適用）

＊価格、仕様、割引適用範囲や条件については、予告なしに変更することがございます。あらかじめご了承ください。
＊アカデミック価格、および本キャンペーンは、製品の納品先が学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門
学校、特別支援学校、短期大学、大学院、専修学校、専門学校であり、お支払い元が上記の学校・大学もしくは、公的機関である場合のみ適用されます。

アカデミックキャンペーンの詳細・価格表はこちら � ni.com/jp/ac

アカデミック

期間限定 NIアカデミックキャンペーン 2011年11月14日（月）～2012年2月29日（水）

mailto:info@afrel.co.jp
http://japan.ni.com/academic/promo
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半導体テストに向けたPXIベースの
新デジタルSMU
ナショナルインスツルメンツ（NI）は、PXIを利用した半導体テスト機能を

拡張するPXI Expressモジュールを新たに発売しました。その新製品と

は、パーピンパラメータ計測ユニット（PPMU）を搭載する24チャンネル

の高速デジタルI/OモジュールであるNI PXIe-6556と、4チャンネル

のソースメジャーユニット（SMU）であるNI PXIe-4140/41です。これ

らの製品を使用すれば、テスト時間の短縮と、テスト装置のフットプリント

の縮小を実現できます。

両モジュールは、高速かつ高精度の計測機能と、お客様がNIの製品に

期待する優れた使い勝手を兼ね備えています。デジタルモジュールの

NI PXIe-6556では、既存のコードやコネクティビティと下位互換性を確

保することができます。一方、4チャンネルSMUであるNI PXIe-4140/

41は、最高レベルのチャンネル密度を備え、複数のテスト対象デバイス

（DUT）に対してSMUをチューニング可能にします。

機能とDCテストを同一ピン上で実行

NI PXIe-6556デジタルモジュールでは、高速デジタルテストベクター

の集録／生成と、高精度の4象限DC計測を1つのピン上で切り替える

ことができます。つまり、高速デジタルI/OモジュールとPMU（1％精度

のSMU）を、1つの装置で利用できるイメージです。モジュールの内部

ではデジタルモジュールとPMUの機能がシームレスに切り替わります。

また、各チャンネルもデジタルモードから独立したPMUへと直ちに切り

替わります。NI PXIe-6556は、NIの他の高速デジタル装置と同じく

NI-HSDIOドライバとコネクタピン配列を使用しています。このため、

他の製品から同モジュールに、容易に移行することができます。

さらに、NI PXIe-6556は、タイミングの自己校正を行うアルゴリズム

をはじめとした高度な機能を備え、DUTまでの往復遅延の詳細を自動

的に通知してくれます。加えて、ハードウェアタイムパラメータ計測を

実行することができ、テスト時間のさらなる短縮も可能です。フロントパ

ネルのコネクタを経由して、高性能SMUに切り替えれば、DC計測精度

をより一層高めることができます。このコネクタは、NIが提供する他の

SMU製品に対応しています。

SourceAdapt技術でマルチチャンネル化

NI PXIe-4140/41 SMUモジュールは、1つのPXIスロットにつき4つ

のSMUチャンネルを提供します。つまり、1台のPXIシャーシにつき最大

で68のSMUチャンネルを利用できるため、ピン数の多いデバイスの

特性評価が容易に行えます。各SMUでは最大600,000 S／秒の連続

サンプリングが可能なので、短い計測時間で、デバイスの過渡特性を

取得できます。しかも、高精度SMUであるNI PXIe-4141は10 pAの

電流計測感度を備えるため、各ピンにおけるアイドル電流の特性評価に

最適です。

図2に示すように、従来のSMUで一般的に得られる低速応答や通常

応答は、最適な応答ではありませんでした。それに対し、NI PXIe-4141

に搭載されたNI SourceAdapt技術を利用すれば、あらゆる負荷条件に

対してSMUの出力応答を任意にチューニングすることが可能です。

そのため、さまざまな負荷をテストする際、安定性を最大化し、過渡応答

時間を最短化することができます。これにより、オーバーシュートやリン

ギング（波形の振動）からDUTを保護できるだけでなく、テスト時間の

短縮にもつながります。SourceAdapt技術を利用して応答のカスタマ

イズを行えば、より短いテスト時間で、理想的な応答を得ることが可能に

なります。

NI PXIe-4141およびNI PXIe-6556の価格と仕様については、

「半導体テスト向けNI製品」（ni.com/lp/semiconductor/ja）をご覧く

ださい。

製品情報

図2. NI SourceAdapt技術を導入することにより、あらゆる負荷条件に対して
SMUの応答をカスタマイズ（赤線）することができます。

それにより、安定性を最大化し、過渡応答時間を最短化することが可能になります。

図1. NI PXIe-4141とNI PXIe-6556を利用すれば、
さまざまな機能テストとパラメータテストを1つのピン上で実行できます。

http://www.ni.com/automatedtest/semiconductor/ja/
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IP67の保護性能を備えるSmart Camera、
Atomの搭載で高性能を実現
ナショナルインスツルメンツ（NI）は、Smart Camera（スマートカメラ）

