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確実な将来の展望を描く 
ためにメガトレンドを見直す
エンジニアリングのメガトレンドは、産業、製品のテスト、それらを収益化しようとしている企業を大きく変容さ
せます。 拡大するモノのインターネット（IoT）、試作を経て商用展開へと向かう5G技術、一般に向けた実用化が
進む自動運転など、どれも複雑かつ大きな課題を提示しつつ、一方で私たちが想像もつかなかった形でイノベ
ーションを起こすチャンスを与えてくれます。 

このようなメガトレンドのメリットを実現するには、自動テストと自動計測へのアプローチを根本的に変える
必要があります。 成功を手にするための鍵は、他者とは異なる思考、目的ある行動、そして、ソフトウェア定義
システムへのシフトです。 今年度のトレンドウォッチはまさにこの部分に焦点を当てたいと思います。 

トレンドウォッチは、絶えず変化する技術を見据えたうえで、最も重要なエンジニアリングの動向と課題に鋭い
洞察力で切り込みます。 将来に向かって全力で加速していく皆様のお役に立てれば幸いです。

NIグローバルマーケティング担当バイスプレジデント 
Shelley Gretlein
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5Gがワイヤレステストの新時代
をけん引する
■■ 5Gのメリットには、複雑化の代償が伴う。
■■ 5Gテストのための新しい技術開発が必要。
■■ 低コストのOTA（over-the-air）テストが新たに必要。

セルラー通信が開始されて以来、テストエンジニアはRF半導体や基地局、携帯電話にいたるま
で、膨大な量のワイヤレス通信テストのために、一連の計測とテクニッックの反復に従事してきま
した。 しかし5Gでは、無線デバイス内部の技術が一層複雑化します。そのため、旧世代でテストに
用いられてきた、高度に最適化された技術を見直ししなくてはならなくなりました。 5G技術のパ
フォーマンスを検証するには、現在使用しているケーブル接続方式ではなく、OTA（over-the-air）
方式で5Gのコンポーネントやデバイスをテストする必要があります。 エンジニアリングリーダーと
して、数々の業界やアプリケーションで5G製品/ソリューションの商用化を確実に実現するために
は、新しいテスト方式が必要です。
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帯域幅を広げる 
5G規格の重要な目的のひとつは、増加し続けるユーザのデータ
需要に対応すべくデータ容量を大幅に増大することですが、ピー
ク帯域幅がユーザあたり10 Gb/sという目標を達成するため、新
たな技術が導入されます。 まず、5Gの仕様には、MU-MIMO（マル
チユーザMIMO）技術が含まれます。この技術では、ユーザごと
に固有のワイヤレス接続を確立するビームフォーミング技術に
より、複数のユーザが同じ周波数帯を同時に共有することがで
きます。 また、5G規格では多くの無線周波数帯が追加されてお
り、センチメートル波やミリメートル波（ミリ波）といった周波数ま
で拡張されています。

MU-MIMO技術とミリ波技術の両方を物理的に実装すると、旧世
代の通信規格よりも非常に多くのアンテナ素子を使用するように
なります。物理法則により、ミリ波周波数の信号は、現在のセル
ラー方式で使用している周波数よりも、空間を移動する際に非
常に早く減衰します。 したがって、同じ送信電力レベルの場合、ミ
リ波の周波数帯では現在のセルラーバンドよりカバーする範囲
がかなり狭くなります。

現在のデバイスではバンドごとに単一のアンテナを使用していま
すが、5Gの送信機および受信機では、同時に動作するアンテナ
アレイを使用し、ビームフォーミング技術により信号電力を高め
ることで、この経路損失を解消します。 このアンテナアレイとビー
ムフォーミング技術は、信号電力の向上のためだけでなく、MU-
MIMO技術を導入するうえでも極めて重要です。  

5Gがワイヤレステストの新時代をけん引する
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今後の携帯電話にこれらのアンテナをどうやって実装すれば
よいでしょうか。 幸いなことに、ミリ波帯のアンテナは現行規格
で使用されているセルラーアンテナよりも大幅に小型化され
ます。 AiP（Antenna in Package）などの新しいパッケージ技術
により、これらのアンテナを最新スマートフォンの小さなスペー
スに簡単に統合できるようになりますが、アンテナアレイが完
全に封入されてしまい、直接接触可能なテストポイントがなくな
る可能性があります。

OTAで新しい課題に対処

テストエンジニアは、周波数の増加、新たなパッケージ技術、
およびアンテナ数の増加により、投資コスト（テスト装置のコス
ト）と運用コスト（各デバイスをテストする時間）の両方の増加
を制限しながら高品質を維持することが困難になります。 新し
いOTA技術によってこの問題を解決に導くことができますが、同
時に課題も生じます。

