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1
一般的な設計テクニック

他のプログラミング言語と同様、一貫性のあるプログラミング技術およびアーキ
テクチャに従って設計することにより、より優れた LabVIEW プログラムを開発
することができます。 このセクションでは、単一ループと複数ループという 2 つ
の異なるプログラムアーキテクチャについて説明します。 これらのアーキテク
チャは、総称してデザインパターンと呼ばれています。

単一ループアーキテクチャとしては、シンプルな VI デザインパターン、一般的
な VI デザインパターン、およびステートマシンを使用したデザインパターンが
あります。 

複数ループアーキテクチャとしては、並列ループ VI デザインパターン、マス
ター / スレーブデザインパターン、および生産者 / 消費者デザインパターンがあ
ります。 

どちらのデザインパターンで開始するべきかを見極めることが、効率的な 
LabVIEW VI 構築の鍵となります。
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A. 単一ループアーキテクチャ

LabVIEW 初級 I コースで 3 つの異なるアーキテクチャのタイプ—シンプルなアー
キテクチャ、一般的なアーキテクチャ、およびステートマシンの設計について
学習しました。

シンプルな VI デザインパターン
計算を実行したり、簡単な測定を行う場合、複雑なアーキテクチャは必要あり
ません。 1 つの VI で、計測、計算を行い、それらの結果を表示またはディスクに
保存することもできます。 シンプルな VI デザインパターンでは、通常、ユーザ
による起動操作や停止操作は不要です。 ユーザは「実行」ボタンをクリックする
だけです。 このアーキテクチャは、シンプルなアプリケーションや大規模アプリ
ケーション内の機能の一部として使用します。 これらのシンプルな VI は、サブ 
VI に変換して、大規模アプリケーションの構成ブロックとして使用することが
できます。

図 1-1 は、『LabVIEW 初級 I』 のコースプロジェクトである「Determine Warnings」
VI のブロックダイアグラムです。 この VI は、一連の入力に応じて出力する警告
内容を判別するという単一のタスクを実行します。 警告レベルを判別する必要が
ある場合には、この VI をサブ VI として使用することができます。 

図 1-1 の VI にはユーザによる起動操作や停止操作が含まれない点に注目してく
ださい。 この VI のすべてのブロックダイアグラムオブジェクトは、データフ
ローによって接続されています。 データの流れをたどることによって、全体的な
動作順序を特定することができます。 たとえば、「以上 ?(Greater Than or Equal)」、
「以下 ?(Less Than or Equal)」、および両方の「選択 (Select)」関数が実行されてか
ら「等しくない ?(Not Equal)」関数が初めて実行されます。

図 1-1.  シンプルな VI アーキテクチャ
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一般的な VI デザインパターン
一般的な VI デザインパターンは、3 つの主要なステップ ( 起動、メインアプリ
ケーション、停止 ) で構成されます。 各ステップには、別のタイプのデザインパ
ターンに従うコードを含めることも可能です。 主要な 3 つのステップは以下のと
おりです。

起動 ハードウェアを初期化したり、構成情報をファイル
から読み込んだり、ユーザにデータファイルの位置
を指定するよう促します。

メインアプリケーション ユーザがプログラムの終了を決定するか、I/O の完
了など他の条件でプログラムが終了するまで繰り返
され、 1 つ以上のループで構成されます。

停止 ファイルを閉じる、構成情報をディスクへ書き込
む、I/O のデフォルト状態へリセットする、などの
処理を行います。

図 1-2 は、一般的な VI デザインパターンを示します。 

図 1-2.  一般的な VI デザインパターン

図 1-2 では、エラークラスタワイヤによって 3 つのセクションの実行順序が制御
されます。 While ループは、「Start Up」VI が実行を終了し、エラークラスタを返
すまで実行されません。 同様に、「Shut Down」VI は、While ループのメインアプ
リケーションが終了し、エラークラスタがループを抜けるまで実行されません。 