製品のラインナップを拡充するために、高い性能を備えた新機種7モデ

ルを発売しました。新製品では、処理性能の向上を達成したことに加え、

防塵／防水設計を採用しました。また、カラーセンサや高分解能センサ

などのオプションを用意しています。

新製品のNI 177xモデルは、従来のNI Smart Camera製品群と同じ

くリアルタイムOSを採用しており、高い動作信頼性と優れた確定性

（時間保証された処理性能）を実現しています。これらの新製品により、NI

のビジョンハードウェア製品群の拡充が図られ、食品飲料業界や消費財

業界、自動車業界などに向けた工業検査用マシンビジョンハードウェアと

して幅広い選択肢を提供することが可能になりました。

NI 177xは、Intel社のx86系プロセッサであるAtomを採用すること

で、従来製品の4倍もの処理性能を達成しました。センサオプションとし

て、VGAと1.3 MP（メガピクセル）、2MPのモノクロ画像とカラー画像

センサの両方に対応するため、LEDや計測器などのクラスタ検証に最適

です。さらに、より高い分解能が要求される用途に向けて、5MPのモノク

ロ画像センサのオプションも用意しています。NI 177xは耐性に優れた

筐体と、M12コネクタ、保護レンズカバーを備えており、NIの製品として

は初めてIP67の保護等級を取得しました。このような防塵性・防水性を

備えているので、食品包装工場の洗浄工程といった用途にも適用可能

です。また、カラー画像センサのオプションは、食品を焼いたり、油で揚げ

たりした後、均一に火が通っているか、あるいはチョコレートチップがクッ

キーの上に均等に分配されているかといったことを確認するカラーセグ

メンテーション（色分割）など、食品業界におけるさまざまな用途で利用

可能です。

NI 177xは、デジタル入力ラインとデジタル出力ラインを4本ずつ

備え、RS232（シリアル、Modbusシリアル）やEthernet（TCP/IP、

EtherNet/IP、Modbus TCP）といった工業用通信プロトコルに対応し

ています。これらのプロトコル信号を用いれば、照明機器やカメラを動的

に制御したり、ベルトコンベアと同期を取ったりすることができるほか、

部品の仕分けを行う機械装置を動かしたり、NI 177xとPLC（プログラ

マブルロジックコントローラ）を統合したりすることも可能になります。

さらに、NI 177xは検査画像のモニター出力用VGA映像端子も備えて

いるなど、高い性能を実現しました。

NI Smart Cameraには、メニュー選択方式のスタンドアロン型開発

環境であるNI Vision Builder AI（NI Vision Builder for Automated

Inspection）が同梱されています。これを利用すれば、マシンビジョン

アプリケーションの構築からベンチマーク、配備までのすべてに対応で

きます。さらに、NI LabVIEWソフトウェアとNI Vision開発モジュールの

画像ライブラリを用いてプログラミングを行えば、より高度なカスタム

対応が可能です。いずれのオプションもNIマシンビジョンハードウェアの

全製品に対応し、数百もの画像処理機能を利用できます。

NI Smart Cameraファミリの全製品の仕様と価格については、NI

Smart Camera（ni.com/vision/smartcamera/ja/）をご覧ください。

製品情報

図1.新製品の高性能NI Smart Cameraは、Intel社のAtomプロセッサを搭載しています。
オプションで、カラーセンサや高分解能センサなどを提供しています。

http://www.ni.com/vision/smartcamera/ja/
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マイクロ波測定で高性能を発揮
RFベクトル信号アナライザ、NI PXIe-5665の14 GHzバージョンを発売

対応周波数帯域が14GHzにも達する業界最高レベルの性能のRF信号

アナライザは、入手が困難なことに加えて、サイズが大きく、高価で、

動作が遅いという問題があります。それに対し、NIが新たに発売した高性

能のRFベクトル信号アナライザであるNI PXIe-5665は、解析可能な

周波数範囲が20Hz～14 GHzと広く、他の機種とは比べものにならな

いほど優れた性能と速度を達成しています。平均ノイズフロアは‐165

dBm/Hz、位相ノイズは‐129 dBc/Hz（中心周波数800MHz、オフ

セット10 kHzオフセット時）と極めて低いことに加え、0.1 dBと高い

絶対振幅確度を実現することから、業界最高水準の性能を備えていると

言えます。低周波数帯での変調計測が可能なだけでなく、最高14GHz

の周波数帯で3次および4次高調波をテストすることが可能です。この

ため、NI PXIe-5665は半導体や携帯電話のテストなどの用途に最適

です。また、レーダーや衛星、無線通信に用いるC/X/Ku帯域のテストも

行えます。

低周波帯と高周波帯の両方に対応可能なアーケテクチャ

NI PXIe-5665は、NI PXIe-5622デジタイザと、広帯域対応のRF

ダウンコンバータモジュールであるNI PXIe-5605、NI PXIe-5653

シンセサイザを組み合わせたモジュール式のRFベクトル信号アナライ

ザです。2つの異なる周波数帯域に対応し、最高で14GHzに対応し

ます。具体的には、3.6 GHz未満の周波数は低周波帯、3.6～14 GHz

の周波数は高周波帯として処理します。NI PXIe-5665が採用している

デュアルバンドアーキテクチャは、対応する周波数範囲の全域で優れた

イメージ除去性能を発揮し、高いダイナミックレンジを実現します。

低周波帯では、3段階のスーパーヘテロダインダウンコンバージョン

方式を利用します。NI PXIe-5605は、RF信号をより高い中間周波数

（IF）にアップコンバートし、その後、信号を処理するために、デジタル化

が可能な周波数帯までダウンコンバートします。この3段階のトポロジ

は、RF入力信号のイメージ除去機能を備えており、本来の信号を正しく

表示できます。

一方、高周波帯の信号経路では、NI PXIe-5605は2段階のダウン

コンバータとして動作します。この周波数帯では、5 dB刻みで75 dBの

減衰量を実現する機械式ステップ減衰器を使用します。オプションの

プリセレクタ（YIGフィルタ）を使用すれば、不要なイメージを除去でき

ます。プリセレクタは、信号チェーンにおいて最初のミキサよりも前段に

配置します。

IF段では、1 dB刻みでゲインを調整できるため、電力レベルをデジタ

イザに合わせて最適化することが可能です。この機能を活用すると、

低いトーンの信号に、より高いゲインを適用し、高いトーンによってA/D

コンバータの分解能が浪費されるのを防ぐことによって、マルチトーン

信号を効率的に計測できるようになります。IF段の最後では、スイッチド

フィルタバンクによって3次インターセプトポイント（IP3）をさらに最適

化します。これにより、隣接チャンネル電力比（ACPR）などの高度な計測

を実行できます。

位相ノイズの低減

前述したように、NI PXIe-5665の特長として、‐129

dBc/Hzという極めて低い位相ノイズ特性が挙げら

れます。ここまで位相ノイズを低く抑えられるのは、

低位相ノイズの局部発振器（LO）を3台備えたNI

PXIe-5653シンセサイザを搭載しているからです。

位相ノイズは、RF信号アナライザの仕様において

最も重要な項目の一つです。例えば、NI PXIe-5665

を導入することにより、256-QAM変調信号に対して

0.33％という非常に優れた変調精度で、エラーベク

トル振幅（EVM）を計測できます。

さらに、プリアンプの電源をオンにした状態でも

平均ノイズレベルが‐165 dBm/Hzと低い点も、NI

PXIe-5665の特長の一つです。このようにノイズフ

ロアが低いことから、他の機種では計測が困難な小振

幅の信号も計測できます。高い周波数に対応しつつ、

低いノイズフロアを実現するNI PXIe-5665は、スプ

リアスや高調波のテストに最適です。さらに、50MHz

リアルタイム帯域幅を使用すれば、20MHzバージョンの3GPP LTE

規格などのテストも行えます。

キャリブレーショントーンとYIGフィルタ

NI PXIe-5665のもう1つの特長として、高精度のキャリブレーション

トーンを内蔵する点が挙げられます。このキャリブレーショントーンを用

いると、同製品のEEPROMに保存されているトーン値と最新の計測値

を比較することで、受信機での損失を正確に補正することができます。

さらにNI PXIe-5605では、3.6 GHz以上の周波数をダウンコンバート

する際、RF入力信号経路にオプションで設置可能な帯域幅プリセレクタ

（YIGフィルタ）も利用できます。このプリセレクタは、一般的な計測で干

渉を生じさせたり、精度を低下させたりする信号を排除します。電磁石に

よって生成された磁界は、プリセレクタの中心周波数を制御する役割を

特集

図1. NI PXIe-5665は、デジタイザとダウンコンバータ、
シンセサイザを組み合わせたモジュール式のRF信号アナライザです。
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担います。プリセレクタの中心周波数を変化させる非線形性と熱特性を