第一の課題は、計測確度です。 ケーブル接続のテストとは異な
り、OTA計測では、テストエンジニアはアンテナの校正と確度、固
定許容範囲、信号反射から生じる計測の不確実性に対処する必
要があります。 第二に、新たな計測をデバイスのテスト計画に統
合して、無響室の統合、ビームの特性解析、最適なコードブック
の計算、およびアンテナパラメータの特性解析を行う必要があり
ます。 第三に、RF帯域幅が増加を続けると、広帯域幅での校正お
よび計測実施の処理ニーズも高まるため、テスト時間増加の懸
念につながります。 最後に、テスト管理者は、市場投入までの時
間、設備コスト、運用コスト、（OTAチャンバを設置するための）床

面積への影響を最小限に抑えながら、製品の品質を保証するた
めにビジネス上の検討を行う必要があります。 今後数年間で、テ
スト/計測業界は数々の新しいイノベーションにより、これらの課
題に速やかに対応していくことになります。 テストグループは、高
い柔軟性、ソフトウェア定義のテスト戦略、およびプラットフォーム
について検討し、現在の設備投資費で急速なイノベーションのサ
イクルを維持していけるようにする必要があります。このような課
題がある反面、メリットもあります。

まず、AiP技術ではアンテナアレイがパッケージ内部に統合され
ており、アレイ素子に直接ケーブル接続できないため、OTAが唯
一の選択肢となる点です。 テストエンジニアは、実施するテスト
方式を使って各アンテナ素子に接触することができても、それら
を並行してテストする（多くの計測器を調達するための設備投
資費が必要）か、あるいは連続してテストを行う（テスト時間と
スループットの運用コストがかかる）か、という難しい選択を迫
られます。 多くの技術課題が依然として残っていますが、OTAテ
ストでは個別の素子のセットではなく、アレイをシステムとして
テストすることが可能なため、システムレベルのテストで効率向
上につながります。 

テスト装置のサプライヤやテストエンジニアはこれまでも、市場投
入までの時間やテスト費用を最小限に抑えながら、性能が向上し
複雑化する対象をテストするという課題に挑んできました。同じ挑
戦が、5Gでも行われます。5Gテストの課題は今のところ複雑な様
相を呈していますが、既に世界各国のエンジニアが、5Gの商用化
に向けてOTAのような新しいテストを対象とした計測器や手法の
開発を進めています。 

5Gはアクティブアンテナアレイを使ってセルラー方式MU-MIMO機能を導入する

4G 5G
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安全な自動運転の実現に突き
つけられるトレードオフ
■■ 自動運転では、総合的な安全性を保証するためのセン
サ冗長性のコスト比が課題となる。

■■ プロセッサアーキテクチャの進化に対応するには、ソフト
ウェア定義のテストプラットフォームが重要となる。

■■ 自動運転の要件がマイクロプロセッサのアーキテクチャ
に影響するため、半導体業界と自動車業界が提携しつつ
ある。

世界保健機関（WHO）によると、交通事故による死者数は毎年125万人以上で、政府が交通事故
により負担する金額はGDPの約3パーセントに上ります。 自動運転の潜在的影響は個人、経済、
政治の領域まで及びますが、人命救助の可能性だけを見ても、自動運転が現代における最も革
新的な発明であるといえます。 先進運転支援システム（ADAS）は、センサ、プロセッサ、およびソフ
トウェアを集約することで安全性を向上し、最終的には自動運転を実現します。

現在ほとんどのADASが、レーダやカメラなどのシングルセンサを使用しており、既に大きな効
果を上げています。 IIHSの2016年の調査によると、後部衝突が自動ブレーキシステムによって
約40%減少し、衝突警報システムによって23%減少したことが報告されています。 それでもな
お、重大な自動車事故の94%が人的ミスに起因することがNHTSAによって報告されています。 
運転支援から自動運転レベル4または5に移行し、ドライバーを車の運転から解放するうえで、
自動車産業は非常に複雑な課題に直面しています。 たとえば、センサフュージョン（多くのセン
サの計測データを組み合わせて結果を導き出すこと）が必要であり、 そのためには、同期、
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LIDAR レーダカメラ

LIDARが冗長性を加える
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高 出 力 処 理 、およびセンサ自 体 の 継 続 的 な 進 化 が 求 めら
れます。 これは自動車メーカーにとって、3つの重要なトレ
ードオフ、すなわちコスト、技術、戦略の適切なバランスを取
ることを意味します。

