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変化は常に存
在します

ギリシャ文字の4番目、デルタは私にとって長
らく変 化の概 念を表すものでした (そしてこ
れは、広範囲のエンジニアリングの世界にも当
てはまるでしょう)。デルタ、つまり変化は私に
とって大きな意味を持つものでした。自動車産
業は、購入する側の期待と基盤となるテクノロ
ジの両面で変化を遂げました。
このデルタが今
度は、人びとのニーズを変化させました。
コロナウイルス感染症 (COVID) のデルタ株が
大混乱を引き起こしています。
これに伴い、世界
の健康機関が発表するガイダンスも変化してい
ます。私には、
チームメンバーさえも根本的に変
化したことがわかります。彼らの家庭生活が一
層あらわになり、視点が変わり、家族の暮らしが
危ういバランスの上に成立しています。

変化が至るところにあります。
しかしこれは、以
前と違うことなのでしょうか。私たちの集団生活
のあらゆる側面で、変化は唯一変わらないもの
として存在していたのではないでしょうか。私た
ちはこの前の100年で、
これまでのどの100年よ
り社会として大きく変化しました。変化は続き
ます。
さらに勢いを増すでしょう。
ジャーナルの本号では、今後予想される変化に
焦点を合わせます。NIが変化をどのように受け
入れ、
それをVision Zeroの道を加速する推進力
にしていく、
その方法を探ります。
NOAH REDING

NI、評価・モビリティ担当シニアディレクター

National Instrumentsは
NIに生まれ変わりました。
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「自律の完成に
は 多くのことが 必
要、失敗もその一部
です。多くの失敗が
祝賀 につながるの
です。」
Jeffrey Phillips
NI、市場開拓戦略・モビリティ担当ディ
レクター

もっと聞きたいですか?

NI グローバル YouTubeで、
テストについて語るシリー
ズの最初のビデオをご覧
いただけます。

2022年のトレンド

トレンドは本当に予測するのが難しいもの。日々生み出され変化しているので、元来予測は困難です。
この記事は、Selene van der Waltの特集記事「私たちとVision Zeroとを隔てているものは何か」
(2021年Q2 Automotive Journal) をベースに、2022年を見据えた自動車業界のトレンドを検討する
もので、ACESの頭文字である自律、接続、電気、共有型モビリティの、自律と電気に焦点を当ててい
ます。
自動車の自律運転と電動化は、新年に向けての明白で優勢なテクノロジとなるでしょう。

特集記事
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ライダー +
レーダー + カメラ

オブジェクトの分類
距離推定

オブジェクトエッジ精度
車線追跡
視程

悪天候での機能性

暗い場所での機能性

出典:WOODSIDE CAPITAL PARTNERS (WCP)、
「BEYOND THE HEADLIGHTS: ADAS AND AUTONOMOUS SENSING」、2016年9月
表
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あらゆる条件下のタスクに1種類のセンサでは対応できない

自律性

センサの戦い、
これはまるで新しいベストセラー本のタイト
ルのようですが、私たちが直面している現実をよく表してい
ます。自律性への挑戦が正に始められたときに、私たちはよ
り自動化の進んだ運転機能を追加しました。
その結果、セン
サは様式が異なると特長もデメリットも異なることが極めて
明確になりました。
最 も 明 白 な 比 較 基 準 として は 、オブ ジェクト の 分 類
(色認識)、速度の検出、光 (昼と夜) と気象条件に対する復
元力、
レンジ、分解能、および知覚した現実世界の3Dでの再
構成機能があります。
このセンサ間の性能の違いを平準化す
る自然な取り組みとして、
カメラ、
レーダー、
ライダーなどのセ
ンサを
「単純に」組み合わせる方法が採用されました。先進
運転支援システム (ADAS) と自動運転のためのセンサフュー
ジョンの誕生です。
しかし、さまざまなセンサのタイプとその
価格はすでによく把握されている一方で、センサヒュージョン
による取り組みを始めたことで複雑さが増し、自動運転のコ
ストが上昇しました。
これは、私たちを自動運転車の夢から
目覚めさせる効果がありました。

これら複雑さの増大とコスト上昇に対処するため、多くのセ
ンサベンダはクラス最高のテクノロジの開発に向けて懸命
に取り組んでいます。
同時にこのようなベンダは、
その先進技
術を利用して他のセンサタイプの性能を超えようと努力して
います。
4Dイメージングと高解像度レーダー (Mobileyeでは
最大2,000チャンネル) への移行に伴い、
ライダーが必要なの
はコーナーケースにのみと主張するベンダやOEMも存在し
ます。

興味深いことに、HDマッピングなどの非センシングテクノロ
ジもこの戦いに新たに参加しました。
HDマッピングは長い間
自動運転車への取り組みの一部でしたが、業界はこのテクノ
ロジの関連でさらに多くの問いを投げかけています。ある特
定の静的な交通標識の検出と分類に、カメラベースの人工
知能 (AI) アルゴリズムを使用するのは本当に最良の方法な
のか。
それとも、
このような情報はデジタルマップから取得し
た方が良いのでは、などといった問いです。私たちの歴史的
な経験は両方のアプローチが必要と教えていますが、
それほ
ど複雑ではない自律性を手頃な価格で利用するという観点
から、かつてはセンサの独壇場であった戦いにHDマッピング
が参入し始めています。

これらすべてのテクノロジは開発の途上にあり、自律性テク
ノロジの地平線上には、安定した、今後定番となり得るテク
ノロジはまだ登場していません。自動運転車には、データ、
およびデータに基づく状況判断を重視した、順応性のあるテ
スト戦略とテクノロジ、それに加えて現在および将来の課題
に柔軟に対処できるソフトウェア中心のアプローチが必要
です。
自律性テクノロジには、従来の単一ベンダによるアプロ
ーチではなく、
クラス最高のテストおよび検証ソリューション、
および求められる要件に応じて進化する研究開発力を提供
できる、
さまざまな分野の専門家が必要になるでしょう。

電動化

過去2年間、新素材 (全固体電池、
さまざまな化学物質)、
アー
キテクチャ (セルからシャーシ、屋根上バッテリ、集中型か分
散型の電子制御ユニット)、革新的なビジネスモデル (サービ
スとしてのバッテリ、
コンポーネント契約サプライヤから自動
車全体の契約サプライヤへの転換)、および自動車以外のア
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プリケーション (空港地上支援装置) のすべてについて、生産
的な議論が交わされてきました。
しかし、未だに事実上の標
準となった単一のソリューションはなく、既存のソリューショ
ンが並行して採用されている中で、イノベーションの推進に
多額の投資が行われています。さまざまな化学物質を探る
分野で、CATLは最近、ナトリウムイオン電池市場への参入を
発表しました。非常に多くのナトリウム析出物を使用すると、
バッテリが大幅に製造しやすくなるため、最終的に価格低下
につながります。

自律性の場合と同様に、高電圧で大容量のEVバッテリ業界
も初心に帰る必要性を感じています。通常、
これらのEVバッ
テリはイノベーションを念頭に設計されていますが、大量生
産に適したレベルの安全性と信頼性を備えているとは限り
ません。今日ではすべての自動車会社、特に在来のOEMやテ
ィア1サプライヤは、
バッテリの安全性と信頼性を設計プロセ
スの中核に置いています。安全性と信頼性基準の厳格化に
伴い、
より綿密なテスト、
および開発データ/テストデータ利用
の高度化が不可欠です。