補正するために、NI-RFSAドライバは、セルフキャリブレーションプロセ

スの一環として、内部で生成されたキャリブレーション信号とアルゴリズ

ムを用いて、プリセレクタの同調曲線の特性評価を行います。

NI PXIe-5665にプリセレクタを搭載すると不要なイメージをすべて除

去できるので、スペクトルの監視や電磁両立性（EMC）の確保といった

用途に役立ちます。

RFリストモードでの高調波テスト

NI PXIe-5665は、パワーアンプやRF IC（無線周波数集積回路）の特性

評価でよく行われる高調波スプリアスのテストや計測に適しています。

12～14 GHzの周波数範囲でも、平均ノイズフロアが‐142 dBm/Hz

と低く、振幅確度は±0.25 dBと高いため、高周波数での小信号の検出／

テストに最適です。

また、NI PXIe-5665のRFリストモードを使用すると、異なる周波数

間ですばやく再調整を実行できるため、スイープ時間を大幅に短縮でき

ます。同モードでは、周波数やリファレンスレベルといったパラメータの

リストをあらかじめ定義することが可能です。そのリストはマイクロコード

に変換されるので、計測器とPC間での時間のかかるソフトウェア呼び

出しが不要になります。

NI FlexRIOによるスペクトル監視

NI PXIe-5665アナライザは、PXIシャーシで利用可能なNI FlexRIO

モジュールと連携させて使用することができます。ピアツーピアストリー

ミング技術により、PXIバックプレーン経由で、NI FlexRIOモジュールが

搭載するFPGAにデータをリアルタイムで転送することが可能です。ま

たNI LabVIEW FPGAモジュールを使用して、NI FlexRIOモジュール

のオンボードFPGAをプログラムし、ナノ秒（ns）単位の条件判断機能に

よってデータを処理することができます。このリアルタイム処理機能を

活用し、NI PXIe-5665をリアルタイムスペクトルアナライザとして用い

れば、同製品が全帯域にわたって集録したデータをすべてNI FlexRIO

モジュールに転送し、リアルタイム処理を行うことが可能です。さらに、

リアルタイム処理をベースにして、NI FlexRIOモジュールからPXI

シャーシ内の他の計測器にトリガを送信することもできます。

NI PXIe-5665をNI FlexRIOと組み合わせて使用することで、従来の

スタンドアロン型計測器では不可能だったテストにおける複雑な課題を

解決できるシステムを構築することが可能になります。

NI PXIe-5665の機能について、詳しくはベクトル信号アナライザ

（ni.com/vsa/ja）のページをご覧ください。

図2. NI PXIe-5665は12～14 GHzの周波数範囲でも、平均ノイズフロアが‐142 dBm/Hzと低く、
振幅確度は±0.25 dBと高いため、高周波数での小信号の検出／テストに最適です。

http://www.ni.com/vsa/ja/
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NI WSNのノードとゲートウェイを用い、
CompactRIOとの統合をより緊密に
NIワイヤレスセンサネットワーク（WSN）プラットフォーム製品群では、

新製品の投入により、付加価値の向上と機能の拡張を実現しました。

その新製品とは、歪みゲージ／ブリッジノードであるNI WSN-3214

です。同製品を利用することにより、WSNプラットフォームにおいて波形

集録が行えるようになります。また、ワイヤレス方式のヘルスモニタリン

グアプリケーションに最適な計測プラットフォームとなっています。

NI LabVIEWWSNモジュールを使用すれば、データのピークを検出し

たり、レインフロー（Rainflow）の計算を実行したりするなど、ノード上の

歪みデータの処理が可能になります。その結果、ワイヤレスで送信する

データ量を抑えることが可能になり、WSN計測ノードの電池寿命を延伸

することができます。

WSNプラットフォームの最新ゲートウェイであるNI 9795を導入す

ると、NI WSNとNI CompactRIOの両プラットフォームを緊密に統合で

きます。このNI CシリーズゲートウェイはCompactRIOシステムの空き

スロットに挿入可能なので、CompactRIOを利用した計測・制御システ

ムにワイヤレスI/Oを組込むことができます。よく似たAPI（Application

Programming Interface）とプラグアンドプレイ機能を使用すること

で、分散配置されたWSN計測器とCompactRIOを、これまで以上に

簡単に統合できるようになります。

RS232に対応したシリアルノードであるNI WSN-3230、RS485

に対応したシリアルノードであるNI WSN-3231を導入すれば、シリア

ルベースの計測器や、センサ、制御ボードとのインタフェースを確保でき

るため、ワイヤレスに制御することが可能になります。LabVIEWWSN

モジュールを使用してクエリやコマンドをデバイスに送信し、データを

解析するグラフィカルコードを実装すると、シリアルベースの計測器に、

カスタマイズ可能な自律型ワイヤレスインタフェースを追加できます。

NI WSNプラットフォームの新製品の詳しい仕様については、WSNの

新機能（ni.com/wsn/whatsnew/ja/）をご覧ください。

NICシリーズモジュー
ルでは、ステッパや、
ブラシ付サーボモー
タ、ブラシレスサーボ
モータを、外付けドラ
イブを使用せずに直
接制御できるように
なりました。また、Cシ

リーズのモータドライブモジュールを、NI LabVIEW2011
用のNI SoftMotionモジュールに搭載された新しいモー
タ制御IPと組み合わせれば、モーションアプリケーションの
統合制御が可能になります。

Cシリーズモータドライブについて詳しくは、ni.com/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi1302」と入力してく
ださい。

新製品のNI PXIe-8100 RTは、
Intel社 のAtomプロセッサを
ベースとする低価格の組込コン
トローラで、PXI Expressシステ
ム用に開発されたものです。この
コントローラのCPUは動作周波
数が1.66 GHzで、NI LabVIEW
Real-Timeを利用した組込計測／

制御アプリケーションの実装に特化したものとして設計さ
れています。NI PXIe-8100 RTは、シングルボードアーキ
テクチャと低消費電力のプロセッサを特長としたモデル
で、外形寸法や消費電力の要件が厳しい組込アプリケー
ションに最適です。