コスト：冗長センサvs.補助センサ

自動運転レベル3の基準では、車両が所定の状況下にある場合、
ドライバーは積極的に注意を払う必要はないとされています。 
2019 Audi A8を例に挙げてみましょう。 車両には6台のカメラ、5
台のレーダデバイス、1台のLiDAR（ライダ）デバイス、12個の超音波
センサが装備されています。 なぜそんなに多数の装備が必要なの
でしょうか。 それは、それぞれに固有の長所と短所があるからです。 
たとえば、レーダでは物体の速度はわかりますが、物体が何である
かを判別することはできません。 物体の挙動を予測するには両方
のデータポイントが非常に重要であり、各センサの弱点を克服す
るために冗長性が必要なため、センサフュージョンは必須です。

センサのデータ処理の最終的な目的は、意思決定アルゴリズムに
入力できる形で、なおかつコストを抑えて最終的な製品が利益を
上げられる形で、車両の周辺環境についてフェイルセーフな表現
を作り出すことです。 そのための最も重要な課題のひとつが、適切
なソフトウェアの選択です。 「計測を正確に同期させる」、「データの
トレーサビリティを維持する」、「無数の実世界シナリオでソフトウ
ェアをテストする」という3つの例について考えてみましょう。 これ
らはそれぞれ独自の課題があります。自動運転では3つ全てが求
められますが、その代償は何でしょうか。

技術：分散アーキテクチャvs.中央
集中型アーキテクチャ
ADASの処理能力は複数の独立した制御ユニットをベースとして
いますが、センサフュージョンによって中央集中型プロセッサの
人気が高まっています。 Audi A8について考えてみましょう。 この
2019モデルでは、必要なセンサ、機能ポートフォリオ、電子ハード
ウェア、ソフトウェアアーキテクチャが1つのシステムに集約され
ています。 セントラルドライバーアシスタンスコントローラが、車
両周辺環境のモデル全体を計算し、全ての支援システムを作動さ
せます。 その処理能力は、旧Audi A8モデルの全てのシステムを
組み合わせたものを上回ります。中央集中型アーキテクチャで懸
念されるのは、高出力処理のコストです。安全性を重視したバック
アップとしてセカンダリフュージョンコントローラを車両のどこか
に設置する必要があり、これがコストをさらに増加させています。

コントローラとその処理能力の進化に伴い、選択すべきアーキテ
クチャ設計は分散型と中央集中型との間で変わる可能性があり
ます。このような進化に後れを取らないためには、ソフトウェア定
義のテスタ設計が大変重要になります。

安全な自動運転の実現に突きつけられるトレードオフ
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戦略：内製技術vs.COTS技術
自動運転レベル5を実現するためには、現在コントローラに搭載
されているマイクロプロセッサの2000倍の処理能力が必要です。
そのため、マイクロプロセッサは急速にミリ波レーダセンサシス
テムのRFコンポーネントよりも高価になりつつあります。 過去を
振り返ると、需要の多い高価な機能が周辺市場のリーダーの注
目を集めるようになり、市場の競争が激化してきました。

1つのデータとして、UBSは、Chevrolet Boltのパワートレインで使
われている半導体部品は、同等の内燃エンジン車の6倍から10倍
だと推測しています。 半導体部品は増加の一途を辿り、周辺市場

はCOTS技術を改良することで計り知れない価値をもたらします。 
たとえばNVIDIA社は、当初家電製品向けに開発されたTegraプ
ラットフォームを、自動車システムのADASアプリケーションに転
用しています。 またDenso社は、独自の人工知能マイクロプロセ
ッサの設計と製造を開始し、コストとエネルギー消費を削減しま
した。Denso社の子会社であるNSITEXE社は、2022年に次世代プ
ロセッサIPとなるデータフロープロセッサ（DFP）をリリースする予
定です。 レースは既に始まっています。

トレードオフの最適化

ここまで述べたようなトレードオフに関する意思決定は、サプラ
イチェーン全体にわたる市場投入までの時間と差別化能力に
大きく影響します。 検証テストおよび製造テストのコストや時間
を最小限に抑えるうえで、テスタを迅速に再構成できることが非
常に重要なため、ソフトウェアの柔軟性が鍵となります。 トヨタ・
リサーチ・インスティテュートの最高経営責任者（CEO）である
James Kuffner博士は、2018年3月4日に発行されたインタビュー