ヒン ト 通常、ループには待機関数が必要です。特にループがフロントパネルのユーザ入力を
監視している場合には必須です。 待機関数を使用しない場合には、ループが連続して実行さ
れ、コンピュータのシステムリソースをすべて消費してしまう可能性があります。 待機関数を
使用すると、待機時間に 0 ミリ秒を指定した場合でも、ループは強制的に非同期で実行されま
す。 メインループ内の処理がユーザ入力に応答する場合、許容レベルの反応時間まで待機時間
を増やすことができます。 通常、この値は 100 ～ 200 ミリ秒が適当です。ほとんどのユーザは、
フロントパネル上のボタンをクリックしてから次に起こるイベントまでの時間としてこの程度
は気にならないためです。
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シンプルなアプリケーションの場合、メインアプリケーションのループは明確
で、シンプルな VI デザインパターンに従うコードが含まれます。 ユーザ操作や 
I/O トリガなど、複雑なユーザインタフェースや複数のタスクがアプリケーショ
ンに含まれる場合には、メインアプリケーションのステップは複雑になります。 

ステートマシンを使用したデザインパターン
ステートマシンを使用したデザインパターンは、一般的なデザインパターンの
変形です。 通常、起動と停止のステップを持ちます。 しかし、メインアプリケー
ションのステップは、ループに組み込まれたケースストラクチャで構成されま
す。 このアーキテクチャでは、複数の状態に応じて、ループの実行ごとに異なる
コードを実行することが可能です。 それぞれのケースでマシンの状態を定義する
ことから、ステートマシンという名前が付けられています。 ユーザインタフェー
スとして機能する VI など、複数のシンプルなタスクに簡単に分割できる VI の場
合に、このデザインパターンを使用します。

LabVIEW のステートマシンは、1 つの While ループ、ケースストラクチャおよび
シフトレジスタで構成されています。 ステートマシンの各状態は、ケースストラ
クチャにおける個別のケースになります。 所定の状態において実行する VI およ
びその他のコードを該当するケースの中に配置します。 シフトレジスタには、
ループの次の繰り返し時に実行される状態が保存されます。 5 つの状態が設定さ
れたステートマシン VI のブロックダイアグラムを図 1-3 に示します。 図 1-4 に
は、ステートマシンの残りのすべてのケース ( すなわち、状態 ) を示します。

図 1-3.  初期状態のステートマシン
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図 1-4.  待機 ( デフォルト )、 イベン ト 1、 イベン ト 2、 シャ ッ トダウン の各状態

ステートマシンを使用したデザインパターンにおいては、想定するタスク ( すな
わち、状態 ) の一覧を作成し、これらを各ケースに対応付けます。 上述の VI 例の
場合、想定する状態はスタートアップ、メイン、イベント 1、イベント 2、およ
び シャットダウン です。 列挙定数には各種状態が保存されます。 各状態に対応し
た個別のケースがケースストラクチャにあります。 1 つのケースの結果によって
次に実行されるケースが決定されます。 シフトレジスタには、次に実行するケー
スを決定する値が格納されます。 いずれかの状態でエラーが発生した場合、
シャットダウンケースが呼び出されます。 

ステートマシンを使用したデザインパターンは、ブロックダイアグラムを非常
にコンパクトにできるため、読みやすく、デバッグが容易になります。 また、
シーケンスのフレームをすべて実行するシーケンスストラクチャとは異なり、
ステートマシンアーキテクチャでは、各ケースから次の状態が決定されるとい
う利点もあります。

ステートマシンを使用したデザインパターンの欠点は、前述の例のような方法
の場合に、状態をスキップしてしまう可能性があることです。 ストラクチャ内の 
2 つの状態が同時に呼び出された場合、このモデルでは、一方の状態のみ処理さ
れ、もう一方の状態は実行されません。 状態のスキップは再現が難しいため、デ
バッグが困難なエラーを引き起こす可能性があります。 さらに複雑なタイプのス
テートマシンを使用したデザインパターンでは、イベント ( すなわち、状態 ) の
キューを作成するコードを追加することにより、状態を見落とさないようにし
ます。 キューの詳細については、レッスン 2 「複数のループ間での通信」を参照
してください。
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B. 並列処理

このコースでは、「並列処理」とは、複数のタスクを同時に実行するための方法
を指しています。 ここでは、異なる周波数の 2 つの正弦波を作成して表示する例
を用いて並列処理を説明します。 1 つの正弦波を 1 つのループに割り当て、もう 1 
つの正弦波は別のループに割り当てます。

並列タスクのプログラムを作成する際に困難を伴うのは、データの依存関係を
作らずに複数のループ間でデータの受け渡しを行うことです。 たとえば、ワイヤ
を使用してデータを渡すとしたら、このループは並列処理ではなくなります。 複
数の正弦波の例において、図 1-5 に示すように、単一の停止機能をループ間で共
有する方法について考えましょう。