NI PXIe-8100RTの仕様と価格については、ni.com/info
にアクセスの上、Info Code欄に「nsi1303」と入力してく
ださい。

製品情報

Cシリーズモーションドライブで
統合制御

リアルタイムアプリケーション向けの
低価格PXI Expressコントローラ

NI 9795 CシリーズWSNゲートウェイは、
CompactRIOとシームレスに統合することができます。

そのため、有線／無線の監視や制御システムを簡単に構築できます。

http://www.ni.com/wsn/whatsnew/ja/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12127
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ja/nid/209760
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ユーザからのフィードバックにより
CompactRIOモジュール開発キットを強化

2004年にNI CompactRIOのプラットフォームを発表してから、

CompactRIO開発者のコミュニティは50機種を超えるNI Cシリーズ

モジュールを生み出し、CompactRIO用モジュールの数は2倍に増えま

した。設計者たちは、GPSやLINバス、MIL-STD-1553バス、そして

車載用のさまざまなセンサやアクチュエータインタフェースといったカ

スタムモジュールを開発し、CompactRIOを新たなアプリケーション

領域に適用し始めています。

NIはユーザからのフィードバックに基づいて、CompactRIO

モ ジ ュ ー ル 開 発 キット（Module Development Kit：MDK）の

NI cRIO-9951を拡張し、バージョン2.0としてリリースしました。この

バージョンは新たなSPI通信エンジンを搭載しており、ユーザはNI製

モジュールがすでに用いているプロトコルと同じものを使って、豊富な

機能を備えるモジュールを開発できるようになります。モジュールの

検出や認証といった低レベルのシステム管理タスクもこの通信エンジン

に含まれているので、ユーザが考慮する必要はありません。さらに、

スロットへの依存性が無いコードを生成する機能や、基本I/OノードAPI

のオプションによって、ユーザはNI以外の他社製モジュールを使うアプリ

ケーションを、NI製モジュールを用いる場合と同じように快適に開発でき

ます。モジュールハードウェア開発のガイドラインには、Cシリーズのイン

タフェースの性能を余すことなく引き出したいという設計者のために、

さらに詳細なタイミング情報も提供されています。このように

CompactRIO MDK 2.0は、モジュール開発に新たに取り組む設計者

でも経験者でも、モジュールをこれまで以上に素早く構築して使い始め

られるように支援します。

他社製のCシリーズモジュールや、独自のカスタムモジュールを構築す

るための資料は、ni.com/jp/infoにアクセスの上、Info Code欄に「nsi

1304」と入力してください。

NI LabVIEWMathScript RTモジュー ルを 使 えば、
LabVIEW環境に組込まれたコンパイラを介して、カスタ
ム.mファイルをLabVIEWのソフトウェアアプリケーション
に取り込むことが可能です。このアドオンモジュールを利用
すると、.mファイルのコードを設計して、リアルタイムOS上
で確定性を維持しながら実行できるので、組込ターゲット
に簡単にコードを実装できるようになります。MathScript
RTモジュールのLabVIEW 2011版では、各種ストラク
チャや、変数の管理に使える共通の開発データ型がサポー
トされ、カスタム.mファイルの統合がさらに簡単になりま
した。

.mファイルの統合を今すぐに始めるには、ni.com/labview/
mathscript/ja/にアクセスしてください。

NI CompactDAQプラット
フォームに、新型の1スロット
シャーシが3機種追加され
ました。
USB対応のcDAQ-9171

と、Ethernet対 応 のcDAQ-9181、IEEE 802.11の 無
線LANに対応したcDAQ-9191です。いずれも、電圧や温
度、歪みなどの計測に対応する50機種以上のNI Cシリー
ズのモジュールと組み合わせて使用できます。
NI CompactDAQは小型かつ低価格を特長としており、実
験室から屋外、製造ラインに至るまで、さまざまな場面で
センシングと電子計測を簡単に実行することが可能です。

詳しい仕様や価格については、ni.com/dataacquisition/
compactdaq/ja/にアクセスしてください。

製品情報

カスタム.mファイルの統合が
さらに簡単に

新しいCompactDAQの1スロットシャーシ3機種

図1. CompactRIOモジュール開発キットのバージョン2.0を使えば、新しいI/OやカスタムI/Oのモジュールを独自に設計し、
CompactRIOシステムに追加できるようになります。

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2726
http://www.ni.com/dataacquisition/compactdaq/ja/
http://www.ni.com/labview/mathscript/ja/
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CompactRIO/PCI/PXI用の
新たなCANopenマスタモジュール

ナショナルインスツルメンツ（NI）は、NI CompactRIO、PCI、PXIシステ

ムからのマスタ接続を、NI LabVIEWソフトウェアのAPI（Application

Programming Interface）の利用によって統合可能としたCANopen

ハードウェアモジュール3製品を用意しています。CANopenに組込まれ

ているNI-Industrial Communications for CANopenドライバは、

WindowsまたはLabVIEW Real-Timeに 対 応したCompactRIO/

PCI/PXIターゲットに共通するAPIをサポートしています。そのため、

ターゲットとアプリケーションの間でコード

を簡単に再利用できます。また、このドライ

バを用いると、電子データシート（EDS）ファ

イルのインポートが可能になるため、デバイ

スのオブジェクトディクショナリに簡単にアク

セスできます。

各モジュールは1ポートのCANopenイン

タフェース（最大1Mb／秒）を搭載してい

ます。そのため、CiA DS 301に準拠した

プロセスデータオブジェクト（PDO）および

サービスデータオブジェクト（SDO）の送受

信が可能です。このドライバソフトウェアは、

スレーブノードの構成に必要なバッチSDO

エディタとLSSサービスサポートを備えて

います。また、ネットワーク管理や、ハートビート、ノード保護、同期のため

の機能も搭載しています。

CANopenは、CAN（Controller Area Network）の物理層上に構築

された通信プロトコルで、組込デバイスやモーションアプリケーション

向けの内部バスとして使用可能です。CANopenは、もともと、ハンドリン

グシステムなどモーション指向のマシンコントロールネットワーク用に

設計されたものですが、現在では、医療機器や、オフロード車両、海洋

電子機器、公共交通機関、ビルオートメーションといったさまざまな用途

で使用されています。

NI CANopen製品の仕様および価格については、「工業用通信」

（ni.com/comm/ja/）をご覧ください。

NI LabVIEW 2011ソフトウェアには、制御器（control）お
よび表示器（indicator）の新しいパレットが導入されてい
ます。LabVIEW 1.0の発売25周年を記念して、この新制
御器は「シルバー制御器」と名付けられました。従来の機能
と性能はそのままに、丸みを帯びた角や、ドロップシャドウ、
淡いグラデーションといったさまざまなエフェクトにより、
最新のUI（ユーザインタフェース）スタイルを実現します。

LabVIEW 2011シルバー制御器について詳しくは、
「LabVIEW 2011の新機能」（ni.com/labview/whatsnew/
ja/）をご覧ください。