（bloomberg.com）でこのように述べています。「予算について言
えば、2倍ではなく4倍にします。 トヨタが世界トップレベルのソフト
ウェアに裏打ちされた新しいモビリティ企業になることを目指し
て、約40億ドルを用意しています。」 このような傾向は自動車業界
では珍しいことではありません。 こうしたトレードオフに明確な正
解はありません。しかし、過去の産業革命において、生産性の向上
によって新しい技術の導入が可能になったように、ソフトウェア開
発の効率化は「自動運転革命」にとって不可欠だと言えるでしょう。

「Continental社インテリア部門担当取締
役会メンバーであるHelmut Matschi氏は、
全てがソフトウェアエンジニアリングに戻っ
てくる、と語っている。 今後10年以内に高性
能車載コンピュータが普及することで、開発
プロジェクト予算の80%がソフトウェアに
投入されることになる可能性がある、と同
氏は予測している。」

Automotive News、 
「Continental Bracing for a World of Bugs」、2018年

良い とても良い 非常に良い

距離
レンジ

レンジ

分解能

分解能

速度分解能

対象物の分類

夜間

雨天/曇天

角度

分類

環境

カメラ レーダ LIDAR仕様

冗長センサVS.補助センサの考慮点
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開発プロセスの標準化に足並
みを揃える
■■ 初期の標準化はハードウェア抽象化に重点を置いていた

が、最新技術はソフトウェア上で構築される。
■■ 反復型のソフトウェア開発プロセスにより、より良い製品
を、より速くお客様に提供できる。

■■ テスト部門は、競争力を維持するために、標準化された
反復型ソフトウェア開発方式に移行する必要がある。

標準化は、テスト部門が何十年もの間、目標としてきたことです。 1961年、 RCA（Radio 
Corporation of America）社のD.B. Dobson氏とL.L. Wolff氏による論文 「Standardization 
of Electronic Test Equipment（電子テスト装置の標準化）」が発表されました。 この論文で
は、多目的ミサイルシステムのテスト装置の調査および試作で使用する指針、基準、および技術
が示されています。 

初期の技術標準化では、多くの場合、テストソリューションで使用するテスト装置の種類を、組
織全体で制限することを目的としていました。 RCA社が主要目標として掲げ、達成したのが、
モジュール式ハードウェアセットの設計および実装でした。 モジュール式ハードウェアにより、装
置の再利用率向上、テストソリューションの統合度向上、旧式コンポーネントの削減、および技術
の置き換えが促進されます。
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開発プロセスの標準化に足並みを揃える

航空宇宙/防衛産業におけるテストグループは、大規模な製品や
設備の組み合わせを最大50年間運用する場合があるため、保守
性と再利用性に優れたテストシステムのメリットを最大限に活用
しようとしています。 

セキュリティ要件と急速な変化に対応するため、現在のテスト
部門は単なるハードウェアの標準化以上のことを求められてい
ます。 現在、ソフトウェアレイヤとその開発手法の両方が注目さ
れています。 テストエンジニアリングチームは、急速に進化する業
界でプロジェクトのスケジュールを維持し、製品開発チームに後
れを取らないようにするため、反復型ソフトウェア開発の採用およ
び標準化のプロセスを開始する必要があります。

標準化のバックボーンとしてのソフトウェア

RCA社の論文では、複数の機能コンポーネントとミサイルプ
ログラムによって共有される入出力を識別し、モジュール式ハ
ードウェアシステムの要件を定義するプロセスが示されてい
ます。 まとめて対応できる共通要素を識別し、分離するというプ
ロセスが、抽象化の基本となります。 大型計測器の標準化に向
けた取り組み、そして商用オフザシェルフ技術への移行によっ
て、VXI、PXI、PXIe、AXIeといったモジュール式ハードウェア規格
が多くの業界のテスト部門で採用されるようになりました。 標
準のモジュール式ハードウェアプラットフォームでは、電源装
置、冷却装置、ユーザインタフェースなどの重複要素をシステ
ム内のシングルポイントに抽象化します。

DSB（Defense Science Board：米国国防科学委員会）の報告書
「Design and Acquisition of Software for Defense Systems 
（防衛システム用ソフトウェアの設計・収集）」では、「兵器システ
ムによって提供される機能の多くは、ハードウェアでなくソフトウェ
アに由来する。 ハードウェアにより実現する機能からソフトウェア
により実現する機能へのシフトは急速に進んでいる。」と述べて
います。 最新の計測器では、ますます多くのプロセッサや、FPGA
のようなソフトウェア定義のコンポーネントが使用されるように
なっています。 こういった最新のテストソリューションを最大限
に活用するには、ソフトウェアで計測システムを定義することが
必須となってきます。