設計、開発、検証、製造、供給、残留物管理、大容量バッテリの
廃棄など、バッテリの製品ライフサイクル全体を考慮すると、
バッテリのコストは依然として大きな懸念材料です。
バッテリ
の寿命延長を目指すのは当然ですが、バッテリはいずれ機
能が停止するものです。
このため、業界としてはバッテリに使
用する希土類材料をリサイクルするための最良の方法を検
討し、セカンドライフアプリケーションの計画を作成する必要
があります。運転時のCO2排出に加えて、
これらのセカンドラ
イフアプリケーションを開発することで、業界はEVの真のエン
ド・ツー・エンドのライフサイクルに対応することができます。
こうすることで私たちは本当に、
より持続可能で環境に優し
い車の開発ができるようになるでしょう。
投資収益率の最大化、残留物生成の最小化、全体的な総コ
ストの削減を実現する優れた意思決定プロセスを開発する
ため、業界は設計から廃棄までのライフサイクルで発生した
膨大な量のデータ (テストデータを含む) から重要な情報を
再度抽出する必要があります。包括的なデータ分析―さま
ざまなデータサイロに接続して、開発を加速するための行動
可能なプランを提示する洞察を提供してくれる―を行えば、
このニーズを満たしながら、製品全体の品質とパフォーマン
スを向上させることができます。

全体的なトレンド

自動車業界で進行中の、包括的な2022年のトレンドが見ら
れるのは、自律性と電動化だけではありません。COVIDの影
響が減少して楽観的なムードが市場を支配するため、自動
車全体の生産は再び増加傾向に転じます。2021年の下半
期における、プレゼンテーション、ディスカッション、パネル

討論、
ニュース、記事はおしなべて、
ビジネスが再び回復基調
にあるとの印象を与えました。片方の足をブレーキペダルに
軽く乗せ、同時に加速するような感じです。

さらに、データとソフトウェアが私たちの新しいモビリティの
進化を促す主要な増幅装置となっています。無線 (OTA) に
よるアップデートと、車輪付きスマートフォンという自動車の
例えが、将来の自動車体験のあり方を大きく左右することで
しょう。自動運転車は今後、新しい便利な機能だけでなく、
強化、改善された安全機能、
さらに車の稼動範囲を拡げるエ
ネルギー消費量の削減も提供します。

このような進化に膨大な量の変化が必要なのは明らかです。
このため、新たな高みに到達するにはパートナーシップが
必要になります 「
( すべては繋がっている―2021年の振り
返り」)。
このような環境でコラボレーションをしなければ、競
争によりあなたの能力は早々に弱体化してしまいます。今す
ぐ始めましょう。
Vision Zero (エミッションゼロ、衝突ゼロ、混
雑ゼロ) への道を加速し、
ともに将来のトレンドを定義してい
きましょう。

執筆者

DANIEL RIEDELBAUCH
NI、ADAS/AD、

プリンシパルソリューションズマーケタ

Providing

The Most Reliable
BMS Validation Solution
From unit to system integration

BCS-P5

HILSmart

Battery Cell Simulator

Hardware-in-the-Loop
Simulation

Linear Type
1mV precision and accuracy
For BMS test and algorithm
development

BMS, MCU, OBC, LDC,
TCU and for more DUTs

For more information sales@control-works.co.kr
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パートナーシップハイライト

すべては繋がっている―2021年
の振り返り

自動車業界のプレーヤーは、私たちの時代における最も重要なエンジニアリング上の課題
の1つ、
すべての人たちのモビリティ安全をさらに向上すること、の実現に向けて協力する必
要があります。
NIでは、人、
アイデア、
テクノロジを統合することが、
この野心的な目標を達成
するための最善の方法であると信じています。
この課題を単独で解決しようとしてはなりま
せん。

去年私たちは、運輸業界の主要なリーダーと協議して、確立されたパートナーシップをさら
に強化し、また車両ドメインと開発フェーズ全体で新しい戦略的パートナーシップを成立さ
せました。
これらのパートナーシップは、Vision Zeroを達成するための道案内として役立つ
ものと信じています。
NIはパートナーとともに、
テストを競争上の優位性に変えることで目標
をより早く達成できるよう支援します。
その方法をお見せしましょう。

車両全体でのテストは重要ですが、ほとんどの新しい技術と未知の分野は、電気自動車
(EV) システムと先進運転支援システム (ADAS) の開発に限られています。
Vision Zeroへの
レースはすでに始まっています。F1と同様、ピットクルーを設定して、競争だけでなく勝利を
確実化する必要があります。

EVパワー
トレイン

ADAS/AD

レーダー

Elektro-Automatik

Konrad

Konrad

monoDrive、
現在はNI

Radsys

Opal RT

Seagate

Ansys

Foretellix

NOFFZ

インフォテインメ
ント/テレマティ
クス/V2X

燃焼/ボディ/
シャーシ

HIL
マルチドメイン

Averna

LHP

ALIARO

ALIARO

NOFFZ

Alfamation

M3 Systems
S.E.A.

図01
NIの戦略的パートナーシップは、車両ドメインと開発フェーズの両方をカバーしています。

Genuen

Genuen

移動時のデータ

停止時のデータ
テストカバレッジ解析

記録システム

データ圧縮

追跡計画と
アクティブドライバーガイダンス

シナリオ
への変換

タグ付け

データ管理
および解析
SILテスト

デジタルツイン作成
(例: グラウンドトゥルース抽出)

安全ケース
ホモロゲーション
HILテスト

シミュレーション
要件管理

ITインフラストラクチャ

図02
Vision Zeroを達成するには、専門知識のこの組み合わせが必要です。

システム統合

自動運転を実現するには、機械学習、
ライダー、イメージン
グレーダーなど、急速に進化するテクノロジを複雑に組み合
わせることが必要です。
これには、実際のシナリオで自動運
転車 (AV) を安全に操作するために必要な、複雑な組込ソフ
トウェアを効率的に検証するため、テストシステムを連携さ
せるという難しいプロセスが含まれます。NIのソフトウェア
接続テストソリューションと、NIのパートナーであるKONRAD
TECHNOLOGIESのADASに関するシステム統合とソリューショ
ン提供の専門知識を組み合わせることで、検証フェーズが効
率化され、要件の変化に応じて進化するオープンなターンキ
ーオプションを構築し、自動運転車への移行を加速します。

データストレージと転送サー
ビス

最新のAVはこれまで以上に実際の道路データを必要とする
ため、効率的なデータストレージが一層重要になります。
NIと
データストレージインフラストラクチャソリューションの世界
的リーダーであるSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGSは、
デー
タストレージと転送サービスの強化に共同して取り組んで
います。新しいADASレコード製品は、NIの高性能実車デー
タロギングシステムとSeagateのデータ転送/エッジストレー
ジサービスを組み合わせて、OEMおよびサプライヤがデータ
ストレージ戦略を自己管理からサービスとしてのストレージ
(STaaS) に近代化できるよう支援するものです。
これにより、
コストの削減と効率的なストレージが可能になります。

シミュレーション

ADASの設計サイクルは複雑なため、自動車OEMおよびサプ
ライヤは、シミュレーション環境とラボベースの物理テスト環

境間の移行を効率化するシステムを必要としています。
これ
らのシステムにより、シミュレートされたテストと、
より正確な
結果をもたらす物理テストの世界と橋渡しすることで、製品
の市場での性能について重要な洞察が得られます。