NIソフトウェアサービスパックは、製品の安定性向上とバグ
修正を目的としたメンテナンスリリースです。以下の3種の
ソフトウェアサービスパックをインストールすることで、ソフ
トウェアをバグのない最新の状態にすることができます。
�NI Measurement Studio 2010 SP1
�NI LabWindows/CVI 2010 SP1
�NI TestStand 2010 SP1

これらのサービスパックは、「ソフトウェアのダウンロード」
（ni.com/downloads、英語）から入手できます。

製品情報

最新のソフトウェアサービスパックを
ダウンロード

LabVIEW 2011シルバー制御器を
活用し、UIのスタイルを一新

NI CANopenモジュールは、CompactRIO/PCI/PXIターゲットに共通するAPIをサポートしています。

http://www.ni.com/comm/ja/
http://www.ni.com/labview/whatsnew/ja/
http://www.ni.com/downloads/
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仮想計測

1991‒1995年

コンピュータベースの
計測と自動化
1995‒2005年

グラフィカルシステム開発

2005‒2015年

計測器制御とデータ集録

1985‒1991年
(NIアライアンスパートナープログラム設立前)

モジュールとアドオン/
ターンキーソリューション/
システムの商品化

GPIB

コンサルティング

ドライバとアドオン ドライバとアドオン ドライバとアドオン/
ターンキーソリューション

LabVIEW/DAQ

コンサルティング

PXI 組込システム/FPGA

コンサルティング/
インテグレーション

コンサルティング/
インテグレーション/
業界専門知識の提供/
デプロイメント（配備）

サービス

NI製品      アライアンスパートナーが提供する付加価値      NIプラットフォームの活用

20周年を迎えた
NIアライアンスパートナーネットワーク
2011年に、ナショナルインスツルメンツ（NI）アライアンスパートナー

ネットワークは20周年を迎えました。この活動は、NI LabVIEWソフト

ウェアのコンサルタントグループとして1991年に始まりました。現在で

は、システムインテグレーション（統合）サービスや、NIのソフトウェア／

ハードウェアに対するアドオン製品、業界別アプリケーションや業界専門

知識をベースにしたNIソリューションを提供する600社以上の企業で構

成されたネットワークに発展しました。

NIは1980年代に、LabVIEWをベースとした仮想計測（Virtual

Instrumentation）の概念を生み出しました。これに伴い、数名の

LabVIEWコンサルタントにより、LabVIEWの初心者ユーザを対象とし

た専門知識の提供と、計測器ドライバの作成が始められました。このドラ

イバは、PCベースのNI製ツールと、最も一般的な計測装置であるGPIB

（General-Purpose Interface Bus）計測器との接続を実現するもの

でした。NIは、1991年にNIアライアンスパートナープログラムを正式に

設立しました。そして、当初からこの活動に携わっていたコンサルタント

グループが、最初のアライアンスパートナーとして登録されました。

以降、NIは製品群を拡大し、PCベースのデータ集録システムを実現する

プラグインハードウェアや信号調節器がラインナップに加わりました。

これらの製品を利用して、多数のアライアンスパートナーが、NI製品群を

補完し、モーション制御や、画像集録、データベース接続といったアプリ

ケーションニーズに応えるために、サードパーティ製品の開発に着手しま

した。

NIは1990年代半ばには、PCベースの計測と自動化に尽力するよう

になりました。そして、アライアンスパートナーは、ユーザの仕様に適した

ターンキーソリューションを提供するシステムインテグレータへと成長

を遂げました。これは、アライアンスパートナーにとって、新たなビジネス

チャンスとなり、ユーザにとっても、アライアンスパートナープログラムの

主要なメリットになりました。

現在、NIアライアンスパートナープログラムは、NIアライアンスパート

ナーネットワークへと進化を遂げています。このネットワークは、NIと共同

で、グラフィカルシステム開発をベースとした品質に優れた製品や

ソリューションを提供するコンサルタントや、システムインテグレータ、

開発者、業界専門家から成る世界規模のグループです。NIの持続的な

成長に伴い、この企業ネットワークは、ユーザがNI製品をベースにした

ソリューションをより活用できるよう、専門知識をさらに充実させること

に努めています。独自の設備や優れた技能を有するアライアンスパート

ナーは、製品およびシステムから、インテグレーションや、コンサルティン

グ、トレーニングといったサービスに至るまで、さまざまなソリューション

の提供を通じて、エンジニアリング分野における世界で最も困難な課題

の解決を支援します。

お客様の地域のアライアンスパートナーを探すには、NIアライアンス

パートナープログラム（ni.com/alliance/ja/）のページをご覧くださ

い。

製品ネットワーク

図1. NIアライアンスパートナープログラムは、NIと提携したコンサルタントによって構成される世界規模のネットワークへと発展しました。

http://www.ni.com/alliance/ja/
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図1. CLDの合格者に、認定を再取得する、
または上のレベルの認定を取得する予定があるかどうかを聞きました。

認定取得者に聞くLabVIEW認定プログラム
のメリット
NILabVIEWソフトウェアの開発者認定プログラムは、技術者が自分の

技術力に自信を持ち、キャリアアップできるようにすることを支援するも

の で す。LabVIEW開 発 者 認 定 試 験（CLD：Certified LabVIEW

Developer）の合格者のうち、現役の開発者を対象として調査を行った

結果、ナショナルインスツルメンツ（NI）の認定プログラムが彼らにとっ

て、LabVIEWに関する技能を高めるきっかけとなり、自らの技術力を

実証する上で役立った、さらに、試験勉強の過程は、キャリアアップにもつ

ながる、と考えていることが明らかになりました。認定プログラムの有用

性を証明するデータとして、約400名の回答者のうち、97％が認定レベ

ルを維持したい、もしくはさらに上のレベルの認定を取得したいと答えて

います（図1）。

認定を取得する理由

回答者のうち50％以上は、認定を取得する理由として以下3つのうちの

いずれかを挙げています。
�LabVIEWに関する知識と技能を向上させるため
�潜在的な顧客に対して技術力を実証するため
�キャリアアップのため

無理のない学習で受験可能

認定の取得に向けた試験勉強の過程では、それまでの経験を活用する

ことと、業務外での学習が必要となることから、専門的能力の開発／強化

につながります。通常、CLDの受験には9～12カ月の準備期間が必要と

なりますが、その間、70～80％の時間は、中規模から大規模の

LabVIEWアプリケーションのプログラミングに集中する程度の経験が

必要です。このレベルの経験があれば、試験合格のための勉強量として

は十分です。実際、回答者の過半数以上が、試験勉強の中でまったく新た

に習得した事柄は25％未満だったと回答しています（図2）。

試験勉強のために新たに用いた教材が、その後のプロジェクトに役立

つこともよくあります。現役のCLD認定取得者の約90％が、試験勉強の

ために新たに学習した内容は、実際の業務でLabVIEWをどのように

活用するか、もしくは活用したいか、そのヒントになったと回答してい

ます。多数の回答者が、試験勉強に役立った教材として以下のものを

挙げています。
�LabVIEW実践集中コースのトレーニング教材
�CLD試験のサンプル問題
�NIディスカッションフォーラムやナレッジベース（KnowledgeBase）