優れたテストソフトウェアエンジニアリングチームでは、抽象化さ
れたハードウェアよりもさらに有益な、抽象化されたテストソフ
トウェアを構築しています。 抽象化されたソフトウェアプラットフ
ォームは、特定の機能を実行する複数のレイヤによって構成され
ます。 このような構成により、他のレイヤを分離し、同じ入出力を
維持しつつ、各モジュールを個別に修復およびアップグレードす
ることができます。 Honeywell Aerospace社のチーフエンジニア
であるMark Keith氏は、次のように述べています。「レガシービジ
ネスラインが数多くある場合、ソフトウェアの標準化を行うために
は、各グループの歴史に目を向ける必要があります。 抽象化の目
的は、旧式のハードウェアを交換する際に、ソフトウェアの変更を
最小限に抑える、あるいは不要にすることです。」

http://ni.com/trend-watch
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最新のテスト向けソフトウェア開発

今日の市場では新製品や新機能が続々とリリースされており、テス
トソフトウェアアーキテクチャを適切に準備するだけでは十分とは
言えません。 テストソフトウェア部門では、製造部門およびお客様
に対して、迅速かつ柔軟な提供を行うための手法を導入する必
要があります。 要求される機能を全て提供するため、現代のソフト
ウェアエンジニアリングチームは、アジャイルのような継続的かつ
反復的なソフトウェア開発手法に移行しています。

DSBの報告書には、次のような記述があります。「反復型開発の主
なメリットは、エラーを迅速かつ継続的に検出できること、新しい
コードを簡単に統合できること、アプリケーション開発プロセス全
体を通じてユーザのフィードバックを取得できることです。 （現在
業界標準の手法となった）反復型ソフトウェア開発は、ウォーター
フォール型開発では対応できない速度で脅威が目まぐるしく変化
する、今日の動的なセキュリティ環境において、米国国防総省

（DoD）の活動を支援します。」

反復型開発の標準化

反復型のソフトウェア開発では、組織化されたチームがうまく
連携し、ハードウェアプラットフォームやソフトウェアアーキテ

クチャの抽象化と同じように、概念やタスクを共有し、繰り返
すことが重要です。 

コードベースで連携するチームは、ソースコード管理、ユニットテ
ストフレームワーク、コード解析、作業管理、および実装を行うツ
ールについて合意を取り、標準化する必要があります。 また、サイ
バーセキュリティの懸念も増しています。 DSBは「ソフトウェアシス
テムのコードベースを毎日チェックすることで、広範なサイバール
ールの基本に準拠するために必要な変更の数を、管理可能な範
囲にとどめることができます。」と述べています。

「Contracting Strategy for F-22 Modernization（F-22最新化に向
けた契約戦略）」の報告書で、米国国防総省の監察総監は次のよ
うに述べています。「あるプログラムオフィス責任者によると、米国
国防総省は米国の敵国に対する技術的優位性を失うリスクがあ
り、軍隊に戦闘能力をより速く提供するための革新的な方法を一
刻も早く見つける必要がある。」 優れた技術を迅速に市場へ提供
するためにテストチームが苦心しているのは、航空宇宙/防衛産業
だけではありません。 反復型開発は、複数の産業において、技術
開発を加速させるための、実績のある手法です。

テストエンジニアリングチームがハードウェアの標準化や階層ソフ
トウェアアーキテクチャに重点を置く一方で、研究開発部門は反
復型の製品開発に移行しています。 標準化のあらゆる側面がテ
スト部門にとって重要かつ有意義なものですが、標準化は改良し
て、開発におけるエンジニアリング手法と連携させる必要があり
ます。 アジャイルソフトウェア開発の手法を採用しているテスト部
門は、このアプローチを利用する準備ができています。

「今日の技術変化速度からすると、30年とい
う時間は永遠のように感じられます。 今日の
業界最高水準のアプローチと、過去の業界
最高水準のアプローチとでは、互換性がな
い場合もあります。」

Honeywell Aerospace社、チーフエンジニア、Mark Keith氏
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IoTをテストに役立てる
■■ IoTとIIoTにより、テストが複雑化している。
■■ IoT技術により自動テストの課題に対処できる。
■■ エンジニアは、最もビジネス価値の高いユースケースに
ついて理解し、注力する必要がある。

半導体から電子サブシステム、そしてインダストリー4.0の中心であるスマートマシンまで、モノの
インターネット（IoT）やインダストリアルIoT（IIoT）のシステムはますます複雑化しています。表面的
にはわかりませんが、このプロダクトチェーンにおいてテストは非常に重要な役割りを果たしてお
り、IoTデバイスが複雑化すれば、テストも複雑化します。 また、IoTで自動テストを大幅に改善する
ことも可能です。 システム管理、データ管理、視覚化/解析、アプリケーションイネーブルメントな
どのIoT機能を自動テストのワークフローに適用することで、テストエンジニアにより適切な機能
を供給して、IoTが抱える課題を解決することができます。