NIは先頃MONODRIVEを買収し、信号処理と高度なシミュレー
ションに関するmonoDriveの専門知識を活用して、多数のセ
ンサと数千のリアルタイムシナリオをモデル化できる高忠実
度の運転環境を用意し、お客様がADASの提供を加速できる
よう支援しています。

さらに、ANSYSの物理ベースのセンサシミュレーションソリュ
ーションをNIの運転シミュレーションおよびテストインフラス
トラクチャと組み合わせることで、お客様は現実世界のシミ
ュレーションを再作成してセンサを検証し、
テスト対象のソフ
トウェアとハードウェアにデータをリアルタイムでインジェク
トすることができます。

カバレッジ解析と安全ケース

さらに、自動車OEMは、今日の複雑な自動車に必要なソフト
ウェアが安全で信頼できることを保証するため、ほとんど無
数のテストシナリオに直面しています。自律性を実現するた
めの企業間競争で、製品開発の各フェーズで必要なテストシ
ナリオを効率的に特定するには、
ソフトウェア検証ワークフロ
ーの全体像を把握する必要があります。

ADASおよびAVソフトウェアのテストに必要な数億の運転シ
ナリオの解析に使用されるFORETELLIXプラットフォームは、
NIのハードウェアインザループ (HIL) およびソフトウェアイン
ザループ (SIL) テストソリューション、
およびADASデータ記録
と連携して、
この重要な全体像を提供してくれます。
この組み
合わせにより、製品開発ライフサイクルの検証および妥当性
確認フェーズが加速され、HIL、SIL、およびロードテストを含
むソフトウェアワークフロー全体にわたって効率的なテストカ
バレッジが促進されます。

10

パートナーシップハイライト
変換器（DC-DC）

コントローラ
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図03
パワーエレクトロニクスからシミュレーション用のモデリングまで、EVコンポーネントのテストニーズには、複数の業界リーダーとのコラボレーションが必要です。

リアルタイムHILシミュレーシ
ョン

電気、電子、機械の各コンポーネント間の相互作用はますま
す複雑になり、
その結果EVおよびハイブリッドEVの開発にお
いて、従来のテスト方法では特定や解析することが困難な問
題が発生しています。
これらの問題の多くは、
リアルタイムの
HILシミュレーションで対処することができます。

NIの柔軟でオープンなテストプラットフォームと、OPAL-RTの
高忠実度のパワーエレクトロニクスのモデリングと運用に
関する専門知識が連携して、FPGAベースのソリューションに
よりお客様の生産性を高め、迅速なイノベーションを推進し
ます。
この組み合わせにより、オープンでカスタマイズ可能な
プラットフォーム上に構築された効率的なワークフローが提
供され、
お客様のEVテスト開発時間、設計サイクル、市場投入
までの時間が短縮されます。

EVバッテリテスト

EVバッテリのテストには、安全性とパフォーマンスの基準を
満たし、急速なイノベーションに必要な柔軟性を備えたパワ
ELEKTRO-AUTOMATIK (EA)
ーエレクトロニクスが必要です。
の双方向電源は、NIのバッテリテストシステムとソリューショ
ンでバッテリサイクラーとして機能します。
これにより、
テスト
開発が高速化され、
バッテリサイクル構成がより柔軟になり、
新しいパワーレベルに対応したテスト要件に対する応答時間
が短縮されます。

インバータ検証

信号レベルからパワーレベルへのテストの移行は、包括的
なインバータ検証を確実に行う上で重要なステップになり
ます。ただし、路上またはダイナモメータを使用した複数の
障害条件でのテストは費用がかかること、また危険を伴うこ
とがあります。
パワーレベルハードウェアインザループ (pHIL)
テストを利用すれば、EVモータ損傷に伴う追加コストやリス
クなしに、安全性の確保、開発コストの削減、
テストカバレッ
ジの拡大を図ることができます。
D&V ELECTRONICSからは、
誘導モータまたは永久磁石同期

モータ (PMSM) の4つの象限すべてのフルパワー特性を複製
できる最先端の電気モータエミュレータが提供され、
これで
トラクションインバータのpHIL検証が可能になります。D＆V
テクノロジは、NIのリアルタイムテストソフトウェア、FPGAベ
ースのモデルシミュレーション、オプションの欠陥挿入と組み
合わせて、実電力でのインバータ検証のための高速で決定論
的なソリューションを提供します 「パワーレベルインバータ
(
HILテスト」を参照)。
私たちは皆、
モビリティの新時代に突入しますが、一着になれ
るよう適切なチームを適切に配置するようにしましょう。

執筆者

BRENDA VARGAS

NI、ADAS/AD、シニアソリューションズマーケタ
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ソリューションの概要

パワーレベルインバータHILテスト
パワーレベルハードウェア
インザループ (pHIL) テス
トは、従来の信号レベルの
HILテストを拡張して、閉ル
ープシミュレータで電気自
動車 (EV) トラクションイン
バータのパワーエレクトロ
ニクス回路のテストを含み
ます。
EVパワートレインのパ
ワーコンポーネントをエミ
ュレートすることで、
トラク
ションインバータの検証エ
ンジニアは、制御された環
境で安全に幅広いテストシ
ナリオと欠陥をカバーする
ようテスト機能を拡張する
ことができます。

ダイナモメータテストに代
わる低コストのpHILテスト
では、モータが使用可能に
なる前のテストや、実車テ
ストでは簡単に再現できな
いシナリオ (凍った道路で
タイヤが滑るなど) を再現
することができます。
急速に
進化するテスト対象デバイ
スを管理し、製品化までの
時間の要件を満たすには、
システム上での迅速な反復
テストが必要です。

お客様のニーズ

01

4つの象限のすべてで、永久磁石同期
モータ (PMSM) または誘導モータの
すべての特性をフルパワーでエミュレ
ートする。

02

モータおよび電気的モデルを80 kHz
以上のループレートで実行して、シミュ
レーションによるインバータテストを
行うための十分なモデル確度を達成
する。

03

既存のモデル、
ツール、
およびワークフ
ローを使用して迅速に展開する。
テス
トシステムは、
タイトな納品スケジュー
ルに合わせて迅速な立ち上げと稼働
が可能なこと。

04

ハードウェアに断線/短絡、
ソフトウェ
アにネットワークメッセージの欠陥挿
入を行う。

NIとD＆Vによる
ソリューション
01

NI PXI高速シリアルモジュールは、光
ファイバケーブルを使用してFPGAを
D＆Vエミュレータに直接リンクできる
ため、必要なループレートでフルパワ
ーの供給と操作が可能です。

02

さまざまな電気モデリング環境からモ
デルを直接NI PXI FPGAモジュールに
簡単に展開できるため、既存モデルの
再利用することで開発を加速すること
ができます。

03

断線、短絡、接地のハードウェア欠陥
はNI SLSCまたはD＆Vのエミュレータ
で実装し、
ソフトウェア欠陥はFPGAに
直接実装します。

05

将来のテスト要件に合わせてスケーリ
ングする。

NI + D＆Vの特長:






運用コストの削減、設備要件の削減、新しい電力循環による最大限の柔軟性を
発揮するためコンパクト設計を利用可能

スケーラブルなI/Oとパワーエレクトロニクスによる将来を見据えたテストシス
テム
D＆V統合の専門知識で最初のテストまでの時間を短縮

D＆V電気モータエミュレータ

恒温槽

インバータ

コントローラ
パワーエレクトロニクス

NI SLSC

NI PXI

欠陥挿入

ロードボード

MIO
DAQ
温度

電気モータエミュレータ
欠陥挿入

FPGA

レベルシフト

D＆Vが供給

リアルタイ
ムプロセ
ッサ

CAN

ホストインタフェース
テストシーケンサ

RTエン
ジン

ソルバ
モデル

DCエミュレータ

ホストPC

モデルインタフェース

シリアル
NIが供給

OPAL-RTが供給

カスタマが供給

DUT

図01
D＆V pHILインバータテストブロック図

エミュレータモデル

150500-1

キャビネットの数量

1

エミュレートされたモータの数量

モータタイプ

最大連続電力 (kW)
AC連続電流
基本周波数

モータ電圧
拡張性

DCエミュレータ電圧

DCエミュレータの帯域幅

仕様

1

250500-2

275960-1

550960-2

1

1

2または3

2

1

2

同期PMまたは誘導、3相/エミュレータ (並列接続で6相)

150 kW/エミュレータ、並列接続で250 kW

275 kW/エミュレータ、並列接続で550 kW

350 Arms/エミュレータ、並列接続で700 Arms

0～365 VAC RMS L-L

DC～2250 Hz

0～700 VAC RMS L-L

並列接続で最大4エミュレータ: 1400 Arms、1200 ADC、最大1.1 MW

最大500 VDC

3 Hzから最大20 kHz (DC電源の選択による)

最大960 VDC
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解説記事

Vision Zeroの早期
達成に向けてバッテ
リテストを標準化

電気自動車 (EV) の登場で、自動車市場と自動車のテスト方法に混乱が発
生しました。EVバッテリには、反復性能の最適化を越える何かが必要です。
作戦帳や確立されたベストプラクティスがない複数の側面でのイノベーショ
ンが求められています。今日は業界のアグレッシブなEV目標を達成する方法
について、米国インディアナ州ニューベリーにあるバッテリイノベーションセ
ンター (BIC) の社長兼CEOのBen Wrightsman、
そのチームメンバーである、
テスト/評価チームリーダーのDanny Marshall、
オペレーションマネージャの
Bill Walter、ジュニアラボ技術者のRodney Kiddの皆さんをお迎えしてお話
を伺います。

JEFFREY PHILLIPS:BICは、製造から
コンサルティングまで、バッテリに関す
るすべてについて独自の役割を果たし
ています。BICがどのような立場にある
のか、
お聞かせください。

JEFFREY PHILLIPS

NI、市場開拓戦略・モビリティ担当ディレ

クター

BEN WRIGHTSMAN:BICは、エネルギ
ー貯蔵エコシステムの分野で独自の
多面的な役割を果たしています。BIC
は非営利団体として、エネルギー貯蔵
業界における安全で信頼性の高いシ
ステムの迅速な開発、テスト、および
商業化を促進する目的で設立されま
した。私たちには高度なセル製造やテ
ストと評価の技術、およびR＆D機能が
あり、認定トレーニング、短期コース、
専門家のフィードバックなどを通じて、
技術アドバイスチームが業界の前進を
支援する幅広い能力を提供します。
これを実現するため私たちは、企業、
学術、政府機関を結び付けて施設、
設備、技術的アドバイスを共有するこ
とで、高度なバッテリイノベーションを
促進し、同時にコストの削減と、開発
から商業化までのサイクルを短縮する
ことを目指しています。BICは、新規ま
たは実験的なエネルギー貯蔵の課題
を取り組む人たち、
これには新規のス
タートアップも業界の重鎮も含まれま
すが、そういう人たちから信頼される
パートナーになりました。

J P : 排 出 量 へ の 貢 献 は 明らか だ と
して、EVバッテリをテストするエンジニ
アにとっては、安全性、信頼性、パフォ
ーマンス間のトレードオフが最重要事
項ですね。BICが提供するアプローチ
のユニークな点は何でしょうか?

DANNY MARSHALL:私たちはサー
ビスとしての標準テスト (TaaS) を実
行できますが、私たちの使命は本来、
何かが「失敗」
した理由または「合格」
した理 由を評 価し、そこで学 習した
ものを目標設計フィードバックとして
伝えることです。
このプロセスにより、
パートナー企業はサードパーティに
依存し続けることなく、長期的には独
自に対応することが可能になります。
大規模なドライルーム、双方向電源、
「Boom room」の愛称を持つ防爆仕
様のバンカーなど、独自の実用的なイ
ンフラストラクチャが敷地内に備わっ
ています。
このダイナミクスの 推 進するには 、
私たちの専門知識とネットワークが欠
かせません。高電圧伝播、緩和、全体
的なベストプラクティスに関する安全
基準のトレーニングと教育を必要と
しているのは、中小企業とスタートア
ップだけではありません。定評のある
OEMリーダー企業にもそれが必要な
のです。

DANNY MARSHALL

BIC社、
テスト/評価チームリーダー

JP:NIとBICのコラボレーションについ
てですが、デモセンターは業界のタイ
ムラインの加速にどのように貢献でき
るでしょうか?

BW:エンタープライズデータの同期と
統合が鍵になります。
それにより直感
的なデータの解釈と視覚化のフレー
ムワークが提供されます。高速で一貫
性のあるデータストリームはテストの
「理由」を理解するのに役立ち、
さらに
この情報の恩恵はパックの設計にま
で及びます。基盤となるテクノロジは
急速に進化しているため、
このデータ
は結果に基づいて、計画外の観点から
解釈することが必要になる場合があ
ります。
この時間のかかるステップは、
市場投入までの時間の要件に悪影響
を及ぼす可能性があります。

DM:バッテリ分野の関係者が評価し統
合したハードウェアおよびソフトウェア
システムは、
テストの観点から信頼性、
柔軟性、
および拡張性を備えています。
信頼性は、他のシステムに欠けている
要素の1つです。NIには、
テストだけで
なくテストスタンドも開発するための
優れたメカニズムがあります。
BICには
この機能を担うデモセンターがあり、
低コストで検 証を評 価できるため、
業界に幅広くアクセスすることがで
きます。
BILL WALTER:一貫したデータ収集
のパラダイムがないことが、他のシ
ステムでの 共 通 の 問 題 に なってい
ます。使 用するアプリケーションは
通常、ハードウェア/ソフトウェアの1
回限りの組み合わせとなり、テストご
とに1 回 限りの高コストを消 費する

一方、他のテストのセットアップには
適用できません。NIは、データ収集ス
トリームに焦点を合わせたいくつかの
アプリケーションに対して、費用効果
の高い、
より優れた標準を導入しまし
たね。

RODNEY KIDD:NIの機器ドライバを使
用すると、標準のテスト機器がいくつ
かの異なるメーカー、異なるモデルに
分かれていても、
プラグアンドプレイの
相互運用が可能です。
これらのシステ
ムの改善点は、
「買う前にまず試す」式
のデモベースで確認することができ、
費用面でとても有利です。
より費用効
果の高い機器、一貫性のあるデータポ
イント、データの価値を高める集中収
集領域の採用により、将来の開発に備
えて市場投入までの時間が短縮され
ます。最後になりますが、エンタープラ
イズデータの統合により、現在では研
究所内にあるすべての計測器間で高
速かつ正確な通信が可能になってい
ます。近い将来、世界中の複数の研究
所にある計測器の間でそれが可能に
なるでしょう。