の記事

LabVIEW実践集中コース1、2、3は返金保証付きで、CLD試験の準

備に最適です。このコースは、オンラインや、最寄りのNIトレーニングセン

ターで受講できるほか、出張トレーニングも行っています。さらに、自分

のペースに合わせて進めることが可能な、セルフペーストレーニング用

の教材も用意されています。

認定取得の効果

回答者の大半は、一度認定を取得すると、プラスの効果が得られると

答えています。認定取得による直接的なメリットについて尋ねたところ、

以下のような回答が集まりました。
�54％以上の人が「仕事の質が上がった」と回答
�約30％の人が「新たなプロジェクトへの参加機会を得た」と回答
�35％以上が「認定を取得した結果、昇給した」と回答
�10％が「昇進した」と回答

NI認定プログラムは、技術力を実証し、キャリアアップを目指す開発者

にとって有用なものです。NIの認定プログラムが、こうした目標の達成を

目指すユーザをしっかりと支援しているということが、約400名の現役

CLD認定取得者の回答から明らかになりました。

NI製品に関連する認定の取得方法について、詳しくは「NIのトレーニン

グと認定プログラム（http：//sine.ni.com/tacs/app/main/p/ap/

ov/lang/ja/fmid/497）」をご覧ください。

サービス＆サポート

図2.回答者の過半数が、試験勉強の中で、
まったく新たに習得した事柄は25％未満だったと答えています。

http://www.ni.com/training/ja/
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移動ロボット（脚と車輪のハイブリッド式）
「Quattroped」を開発
課題
平地を迅速かつ滑らかに移動できるだけでなく、自然や人工の不整地も

問題なく走行できるように、脚と車輪を併せ持つハイブリッド方式の移動

ロボットを開発する。

ソリューション
NI LabVIEWソフトウェアとCompactRIOハードウェアをさまざまな

I/Oモジュールと組み合わせることで、機械設計や、メカトロニクス分野

において、プログラムを短時間で統合し、実用的なロボットのプロトタイ

プを開発することができる。

陸上を移動するプラットフォームに広く採用されている移動方法には、

脚走行と車輪走行の2つがあります。国立台湾大学（National Taiwan

University）のBio-Inspired Robotic Laboratory（BioRoLa）チーム

は、屋内、屋外にかかわらず、平地と不整地のいずれの環境でも移動が

可能なプラットフォームの実現を目指しています。それに向けて、脚と

車輪を組み合わせたハイブリッド方式の移動ロボットを設計するプロ

ジェクトを立ち上げました。

従来、ハイブリッド方式の移動プラットフォームの大半は、車輪と脚で

それぞれ異なる機構とアクチュエータを用いていました。同研究チーム

が開発した脚と車輪を利用するハイブリッド方式の移動ロボット

「Quattroped」は、こうした従来のタイプのものとは異なります。具体的

には、移動に用いる部分が、車輪と脚のいずれかに変形可能なトランス

フォーメーション（変形）機構を導入しました。

このロボットでは、1 kHzのループレートで動作する400MHzのリア

ルタイム組込コントローラであるNI cRIO-9014を用いて演算を実行し

ます。この制御システムには、10 kHzで動作する300万ゲートのFPGA

を搭載した組込シャーシであるNI cRIO-9104も採用しました。

Quattropedは、ヘルスモニタリング用に搭載したモータ上の温度

センサ／パワーアンプチップと、電源管理用の電圧／電流測定センサ、

脚と車輪のコンフィギュレーション（構成）／キャリブレーション（校正）に

利用するホール効果センサ、車体の状態を測定するための6軸慣性計測

ユニットおよび2軸傾斜計、地上高を測定するための赤外線距離センサ

を3台備えています。アクチュエータは、このロボットを駆動するための

ブラシ付きDCモータ8台と、前脚・前車輪を回転させるためのハイトル

クRCサーボモータ2台、脚・車輪を切り替えるための小型RCサーボ

モータ4台および小型ブラシ付きDCモータ4台を装備しています。

LabVIEWを実行する3つの演算コアであるPC、リアルタイムシステム、

FPGAは、それぞれに異なる役割を担っています。

ロボットの電源を入れたら、各脚・車輪上で、ロボットに対する2つの

能動自由度の絶対幾何学的コンフィギュレーションを定義するために、

モータのキャリブレーションを行います。キャリブレーションが完了した

ロボットは、そのときのリムコンフィギュレーション（つまり、車輪または

半円型の脚のどちらを選択しているか）に応じて、脚走行モードもしくは

車輪走行モードで動作させることができます。車輪走行モードでは、

ロボットは通常運転以外に、立ったり、座ったりといった動作が可能です。

一方、脚走行モードでも、過渡的に立ったり、座ったりといった動作が行え

ます。ロボットは、立ち上がると、歩行や早足だけでなく、段差や柵を乗り

越えたり、階段を上ったりするなど、さまざまな動作を行うことができ

ます。

現在、研究チームはロボットの認知能力を高めるために、現行のメカト

ロニクスシステムにさまざまなセンサを統合する作業を進めています。

さらに、走行が困難な地形におけるロボットの機動性を高めることと、

動的歩行の可能性を調査するために、閉ループ制御を用いて脚の動作

の精密化と改良を図るべく取り組んでいます。

－国立台湾大学（National Taiwan University）, Pei-Chun Lin氏

ユーザ事例

Quattropedは、脚と車輪を併せ持つハイブリッド方式の移動ロボットです。
平地を迅速かつ滑らかに移動できるだけでなく、不整地も問題なく走行可能です。
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Korry Electronics社、LabVIEWの導入で
開発期間を3分の1に
課題
インテリジェントなアビオニクス（航空機搭載機器）コントロールパネル