テストシステムの管理
デバイスが接続され、管理されていることが、IoTとIIoTの基本です。しかし多くのテストシステム
は、分散化が進んでいるにもかかわらず、接続されていなかったり、適切に管理されていなかっ
たりします。 特定のハードウェアで実行中のソフトウェアの追跡や、システムの所在の把握に困
難が伴うケースは少なくありません。ましてやパフォーマンス、利用率、健全性の追跡の難しさ
は言うまでもありません。

ni.com/trend-watch | 15
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IoTをテストに役立てる

幸いなことに、最新テストシステムは多くの場合PCやPXIをベース
にしているため、他のエンタープライズシステムに直接接続でき
ます。これにより、ソフトウェア/ハードウェアコンポーネントの管理、
利用率の追跡、および予知保全といった追加機能によって、テスト
投資の価値を最大限に高めることができます。

データの取り込みおよび管理

IoTのビジネス価値は、接続されたシステムによって生成される膨
大なデータから得られるものです。 しかし、テストデータの活用は
困難を伴います。時間と周波数の未処理アナログ/デジタル波形か
ら、家庭用デバイスや工業用デバイスよりはるかに高いレートと大
量のボリュームを収集するパラメトリック計測まで、数々のデータ
形式やソースが存在するためです。 さらに、テストデータの保存に
ついてはほとんど標準化されていないため、ほぼサイロ化してい
ます。 その結果、このデータはビジネスにとって「見えない」ものと
なり、製品ライフサイクルの他のフェーズで貴重なインサイトを逃
してしまうことになります。 Jaguar Land Rover（JLR）社では、総
合的なIoTによるデータ管理ソリューションの導入以前、車両テス
トデータの解析率は10%にとどまっていました。 JLR社のパワー
トレインマネージャであるSimon Foster氏は、このように述べてい

ます。「今では最大95パーセントのデータ解析率を見込んでいます。
テストの再実施が不要になったおかげで、テストコストと年間テス
ト実施回数を減らすことができました。」 

IoT機能を自動テストデータに適用するには、まず、標準データ形
式を取り込めるように、即使用できるソフトウェアアダプタを用
意する必要があります。 アダプタを構築する際には、オープンで
ドキュメント化されたアーキテクチャをベースとし、設計や製造
から得られる非テストデータなど、新しく固有データを取り込め
るようにする必要があります。 また、データから得られる価値を
エンタープライズレベルで引き出すために、テストシステムは、標
準のIoTおよびIIoTプラットフォームとデータを共有できるように
する必要があります。

データの視覚化および解析

テストデータは複雑で多次元的なため、一般的なビジネスアナリ
ティクスソフトウェアを使用することは困難です。 また、一般的な
ビジネスチャート機能は、 アナログ信号とデジタル信号を組み合
わせたグラフ、アイダイアグラム、スミスチャート、コンスタレーシ
ョンプロットなど、テストや計測で一般的な視覚化に対応してい
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ません。テスト指向のスキーマと適切なメタデータにより、ツール
でテストデータの視覚化と解析を行い、そのデータを設計/生産
データと相関付けることができます。 十分に整理されたテストデ
ータにより、基本的な統計から人工知能や機械学習にいたるま
で解析を適用することができます。 これにより、Python、R、The 
MathWorks, Inc.の MATLAB®ソフトウェアといった一般的なツー
ルを統合して活用するワークフローが可能になり、データからよ
り多くのインサイトを引き出すことができます。

テストソフトウェアの開発、実装、管理

世界は、デスクトップアプリケーションから、Webアプリケーショ
ンやモバイルアプリケーションの拡大に移行しています。 この転
換をテストで実現しようとすると困難が生じます。 膨大なデータ
を処理してリアルタイムで合否判定するには、検査対象デバイス

（DUT）で計算する必要があり、ローカルオペレータはテスタと
DUTを操作する必要があります。 同時に、企業はテスタにリモート
アクセスして、テスト結果や、利用率などの稼働状況を確認したい
と考えています。 これに対応するため、一部の企業では1回限定
のアーキテクチャを構築してソフトウェアを一元的に管理し、DUT

に基づいてテスタにソフトウェアをダウンロードしています。 しか
し、そのためには、よりビジネス価値の高いアクティビティに適用
できるリソースを追加投入して、カスタムアーキテクチャを保守し
なくてはなりません。