RODNEY KIDD

BIC社、ジュニアラボ技術者

JP:EV革命には浸透性があり、自動車
だけでなく隣接する多くの市場にも広
がっています。政府の委員会、標準化
団体、業界コンソーシアム、学術研究
機関、さらには革命の加速を目的に
設立された非営利団体でさえ、Vision
Zeroの早期達成に向けて互いに協
力しています。もっと良い方法があり
ます。
NIとBICがそれをお教えします。

BEN WRIGHTSMAN

BIC社、社長兼最高経営責任者
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ソリューションの概要

ADASとADのためのデータ記録
路上テスト中にセンサデー
タとグラウンドトゥルースデ
ータを記録することで、セン
サの機能を検証し、先進運
転支援システム (ADAS) お
よび自動運転車 (AV) のア
ルゴリズムをトレーニング
します。自動運転 (AD) ソフ
トウェアは複数の高帯域幅
センサを必要とするため、
データ量やデータ移 動 も
指数的に増加します。費用
効率よくテクノロジに対応
する現代のデータ記録ソリ
ューションには 、高 性 能 、
先進性、順応性が同時に求
められます。

お客様のニーズ

01

同期―センサと車両のネットワークイ
ンタフェースでマイクロ秒レベルの確
度を実現する。

02

変化する要件―進化するテクノロジと
規制要件に適応する。

03

データ量―GB/秒のデータ作成を管
理し、路上テスト時のデータの視覚化
と1日あたり数百TBの保存を行う。

04

データ品質とコスト―データライフサ
イクルの開始時から、I/O、ロスレスデ
ータ処理、データ削減を正確に計測
する。

05

統合システム―複数の異なるセンサ
記録ソリューションを廃止して、複雑な
取り付けをなくし失敗のリスクを低減
する。

NIのソリューシ
ョン
01

データ品質の向上―計測器レベルの
I/O、スループット、タイミング/同期、
およびエッジコンピューティングの各
機能により、スマートなデータ削減を
実現します。

02

最高度のデータセキュリティとデータ
コストの削減―完全に暗号化された
エンタープライズ級のストレージソリュ
ーションと費用効果の高いサービスと
してのストレージ (STaaS) サブスクリ
プションモデル。

03

システムの複雑さを最小限に抑える
―1つのシステムにすることでフット
プリント、消費電力、エラー発生傾向
(error-proneness) を低減します。

「通常はPXIシャーシを車両に取り付け、ライブカ
メラ、超音波、車載バス、通常の運転状況で発生す
る環境センサデータに接続します。
その後、ベンチで
このライブデータを使用して、コンピュータビジョン
のディープラーニングアルゴリズムのトレーニングと
検証を行います。」
Derek O'Dea
Valeo社、計測器/ツール開発マネージャ

ソリューションの概要

データ記録
IPC
(計算)

OS
ストレージ

車載イーサネット
イーサネット3

+

タイミングと同期

ネット
ワーク

PXI

データラベリ
ング
ソフトウェア

1

CAN、LIN、FlexRay

車載
ADAS
センサ

データ再生5

PXI

カメラ2

17

高帯域
システム内
データ移動 4

外部ストレ
ージ

10 MHz
同期
クロック

FPGAコプロセッサ
内部ストレージ

OS1
ストレージ

高帯域
システム内
データ移動 4

CAN、LIN、FlexRay
車載イーサネット

10 MHz
同期
クロック

イーサネット3

タイミングと同期

ECU

FPGAコプロセッサ
内部ストレージ

データ解析/
取得ソフトウ
ェア

RAIDコントローラ

カメラ2

IPC
(計算)

RAIDコントローラ

車載電源 (補助バッテリ)
1

5

オペレーティングシステム 2 GMSL、FPD-LINK、FPGAベース
データ再生 このソリューションの概要では対象外

3

1 Gbit～50 Gbit (RDMA稼動中)

4

PCI Expressバス

図01
データ記録アプリケーションのブロック図

NIの特長:






将来を見据えたシステム―ハード
ウェアとソフトウェアのカスタマイズ
性、柔軟性、サードパーティへのオ
ープン性。

単 なるロ ガー を超える機 能 ―デ
ータ記 録 、デジタルツイン作 成 、
データ再生、
ソフトウェアインザルー
プ (SIL)、
ハードウェアインザループ
(HIL) に対応した単一の統合ツール
チェーン。

システムの 統 合と進 化 ―NI認定
のソリューションパートナーであ
るKo n ra d Te c h n o l o g i e sをは
じめ、ITとクラウド専門のエキスパ
ートによる広大なADASエコシステ
ムのサポート。

最大データレート

主な仕様

6 GB/s (複数のストレージデバイス使用時で最大15 GB/s)

ストレージ容量

最大200 TB以上 (Seagate Lyve Mobileかサードパーティのス
トレージオプション使用時)

カメラインタフェース

FPD-LINK、GMSL、GigE、
イーサネット、USB

同期

車両ネットワークのサポート

車両ネットワークとイーサネットによる

イーサネットデバイス
動作電圧レンジ

<1 μs

車載イーサネット、FlexRay、CAN FD、LIN

レーダー、
ライダー、超音波のサポート
最大40ギガビットイーサネット
9 VDC～30 VDC

アプリケーションソフトウェア

データレコードAD―高性能データ移動/データ同期ソフトウェア

データラベリング

gRPC APIを介してデータレコードADと接続するための、Konrad
Technologies提供の事前ラベリングツール

サポートされているファイル形式

デジタルツイン作成

MDF4、TDMS、KITTI、Parquet、
その他 (ファイル変換およびプラ
グインによる)

Real-to-Virtualテクノロジを使用して、記録されたデータをシ
ミュレーションされたシナリオに変換します
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ADASとADにまつわる難問の同
時解決

私はパズルが好きです。何かをつなぎ
合わせることに惹かれます。多くの小
さな断片から何か大きなものを作り出
すのです。
それは文字通り、
すべてのパ
ズルのピースを1つにまとめることによ
ってのみ達成できる大きな絵です。

複雑な先進運転支援システム (ADAS)
や自動運転 (AD) 検証ワークフロー
など、ビジネスの世界でパズルのよう
に感じられる分野にも惹かれるのは
このためかもしれません。
このワーク
フローでは、
さまざまなアプリケーショ
ン、
テスト方法、
テクノロジを1つにまと
め上げる必要があります。
違いは、
この
パズルのピースがまだ形にカットされ
ていないことです。
これは私たちに残
された仕事です。
すべてのテクノロジパ
ズルのピースを組み合わせて、接続さ
れた1つのワークフローを確実に完成
させる必要があります。
これを実現す
るには、データ、
ソフトウェア、
コラボレ
ーションなど、他のいくつかのコンポー
ネントを検討する必要があります。1つ
の会社だけでADASとADの検証ワー
クフローの複雑さを乗り越えることは
できないからです。大きな絵、つまりコ
ラボレーションによるソフトウェアとデ
ータが接続されたワークフローを実現
するには、互いの協力が不可欠です。