との相互作用や、スイッチの状態を知らせる情報のやりとり、コントロー

ルパネルの照明機能の制御、コントロールパネルの状態に関するレポー

ト生成などに対応するCANバステストシステムを開発する。

ソリューション
LabVIEWを導入することで開発期間を短縮し、NI PXI-CANカードと、

入手後すぐに利用可能なNI LabVIEWドライバライブラリ、テスト管理

ソフトウェアのNI TestStandを用いて、製造テストのシーケンシングと

レポート生成を行う。

当社（Korry Electronics社）は、新型の航空機であるボーイング787

の操縦室に設置するコントロールパネル群用のテストソリューションを

探していました。ボーイング787の開発プロジェクトでは、過去のボー

イング機の開発プロジェクトと比べて16カ月も短い、過酷なスケジュー

ルを厳守しなければなりませんでした。ボーイング787のシステムで

は、自身で監視を行い、保守に関する要件を地上のコンピュータシステ

ムに報告するヘルスモニタリングシステムをはじめ、さまざまな機能の

強化を図る必要がありました。

航空／宇宙産業では、コントロールパネルメーカーがARINC 429

バスの代替となる低コストの技術を求めた結果、バス速度やデータペイ

ロードなどの要件で同技術を上回るCAN（Controller Area Network）

ベースのソリューションへと移行しつつあります。当社では、正確なCAN

データが得られるようにするために、各被試験ユニット上で複数のCAN

バスと通信したり、それらのバスを監視したりする方法と、制御データを

転送して、照明を調整したり、他のコントロールパネルの機能を設定した

りする方法を模索していました。このプロジェクトで要求される開発期間

の短縮を達成するために、当社は、NI PXI-CANカードと入手後すぐに

利用可能なLabVIEWドライバライブラリを併用できるNI LabVIEW

システム設計ソフトウェアを使用することにしました。

コントロールパネルは、ディスクリートのデジタルスイッチのデータを

転送します。これら個々のデータワードは、各スイッチの位置を表します。

CANデータワードは、コントロールパネルのすべての照明レベルと表示

器をオン／オフコマンドで設定します。製造テストでは、1度に1つのコン

トロールパネルしかテストしません。一方、認定試験では、CANバスを

介して、複数のコントロールパネルを同時にテストできるように、NI PXI

テストシステムをコンフィギュレーション（構成）しました。

このテストシステムのハードウェアは、PXIのメインフレームに設置さ

れたCANインタフェースであるNI PXI-8461/2（2系統）と、複数の

リレーボード、電源、DMMカードで構成されます。このシステムでは、

一度に最大4系統のCANバスを個別に監視できるほか、すべてのディス

クリートI/O機能やDC電源機能のテストも実施可能です。各コントロール

パネルから送信される固有のCANバスIDは、LabVIEWルーチンを用い

て特定されます。このテストシステムは、航空機で使用されているCAN

バスデータ集線装置の機能をエミュレートするものです。

テストソフトウェアはすべてLabVIEWで記述されているため、カスタ

ムサブルーチンでNI-CANドライバと統合すれば、特定のCANアドレス

に対応するCANポートを初期化したり、CANデータフレームを読み取る

関数を実行したりすることができます。CANとオブジェクトネットワーク

インタフェースは、CANバスセッションごとに開放され、コンフィギュレー

ション（構成）されます。その後、CANの読み取り操作とセッションの

クローズ処理が実行されます。照明機能については、特定のCANデータ

がコントロールパネルに送信されます。

製造テストの実行中には、NI TestStandを活用して、テストのシー

ケンスとテスト結果のレポート生成の制御を行います。まず、オペレータ

に指示を出し、スイッチ、回転式ポテンショメータ、エンコーダをそれぞれ

特定の位置に設定させます。テストソフトウェアのパネルには、被試験

ユニットの各スイッチの位置がグラフィカルに表示されます。次に、テスト

中に記録されたデータの不一致についてまとめたHTMLログファイルを

生成します。スイッチパネルの表示器については、1つのテストシナリオ

に従って、コントロールパネル上の表示器をすべて点灯させ、オペレータ

が点灯している表示器を視覚的に正しく認識できるかどうかを確かめ

ます。

当社は、ボーイング787に搭載されるCANベースの複雑なコント

ロールパネル群を製造しています。LabVIEWを導入したことで、CAN

バスデータをほぼ無制限に制御できるようになり、新しいテストソフト

ウェアを短期間で開発することができました。PXI-CANカードは稼働中

のコンフィギュレーション（構成）が容易で、高い信頼性を確保できます。

当社では、NIのテスト用ハードウェア／ソフトウェアを今後、長期間に

わたって使用することで、将来的にもテスト装置を短い納期で開発でき

ると考えています。

－Korry Electronics社, Allen Cutler氏

NIのウェブサイト（ni.com）内に開設されているブログ「Sweet Apps」では、NIのユーザが作成したユニークなアプリケーションを紹介してい

ます。人道援助活動の一環としてNI LabVIEWでパスタマシンのプログラミングを行ったエンジニアのエピソードや、日本で実施された計画停電

の期間中に、NI USBデータ集録装置を用いて、バックアップ電源の電圧レベルを監視するアプリケーションを構築したエンジニアのエピソードな

ど、NI製品を活用して作成された素晴しい作品の一部をご覧いただけます。ぜひ、このブログをご覧ください。

Sweet Appsブログの詳細と登録については、ni.com/sweetappsをご覧ください。

ユーザ事例

Sweet Appsブログ：LabVIEWによるイノベーションをブログで紹介

https://decibel.ni.com/content/groups/sweet-apps
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新製品情報 2011年9月～2011年11月
◆リアルタイム／HILテスト向けリアルタイムテストソフトウェアの
「NI VeriStand 2011」