ハイレベルのテスト管理は、ローカルテスタからクラウド実装に
移行しやすい、格好の候補と言えます。 Webベースのツールによ
り、テスタのステータスの表示、テストのスケジューリング、およ
びクラウドまたはサーバに移されたテストデータの確認ができ
ます。 ハイレベルの管理機能は、NIのLabVIEW、Microsoft .NET言
語、NIのTestStand、Pythonといった一般的なツールで構築された
既存のテストシステムを補完します。 モジュール式のテストソフト
ウェアアーキテクチャ（テスト管理、テストコード、計測IP、計測器ド
ライバ、ハードウェアの抽象化レイヤ）を使用することで、企業はロ
ーカルからサーバまたはクラウドベースへ移行する際に、異なるソ
フトウェア機能のトレードオフを評価することができます。 テストソ
フトウェアスタックの多くをクラウドに移行すれば、データストレー
ジ、スケーラブルなコンピューティング、どこからでもソフトウェアと
データに簡単にアクセスできるというクラウドコンピューティング
のメリットを実感できることでしょう。

IoTをテストに活用する

IoTをテストに活用することは、未来に向けたアイデアではなく、
今すぐ実行に移せるソリューションです。 企業がこれを実現でき
るかどうかは、既存の自動テストインフラストラクチャと喫緊のビ
ジネスニーズによります。 一般に検討すべき領域としては、テスト
システム管理の改善、テスト装置の利用率の向上、テストデータか
らの優れたインサイトの取得、および共有テストシステムへのリモ
ートアクセスが挙げられます。 モジュール性に優れたソフトウェア
定義のアプローチでは、全か無かのような決断を迫られることな
く、最も価値の高い領域に注力することができます。

「近い将来、お客様が当然のごとく世界各
国からテスト設備の管理および保守を行う
ことを求めるようになるでしょう。 IoT技術
を統合するには、テストアーキテクチャを再
構築する必要があります。特に構成管理や
データ解析を進化させ、インダストリー4.0
に向けたビジネスのデジタル化に対応する
ことが求められます。」

Thales社、デジタルインダストリディレクタ、Franck Choplain氏

MATLAB®はThe MathWorks, Inc.社の登録商標です。
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Luke Schreier

テスト戦略を根本的に変革する
複数業界のコンバージェンス
■■ 技術とプロセスは従来の業界の枠を越え、テストリーダ
ーにとって懸念と可能性の両方を生み出している。

■■ 閉鎖的かつ独自の手法を基に構築されたテスト戦略
は、企業を危険にさらす。

■■ 複数業界の企業との提携によって、テスト部門に採用す
るべきインサイトを得ることができる。

業界のコンバージェンスは、新しい概念ではなく、むしろ最も古い概念のひとつかもしれません。 
複数の市場が相互に作用することで、アイデアやプロセス、技術を自然に交換するようになるた
め、市場間の関係性はより密接になります。 農業と貿易の衝突から生まれたのが銀行業です。 
最近では、医療と家電製品の重複部分からウェアラブル技術が生まれました。 グローバルにつ
ながる現代社会において、コンバージェンスは加速し、その規模は拡大しています。

複数業界のコンバージェンスについては、幅広い意見があります。 ブログ、記事、アナリストのレ
ポートでは、デジタル革命の加速が歴史の長い業界にも強烈な影響を与えていることが指摘さ
れています。 一方で、コンバージェンスがテスト部門にもたらす根本的な変革についてはほとん
ど触れられていません。
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テスト戦略を根本的に変革する複数業界のコンバージェンス

企業は日々、その影響を懸念と可能性の両側面から感じています。 
優れた企業は、複数業界のテストプラットフォームを活用し、複数
業界の知見を持つ他の企業と提携して学ぶことで、コンバージェ
ンスに直接取り組んでいます。

テストイノベーションを起こす

2014年のGartner社のレポート「Industry Convergence: The 
Digital Industrial Revolution（業界のコンバージェンス：デジタ
ル産業革命）」でよく引用される言葉があります。それは、「業界
のコンバージェンスは組織にとって最も重要な成長機会だ。」と
いうものです。 テスト部門は、他の業界から学んだことを活用し、
共同開発によってイノベーションを加速させることで、こうした機
会を得ることができます。

コンバージェンスの中心にあるのはアイデアの共有です。 既存
のものを作成する時間と労力の無駄を省くため、他の業界から学
んで活用するという概念は、プロダクトイノベーションの文脈でよく
議論されますが、このことはテスト戦略にも当てはまります。 機能
安全がその良い例です。 重工業においては、数十年にわたって
得た知識と、セーフティクリティカルな製品の特性に突き動かさ
れる形で、組込電子製品の機能安全性を証明するプロセスとし
てIEC 61508を策定しました。 鉄道や自動車といった業界では、