コラボレーション:
1つのエンティティ
が単独でそれを成
し遂げることはで
きません

最近東京で開催された2020年の夏
季オリンピックで、カナダのDamian

Warnerは十種競技のオリンピック記
録を更新しました。1 十種競技では、
10の異なる分野での競技が必要で
す (表 01 を参照)。十種競技のアスリ
ートは、極めるべき領域が多岐にわ
たるため、陸上競技の王と女王とよ
く呼 ばれます。その領 域 は 複 数のド
メインにまたがり、2 日間に及ぶ競技
において、出場者は1人で、スピード、
持続力、強さを発揮する必要があり
ます。表01に、Kevin Mayer (フランス)
が保持している現在の世界記録2があ
りますが、
これは東京でのWarnerの
記録よりわずかに勝っています。
この表
では、現在の単一領域での世界記録
とWarnerのスコアも比較しています。
その領域のスペシャリストによる最高
の記録は、Warnerの記録をほぼ40%
上回っています。ADASとADの検証ワ
ークフローでもこれを実現したいと思
いませんか?
ここで、NIとコラボしている対象分野
のエキスパートである3社 ( ANSYS、

SEAGATE、KONRAD TECHNOLOGIES
(KT)) を取り上げ、
テクノロジとエン

ジニアリング力 (人と専門知識) の点
で世界記録に相当するものを詳しく見
ていきましょう。

Ansysは、特に物理ベースのADASセ
ンサモデルにより、モデリングおよび
シミュレーション分野の主要プレーヤ
ーとして自動車業界でよく知られてい
ます。Ansysは、ADAS/ADシステムの
設計、開発、
および検証サイクルをカバ
ーしており、そのシミュレーション能力
とドメインエキスパートとしての立場
により主要な原動力となっています。

SeagateはPCやラップトップのスト
レージデバイスで広く知られていま
すが、サーバのストレージデバイスで
はさらに広く知られています。サーバ

は 私 たち全 員 が 好 んで使 用するも
ので、クラウドの最終的な基盤です。
Seagateは、そのLyve Mobileポート
フォリオに基づいて、市 場で最 高の
セキュリティ (暗号化) 標準を備え、
超高速のデータスループットを誇る
車載ストレージソリューションを提供
しています。また、データのロジスティ
クス (サービスとしてのデータ転送ま
たはDTaaS) と、運用コストに重点を
置いたビジネスモデルも提供してい
ます。
これにより、データの総コスト、
つまり総所有コスト (TCO) を大幅に
削減することができます。
KTは、ADAS/ADテストアプリケーショ
ンのシステム統合とソリューション提
供に関する深い専門知識を提供して
います。
その知識は、
データ記録からデ
ータ再生、ハードウェアインザループ
(HIL)、高度なセンサフュージョン、
ドラ
イバインザループ (DIL) テストシステ
ムに及びます。

これらの専門企業3社が組み合わさ
れて、非常に多様なスキルセットが誕
生します。単独でこれら3社と同じレベ
ルに到達することを想像してみてくだ
さい。現状維持に多忙なだけでなく、
進行中のテクノロジと専門知識の開
発に関して3社に追いつくことに全力
を傾注している現状では、実現性は乏
しいでしょう。AnsysやSeagateのよう
な企業は、莫大なR＆D予算 (Seagate
の2021年度予算は9億300万ドル 4 、
Ansysの2020年度予算は3億5500万
ドル5) と人員 (Ansysの2020年度R＆D
要員は1,800人 5) を持ち、その規模は
参入を図る他の競合他社、特に別のテ
クノロジや専門知識分野でこれら2社
と対抗する単独の複数企業を上回っ
ています。
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KEVIN MAYER
十種競技の世界記録保持者
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十種競技の世界記録保持者であるKevin Mayerとスペシャリストによる個々の世界記録競技実績の比較3

一方KTですが、同社は確かに投資額
と人員ではAnsysやSeagateに及ば
ないものの、ニッチ分野を抑えた強み
を持ち、市場で競合するより大きな企
業より動きははるかに機敏です。
これ
により、同社は変化やトレンドにすば
やく順応することができます。
このバラ
ンスは、コラボレーションパートナー
のエコシステムだけが実現できるもの
です。企業が単独でADAS/AD検証ワ
ークフローの十種競技を極めようとす
ると、
エコシステムの影に隠れて、凡庸
な企業に堕してしまいます。

ソフトウェアとデー
タ:インターネット
時代の石油とゴー
ルド

私たちには既視感があります。母な
る自然の資源に大きく依存していた
時 代の人 々の歴 史に、ゴールドラッ
シュや石油を巡る騒ぎがありました。
植民地時代とインターネット時代に
大きな違いはありません。もはやラッ
シュや騒ぎという言葉は不適切です。

むしろ、主な傾向というべきでしょう。
それでも、希土類金属の需要は変わ
っていません。スマートフォン、タブレ
ット、自動車、特に大型バッテリを搭載
する電気自動車用のシリコンを開発し
製造するための鉱物の需要がいい例
です。
しかし、注目を集めている資源が
他にもいくつかあります。
ご存 知 のように、
「人材 (human
resources)」という言葉には「資源
(resources)」
という言葉が含まれてい
ます。グローバル化したビジネス環境
において、人材は組織の主要な注目分
野になっています。
人材獲得、オンボー
ディング、継続的な学習は、(人的) 資
源の収穫、播種、および育成を表す流
行語です。

インターネット時代には、
ソフトウェア
とデータという2つの資源があります。
データを石油に相当すると考えると、
ソフトウェアは石油精製所に相当し、
データの価値を大幅に増加させます。
製油所は、活用を図るべき資産または
資源と呼ぶことができるでしょう。
自動車業界でも、
ソフトウェアとデータ
に対するこのような見方が主流になり
つつあります。
テスラは、本当の意味で

自動車を車輪付きのスマートフォンに
変えた代表的な例です。多くの人々に
とって無線 (OTA) によるアップデート
はまだ怖く感じられますが、5年から7
年の長いリリースサイクルを必要とせ
ずに、
フィールドで車両を進化させるこ
とができる技術です。

ソフトウェアとデータはこの新しいモビ
リティ進化の鍵であり、自動車業界は
その方向にシフトしています。
フォルク
スワーゲンが新しく設立したCARIAD
という組織にソフトウェア機能をアウト
ソーシングしているのは、その例です。
CARIADは、VWグループ内のさまざま
なブランドや車両プログラムでの使用
を想定したOS、VW.OS6の開発に取り
組む組織です。
17,000人の従業員をプ
ールして、
ソフトウェア開発とデータサ
イエンスにおけるさらなるステップ関
数の作成に取り組んでいるボッシュも
7
同様です。
NIにとってこの分野は、
これまでと同
様、
これからも重点的に注力する分野
です。LabVIEWは間違いなく、データ
とソフトウェアを組み合わせるアイデ
アについてポスターチャイルドの役割
を演じることでしょう。私たちがこの旅
を始めたのは、1986年のことでした。
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しかし、旅はまだ終わっていません。
Optimal+のテクノロジと専門知識を
動員して社内にデータ解析能力を導
入することが重要な要素です。
最初に述べたパズルのピース間のつ
ながり、つまり接続を提供するのは、
今までも、今後ともソフトウェアとデー
タになるでしょう。
アプリケーションプ
ログラミングインタフェース (API) とプ
ラグインアーキテクチャは、
ワークフロ
ー内でデータを最終的にあるステップ
から次のステップに交換、変換、
フォー
マットするソフトウェアの能力を示すほ
んの一例です。
これは、基本的な基盤
がその性質上、
ソフトウェア中心、
デー
タ中心の両方であること、変更に対応
可能なこと、
およびサードパーティのツ
ールやテクノロジに接続できることの
条件を満たしたときにのみ、可能にな
ります。