本ソフトウェアは、HIL（hardware-in-the-

loop）シミュレータやテストセルなどのリアルタ

イムテストおよびシミュレーションアプリケー

ションを作成するためのプログラミング不要な

ソフトウェア環境の最新バージョン。直感的な

オープンソフトウェアインタフェースにより、シ

ステムの柔軟性が向上し、テストシステム開発

時間を短縮させることができる。最新バー

ジョンに含まれているリアルタイム刺激信号

プロファイルツールは、ルーピング／ブランチング構造、構成可能な数論的関数、

マルチタスクなどを使用して、確定的なテスト実行機能を大幅に拡張する。また、

Wineman Technology, IncのアドオンINERTIATMを組み合わせることにより、

動力計やサーボ油圧のテストセルの閉ループ制御を最適化できる。

◆テストスループットを10倍に高めるパワーアンプ用PXIテストソリュー
ション

本ソリューションは、高性能のミックスドシグナ

ル計測器を各種組み合わせたもので、検証・

製造環境における高速かつ高精度のPAテスト

を実現するための厳しい要件をも満たすこと

ができる。NI PXIe-5665 14 GHzベクトル

信号アナライザ、NI PXIe-6556デジタルパー

ピンパラメトリック計測ユニット（PPMU）、

NI PXIe-4154電池シミュレータ、NI PXIe-5186 12.5 GS／秒、5GHzデジタ

イザなど、最新のNI PXI計測器が採用されており、これらのPXIモジュール式計測

器は、出力対時間（PVT）、変調精度（EVM）、隣接チャンネル漏れ電力比（ACLR）、

漏れ電流、高調波、断線・短絡テストなど、さまざまなPAテストや計測に利用で

きる。

◆オフィス・ビル向けの節電対策用「電力監視制御スタータキット」
本スタータキットを使用すると、電力使用量を監視・制御するシステムを独自に

構築することができる。あらかじめ機能が定義されたシステムとは異なり、使用す

る汎用データ集録機器はモジュール式のため、計測対象の組み合わせが自由に

行える。このため、電力監視だけでなく、照明、空調、水道、ガス、蓄電池、または

発電機などさまざまな機器からの情報を同時に測定することや、監視・制御するこ

とが可能。くわえて、より高度な電力監視制御が必要な場合など、目的やニーズに

あわせ、アプリケーションを低コストで独自にカスタマイズすることができるので、

効果的に省エネ・節電に取り組み、そのノウハウを蓄積することができる。

◆NI LabVIEW FPGAでプログラミングできる新しいビジョン／モーション
ハードウェア

再構成可能Camera Linkフレームグラバ「NI

PCIe-1473R」は、FPGA技術とCamera Link

インタフェースを搭載したPCベースの組込

ビジョンボードで、高性能の組込イメージング／

検査アプリケーションの作成に適している。ブラ

シレスサーボドライブCシリーズモジュール「NI 9502」は、NI CompactRIOシス

テムから6種類の新しいNIカスタムモータオプションを含むブラシレスサーボモー

タの駆動を直接可能にするため、難度の高いモーションコントロールアプリケー

ションにも対応できる。

◆教育向けソフトウェア「NI LabVIEW for LEGO�MINDSTORMS�」
本製品は、中高生が授業や競技会などで

LEGO Educationロボットプラットフォームと

ともに使用することを目的に開発されたもの

で、LEGOMINDSTORMS NXTロボットの

視覚的な制御とプログラミングを助けるととも

に、エンジニアや研究者が使用するものと同じ

ソフトウェアの使い方を習得することができる

教育用ツール。

◆機械の故障予測および健全性管理用LabVIEWツールキットを無償提供
LabVIEWのアドオンソフトウェアである「ウォッチドッグエー

ジェント故障予測ツールキット」は、現在需要の高まっている、機械

や構造物、部品、システム等の健全性状態のモニタリングやレポー

ティングを行うことができる。

◆PXIの高密度スイッチ機能を拡張するリレーカード8製品
これらの製品を利用することで、多チャンネル

のスイッチアプリケーションにおいて同時接続

数を増やせるほか、新たに差動測定機能を追加

できる。エンジニアは、さらに種類が豊富になっ

たNIスイッチブロックカードのラインナップから

適切なものを選んで、特定の要件を満たすカスタムマトリクスのリレーを構築する

ことが可能。要件の厳しい多チャンネルの自動テストシステム専用に設計された

NIスイッチブロックカードは、航空宇宙や運輸などさまざまなアプリケーションにお

けるスイッチ構成、経路設定、プログラミング、メンテナンスや、汎用自動テストな

どに最適。

◆NI CompactDAQと統合可能な低速CANモジュール「NI 9861」およ
び、LINモジュール「NI 9866」

両製品は、ハードウェアによる高速メッセージ

通信やオンボード処理など、生産性を高めるさ

まざまな機能を搭載。シングルポートの低速

CシリーズNI 9861 CANインタフェースは、

CANデータベースをサポートしており、

FIBEX、.DBC、.NCDファイルからの信号の

インポート、編集、使用が可能。最大125 kビッ

ト／秒の100パーセントバス負荷通信を行って

も、フレーム落ちが発生することはない。

NI 9866 LINモジュールは、LDFデータベースからの信号のインポートと使用に

対応するシングルポートインタフェースで、マスタ／スレーブをサポートし、ハード

ウェアタイミングによるマスタタスクのスケジューリングを行える。フレーム落ち

なしで最大20 kビット／秒の100パーセントバス負荷通信が可能。

◆PXI Expressシステム拡張モジュール「NI PXIe-8364」および「NI
PXIe-8374」

両製品は、任意の拡張トポロジを利用して複数

のPXI Expressシャーシから1つのホストコン

ピュータに直接通信できる、初のNI PXI

Expressリモート制御モジュール。それぞれx1

とx4のMXI-Expressリンクを使用して、ダウン

ストリームとアップストリームのPXI Express

シャーシを接続し、ダウンストリームシャーシ内

のすべてのPXIモジュールは、アップストリーム

シャーシ内のローカルデバイスとして認識される。MXI-Expressリンクはソフト

ウェア透過性があり、相互接続のためのプログラミングが不要なため、マルチ

シャーシシステムのセットアップが劇的に簡素化される。

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。2012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 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】
最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

◆アカデミック向け研究・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】
最新情報はni.com/jp/eventをご覧ください。

Web
■NI VeriStand
http：／／www.ni.com/veristand/ja

■NI TestStand
http：／／www.ni.com/teststand/ja

■NIソフトウェア製品の評価版
http：／／www.ni.com/downloads/ja/evaluation.htm

■オフィス・ビル向け電力監視／制御スタータキット
http：／／www.ni.com/jp/sk

【アプリケーションページ】
■歪み計測
http：／／www.ni.com/strain/ja

■圧力計測
http：／／www.ni.com/pressure/ja

■構造テスト
http：／／www.ni.com/structural-test/ja

■静的テストと疲労テスト
http：／／www.ni.com/static-test/ja

■動的テスト
http：／／www.ni.com/dynamic-test/ja

【ワイヤレスデバイスのテスト】
■MIMOテスト
http：／／www.ni.com/mimo/ja

■RFIDテスト
http：／／www.ni.com/rfid/ja

■ZigBeeテスト
http：／／www.ni.com/zigbee/ja

■GPS信号機テスト
http：／／www.ni.com/gps/ja

【NIWeek開催報告】
■ようこそ、グラフィカルシステム開発の時代へ
http：／／japan.ni.com/niweekreport

■四半世紀にわたる革新が切り拓く、グラフィカルシステム開発の新時代
http：／／japan.ni.com/niweekreport/keynote

■スマートグリッドの進化形「デジタルグリッド」がもたらす未来とは？
http：／／japan.ni.com/niweekreport/smartgrid

■Kinectからルンバまで、ガジェット解剖学がロボット開発を加速する
http：／／japan.ni.com/niweekreport/robotics

■宇宙の謎・地上の太陽・病魔との闘い……先端科学の挑戦を高度なデータ集録が支える
http：／／japan.ni.com/niweekreport/bigphysics

■日本発！ 世界が注目するテスト技術の新提案が続々登場
http：／／japan.ni.com/niweekreport/japanpavilion

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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