セーフティクリティカルな組込システムがアーキテクチャに追加
されているため、IEC 61508を拡張し、EN 50126やISO 26262と
ともに自らの業界に適用しました。 規格の専門家から学ぶこと
で、機能安全テストをテスト戦略に追加する際に余計な時間を
かけずにすみます。 

複数業界の共同開発は、あまり知られていないコンバージェンス
のメリットです。 各業界が密接になるにしたがって、機能的なニー
ズも密接に関連するようになります。 これにより市場のニーズが
拡大するため、業界に製品・サービスを提供する側のベンダは、投
資を増やすことができます。 テストについて言えば、プラットフォ
ームベースのベンダは、プロセッサやA/D変換器といった業界に
依存しないものへの投資を増やし、全ての業界に対して低価格
で高品質の製品を提供できます。 テスト用のハードウェア、ソフト
ウェア、あるいはサービスに投資する場合は、1つの業界だけで
なく、複数の業界に対応するソリューションを使用すれば、技術
を最大限に活用することが可能です。

コンバージェンスのコストに対処する

経営幹部レベルを対象としたIBM 2016 Redefining Boundaries
の調査では「業界のコンバージェンスは、今後3〜5年で予想され
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ているどの傾向をも完全にしのぐ」ことが明らかとなりました。 コ
ンバージェンスにはメリットが見込まれるにもかかわらず、期待よ
りも懸念の方が大きくなりがちです。 テストマネージャにとってはテ
ストが複雑化するため、適応性に優れたテストプラットフォームと
より柔軟な組織体制が求められます。

各業界が相互に技術を採用するため、新しい技術分野でのテスト
および専門知識が必要となります。 たとえば、自動車のハイブリッ
ドパワートレインでは、制御、メカニクス、熱力学、電子機器、ソフ
トウェア、さらには化学電池もテストできるシステムが必要です。 
そのため、閉鎖的で、柔軟性のない独自のプラットフォームで構
築されたテストシステムは、それが数年前のものでも使われなく
なりました。 その代わりに、テストシステムでは、適切に定義され
たAPIや相互運用性の規格に従って、I/Oタイプ、プログラミング言
語、ベンダの枠を越えて機能する、オープンなモジュール式ハード
ウェアおよびソフトウェアを使用します。

次に起こることを企業が予測できていない場合は、さらに難易
度が高まります。 コンバージェンスの時代ゆえに、未来は極めて
不透明です。 企業、テスト戦略、テストプラットフォームにおいて、
将来どのようなことが起きようと、すばやく適応できなくてはなり
ません。 たとえば、これまで非常に保守的で、ライフサイクルの長
い製品に依存してきた航空宇宙分野の企業は、サプライチェー
ンが家電製品と密接に結びつくようになったことで、より機敏な
動きが求められるようになりました。 そのため航空宇宙分野の
テスト部門では、テスタが目覚ましい技術刷新に対応しなけれ
ばならず、適応性を備えたテストアーキテクチャを設計すること
が重要になっています。 チームは、業界を横断する交流イベント
に参加したり、異業種の業界誌をチェックしたりすることで、最新
のトレンドを知ることができます。 

さらに複数の業界経験がある企業と連携することで、予期せぬ
状況に効果的に対処し、他業種のベストプラクティスを活用する
ことができます。 こういった企業は、大きな問題を既に解決した
ことがある他社に同様の問題を委託したり、5GやIoTのような目
前に迫ったトレンドを扱う他業界の企業と戦略的なパートナーシ
ップを模索したりできます。NVIDIA社とAudi社は技術開発を加
速するためにパートナーシップを結び、Boeing社とEmbraer社
は競合他社から市場シェアを獲得するために連携しています。こ
れらは協力体制によって同業他社の優位に立つことができると
いう例の一部です。 サプライチェーンのどこでテストを行うのか
を再評価し、サプライヤを見直すことも、スマートな戦略です。 企
業は積極的に行動することで、次に起こり得ることに対して準備
し、影響力を持つことすらできるかもしれません。
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機械学習テスト
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テスト
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技術のコンバージェンスを活用して優れたテスト部門を実現する

「業界のコンバージェンスは組織にとって
最も重要な成長機会だ。」

Gartner社、「Industry Convergence: The Digital Industrial 
Revolution（業界のコンバージェンス：デジタル産業革命）」、 

2014年
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