NIのシステムは、
ソフトウェア中心、デ
ータ中心を念頭に構築されています。
ソフトウェアとデータは、LabVIEWの
初期の頃から、
すべてのNIシステムの
DNAとなっていました。
このような経緯
からソフトウェアとデータは、ADASお
よびAD製品の開発サイクルを加速す
るソリューションの作成に完璧な基盤
を提供するものです。NIのシステムは、
必要な検証ワークフローコンポーネン

トまたはステージ間のブリッジとして
機能し、
そのオープン性により、ユーザ
はそれらのコンポーネントまたはステ
ージをサードパーティテクノロジに接
続して、検証と妥当性確認 (V＆V) プロ
セスの範囲をさらに最大化することが
できます。
これは、最終的に人命を救う
より高度の製品品質につながります。

接続のエキスパー
ト:人とアイデアとテ
クノロジを接続する

今は、接続はとても簡単にできるよう
です。電話を取り、番号をダイヤルする
か連絡先を選択すると、接続できます。
ブラウザを開いてURLを入力するか、
お気に入りのWebサイトへのショート
カットリンクをクリックすると、接続で
きます。USBデバイスをラップトップま
たはPCに接続すると、ダイアログが
ポップアップするか、もっと便利に適
切なアプリが直接起動して接続でき
ます。
しかし簡単なのは表面的にそう
見えるだけです。
この使いやすさを実
現した背景には、実は何十年にもわ
たって進化してきた次に説明するテク
ノロジがあるのです。実際、これは本

移動時のデータ

当の難問です。そこに異なるデバイス
がどれだけあるかを考えてみてくだ
さい。
どれだけあっても、
それらのデバ
イスは互いにほとんどシームレスに動
作します。同軸ケーブルとBNCコネク
タを使用する10BASE2ネットワークの
時代は、
ずっと前に過ぎ去りました。

私たちが今享受しているこの接続され
た世界に到達するには、少し時間がか
かりました。
現在の状況は、Advanced
Research Projects Agency Network
(ARPANET) などの防衛研究プロジェ
クトに基づいています。ARPANETの成
果は、伝送制御プロトコル/インターネ
ットプロトコル (TCP/IP)、および1989
年のCERNでの科学研究に基づいた
Tim Berners-Leeによる World Wide
Web (WWW) の誕生につながりま
した。
私たちはここで、自動運転というもう1
つの大きな課題を征服しようとしてい
ます。
これには、接続された検証ワー
クフローを征服するという、少し小さ
いながらも複雑な課題が含まれてい
ます。
コンピュータ科学者が最初にコ
ンピュータを接続してネットワークを
形成しようとしたとき、2021年に見ら
れたモノのインターネット (IoT) のレベ
ルにいきなり到達することはできませ
んでした。
インターネットが今日提供し

停止時のデータ
テストカバレッジ解析

記録システム

データ圧縮

追跡計画と
アクティブドライバーガイダンス

シナリオ
への変換

タグ付け

SILテスト

デジタルツイン作成
(例: グラウンドトゥルース抽出)

ホモロゲーション
HILテスト
シミュレーション

要件管理

ITインフラストラクチャ

図01
Vision Zeroを達成するには、専門知識のこの組み合わせが必要です。

データ管理
および解析

安全ケース

ている利便性と、インターネットが将
来もたらすものを考えると、大変な作
業にはなりますが、人、
アイデア、
テクノ
ロジをつなぐことがゲームチェンジャ
ーになることに誰もが同意することで
しょう。

NIはこの考え方を受け入れています。
私たちの目標、それは最も賢い頭脳
と最高のハードウェアとソフトウェア
を組み合わせて革新的な思考を生み
出し、最終的にソフトウェアとデータに
接続された検証ワークフローを構築す
ることにあります。単なる理論だけで
終わらないよう、
コラボレーションを通
じてソフトウェアとデータに接続され
たワークフロー (図 01を参照) で何が
達成できるか、その実例をお見せしま
しょう。
この例では、記録されたADAS
ロードテストデータをデジタルツイン
に変換して、全体的な検証戦略の一環
として、HILおよびソフトウェアインザル
ープ (SIL) テストを推進し加速してい
ます。
まず、NI Data Record System ADと
NI Ground Truth Sensor Kitを使用
して、テスト車両内の高帯域幅ADAS
データをログに記録します。
これら2つ
の製品には、SeagateのLyve Mobile
Array車載ストレージソリューション
など、複数パートナーのテクノロジが
すでに組み込まれています。さらに、

ADAS/ADアプリケーションでのNIの戦
略的パートナーであるKTは、テストド
ライブ中のデータへの事前ラベリング
やロガーセットアップの統合サービス
など、追加のソフトウェア機能を提供し
ています。
Seagateの支援の下、
データ
を車両からオフロードしてそれを、
たと
えば、Amazon Webサービス (AWS)
やMICROSOFTのAZURE などのIT/クラ
ウドインフラストラクチャにインジェス
トしてさらに拡張します。

NIによる最近の MONODRIVE 買収に
より、NIはReal-to-Virtual (R2V) テ
クノロジにアクセスできるようになり
ました。
これにより、高忠実度ADシミ
ュレータで使用する合成データを生
成するR2Vパイプラインを介して、記
録されたデータをデジタルツインに
変換することができます。
この設定に
より、路上記録が必要 なシナリオ数
を大幅に減らし、シミュレーション内
で組み合わせ (さまざまな天候、光の
条件、交通状況) を簡単に作成して、
こ
れまでになく高速にグラウンドトゥル
ース抽出を実行することができます。
さらに、Ansys VRXPERIENCEの物理
ベースのセンサモデルを使用して、ク
ラス最高のシミュレーション機能を検
証プロセスに追加し、高度なAD SILお
よびHILテストアプリケーションを確
立することができます。必要に応じて、
車両ダイナミクス用のIPG CarMaker

シミュレーションテクノロジ、または
MathWorksツールチェーンで開発さ
れたMATHWORKS Simulink®モデルを
使用して、検証プロセスをさらに強化
することもできます。

パズルのピースを適切に組み合わせ
るのは簡単な作業ではありません。
この例では、リレー競技のように、最
高のテクノロジアスリートがシームレ
スに連携し、データバトンを渡すこと
までは求められていません。
それでも、
記録されたADASロードテストデータ
をデジタルツインに変換して、SIL/HIL
テストを推進し、加速する例は、Vision
Zeroに向けてともに歩む旅の出発点
になります。
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ソリューションの概要

EVバッテリセルの生産テストソ
リューション
安 全 で 信 頼 性 が 高 く、
最高性能の電気自動車
(EV) バッテリの製造には、
成形、エージング、組み立
てまでの厳格なテストが必
要です。EVに対する消費者
の需要の高まりとゼロエミ
ッションの公約により、バッ
テリメー カー とO E M は 、
精度、再現性、
トレーサビリ
ティを犠牲にすることなく、
生産を加速することを迫ら
れています。
最新のバッテリパックやモ
ジュールには数百、数千の
バッテリセルが含まれおり、
これに伴って故障のリスク
が指数関数的に増大して
います。業界が欠陥ゼロを
目指して努力している中、
製造テストとテストデータ
から得られる洞察如何で、
効果的に性能を発揮するバ
ッテリとリコールの違いが
生まれます。

お客様のニーズ

01

バッテリセルとモジュールの組み立
ておよび最終処理のときに、溶接完
全性、開回路電圧 (OCV)、AC内部抵抗
(AC-IR) などの異なるテストを行う。

02

テストの精度と品質に一切影響を与え
ることなくテスト時間を短縮して生産
量を達成する。

03

テストセルとモジュールの計測で、
テス
トプローブを高速で正確に制御する。

04

多数のチャンネル数を対象に長時間
のテストを実行するため、高速で非常
に正確な測定を行う。

05

テストデ ー タを使 用して 洞 察 を取
得し、テストプロセスを継続的に改善
する手段にする。

NIの特長:








NIのソリューショ
ン
01

NI PXIは、
より多くのテストをパックし、
生産量をスケールアップするための最
もコンパクトで高性能なフォームファ
クタを提供します。

02

ソースメジャーユニット (SMU) は、
AC-IRと溶接完全性テストのための再
現性のある正確な計測手段と電流ソ
ースを提供します。

03

デジタルマルチメータ (DMM) は、OCV
および溶接完全性テストで、高速で高
精度の電圧測定を行います。

04

NIのソフトウェアにより、
テストの実行
と洞察の取得を支援して稼働時間を
改善し、
またテスト資産のモニタリング
とテストステーションの先行メンテナ
ンスを行うことができます。

ソースメジャーユニット、高速マルチプレクサ、
および電圧測定モジュールで構成
された、費用効果が高く、
コンパクトかつ正確で、高スループットのPXI構成
小さなフットプリントでシステムあたり32から64チャンネルまでのスケーラビリティ
TestStandテストエグゼクティブ、
エンタープライズデータやシステム管理用の
SystemLink™ソフトウェアなどを含む生産テストツールとの簡単な統合
機器の可用性と稼働時間を最大化するためのサービスプログラム
先制的な問題解決のためのデータ解析ソリューションへの接続

ソリューションの概要

溶接完全性テスト

電極製造

セル
組み立て

AC内部抵抗テスト

開回路電圧テスト

セル
最終処理

溶接完全性テスト

モジュール
組み立て

EVバッテリの製造プロセス
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開回路電圧テスト

パック
組み立て

NIのテストソリューション

図01
製造プロセス全体のバッテリセル生産テスト

ALIARO deliver flexible and modular
test systems for your connected
solutions

CONTACT US:
E-mail: sales(at)aliaro.com
We are in Austin - Gothenburg - London - Shanghai

NI PXI

バッテリ組み
立て

ソースMUX
...
ソースMUX

WELD
...

センスMUX
...

WELD

センスMUX

組込コント
ローラ

ソースメジャー
ユニット

シーケンサ

データ
パブリッシャ

デジタル
マルチメータ

タスクの実行
NIが供給

カスタマが供給

エンタープライ
ズ管理
システム

テスト

DUTS

データ

パートナーが供給

図01
溶接完全性テストソリューション
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図02
AC内部抵抗 (AC-IR) テストソリューション
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図03
開回路電圧 (OCV) テストソリューション
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ソリューションの概要

車両システムインテグレーショ
ンHILテスト
自 動 車 がより複 雑 になる
につれて、システムインテ
グレーションテスト 「
( 車
両 全 体」または「ネットワ
ーク」HIL (ハードウェアイ
ンザループ)) はこれまで以
上に重要になります。厳格
なシステムインテグレーシ
ョンH I Lテストでは 、異 な
るチームによって開発され
た異なるシステムで、車両
全 体の電 子 制 御 ユニット
(ECU) がすべて正しく安全
に 機 能することを確 認し
ます。

お客様のニーズ

01

複数のECUで高チャンネル数 (数千の
信号パス) に拡張する。

02

すべての信号パスに欠陥挿入を行い、
実際の負荷とセンサおよびシミュレ
ートされた負荷とセンサをサポートす
ることで、
すべての使用済みECU物理
インタフェースを同時にシミュレート
する。

03

マルチECUバス通信と欠陥挿入を使
用して、車両内で通常流れるすべての
バストラフィックを生成する。

04

すべてのコネクテッドECUの動作をシ
ミュレートする動的モデル、およびシミ
ュレート済みのモデルを実行する。

NI + Aliaroのソ
リューション
01

SLSCおよびNI VeriStand用のAliaro
コンフィギュレータを使用して、2,000
以上のチャンネルを数分で再構成し、
複数のテストシステム構成を保存し
ます。

02

Aliaro SLSCカードとシステム構成ツ
ールを組み合わせたNIプラットフォー
ムベースのアプローチを使用してテス
トカバレッジを拡大できるように、シス
テム構成とテスト開発時間を短縮し
ます。

03

モデル統合、
リアルタイムでのモデル
ベ ースの制 御、および実 際とシミュ
レーション間の切り替え機能を使用
して、
さまざまなシステム構成のテスト
への対応と他のチームに対する要件
の分離を行います。

「NIとAliaronoの選択を後押しした主な特長 は、小規模サプライ
ヤのサードパーティ統合、納期、価格の優位性、迅速な開発、そして
VeriStandを利用できることでした。VeriStandは非常に直感的で作
業しやすいことがわかりました。
そのためにHILの仕様を開発した当社
の自動車プロジェクトの内容が変化したため、それらの仕様を完全な形
で発注することができませんでした。NIとAliaroの柔軟な対応により、
相談しながらの納入に協力してもらえました。」
テストコーディネータ
主要OEM

2X集中型リアルタイムコントローラ (本体+バックボーン)

ホストPC

バック
ボーン

本体

シャーシの
アクティブ
セーフティ

インフォテイ
ンメント

PSU 12 V

パワー
トレイン

高電圧

PSU 48 V

PSU 1500 V









拡張可能なシステム設計 (分散
可能)

効率的なシステムの再構成:変化す
るテスト要件とシステム構成/モデ
ルに迅速に適応

ASAM XIL/Pythonをサポートする
マルチベンダテスト環境

ハイパワーおよび混合信号I/O機能

ハードウェアアーキテクチャ

NI + ALIAROの特長:

ソフトウェアアーキテクチャ

図01
Aliaro全車両HILシミュレータ
NI TestStand

IPG CarMaker

dSpaceツール

Aliaroコンフィギュレータ

I/Oマッピング

バスマッピング

NI VeriStand
電源

アナログI/O

配電ボード



システム再構成中のダウ
ンタイムを短縮
多数のチャンネルを変更
および更新





チャンネルとシステム構
成を保存

内蔵APIを使用して外部
にアクセス

モデル

FPGA

デジタルおよびPWM I/O

FPGA

バスインタフェース
ボード

高品質コネクタ
ECU

Aliaro xMove コンフィギュレー
タソフトウェア

外部API

モデル

図02
オープンプラットフォームHILアーキテクチャ



CANoe

Pythonフレームワーク

ネットワー
クバス

マルチファンクション
ボード

ロードインタフェース
物理負荷/デバイス

テストスクリプトと自動化
マッピングI/Oとバス
ノード構成
リアルタイムマルチコアプロセッシングと
モデル統合

混合I/O、
ネットワーク、
バス、
Fogas、電源
センサと負荷のエミュレーション、
欠陥挿入、
バススイッチ
センサと負荷のエミュレーション、
欠陥挿入、
バススイッチ

National Instrumentsは
NIに生まれ変わりました。
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