図 1-5.  並列ループのフロン トパネル

異なる手法を使用して、並列ループ間でデータを共有しようとしたらどうなる
でしょう。

方法 1( 誤り )
図 1-6 に示すように、ループ制御端子を両方のループの外側に配置し、これを両
方の条件端子に配線します。 ループ制御器が両方のループのデータ入力であるた
め、両方の While ループでは実行開始前にループ制御端子が 1 度だけ読み込まれ
ます。 False がループに渡されると、両方の While ループは無限に実行されます。 
スイッチはループの繰り返し中に読み込まれないため、スイッチをオフにして
も VI は停止しません。
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図 1-6.  並列ループの使用例 1

方法 2( 誤り )
以下のブロックダイアグラムに示すように、ループ制御端子をループ 1 の内側に
移動し、ループ 1 の各繰り返しごとに読み込まれるようにします。 ループ 1 は正
しく終了しますが、ループ 2 はすべてのデータ入力を受け取るまで実行されませ
ん。 ループ 1 ではループの停止後にはじめてデータをループの外に渡すため、
ループ制御の 終値が渡されるのもループ 1 の終了後となり、ループ 2 はそれま
で待たなくてはなりません。 したがって、これらのループは並列には実行されま
せん。 また、ループ 2 の条件端子には、ループ 1 内のループ制御スイッチから 
True の値が渡されるため、ループ 2 で実行される繰り返しは 1 回だけになりま
す。

図 1-7.  並列ループの使用例 2

方法 3( 解決策 )
ループ制御器の値をファイルから読み込むことができるとしたら、各ループは
独立してファイルにアクセスできるため、ループ間でのデータフローの依存関
係は解消されます。 しかし、ファイルの読み込みおよび書き込みには時間を要す
る可能性があり、少なくともプロセッサの処理時間は必要となります。 このタス
クを実現するもう 1 つの手法は、メモリ内でループ制御器のデータが保存された
場所を特定し、このメモリの場所を直接読み込むという方法です。 この問題の解
決手法の詳細については、レッスン 2 「複数のループ間での通信」を参照してく
ださい。
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C. 複数ループアーキテクチャ

前セクションで並列処理を使用する理由をいくつか学習しました。 ここでは、複
数ループアーキテクチャとして並列ループ、マスター / スレーブ、および生産者
/ 消費者について説明します。

並列ループデザインパターン
アプリケーションによっては、複数のタスクの応答や実行を同時に行うことが
必要となります。 このような並行処理を改善する方法の 1 つとして、各タスクに
別々のループを割り当てます。 たとえば、フロントパネルの各ボタンに対して
別々のループを割り当てたり、メニュー選択、I/O トリガなどのあらゆるタスク
に対して別々のループを割り当てるなどです。 図 1-8 は、この並列ループデザイ
ンパターンを示します。

図 1-8.  並列ループデザインパターン

このストラクチャは単純明快です。異なる動作を実行する数個のボタンの 1 つを
ユーザに選択してもらうようなシンプルなメニュータイプの VI に適しています。 
並列ループのデザインパターンを使用することにより、複数の独立したタスク
を同時に処理することができます。 このデザインパターンでは、VI が特定の動作
に応答していても、他の動作への対応が妨げられることはありません。 たとえ
ば、ユーザがダイアログボックスを表示するボタンをクリックした場合にも、
並列ループは I/O タスクの応答を継続することができます。 
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ただし、並列ループデザインパターンでは、異なるループ間での調整および通
信が必要となります。 図 1-8 の 2 番目のループの「停止」ボタンは、ローカル変
数です。 ループ間のデータの受け渡しにワイヤを使用することはできません。ワ
イヤを使用すると、ループが並列に実行できなくります。 そのため、プロセス間
で情報を受け渡すための通信テクニックを導入する必要があります。 ローカル変
数、ノーティファイア、またはキューを使用して並列ループ間で通信する方法
について、レッスン 2 「複数のループ間での通信」で説明します。

マスター / スレーブデザインパターン
マスター / スレーブデザインパターンは、複数の並列ループで構成されます。 そ
れぞれのループは、異なる速度でタスクを実行することができます。 1 つのルー
プがマスターとして機能し、残りのループはスレーブとして機能します。 図 1-9 
に示すように、マスターループは、すべてのスレーブループを制御し、各種の
通信テクニックを用いてこれらのスレーブループと通信します。

図 1-9.  マスター / スレーブデザインパターン

VI がデータを集録しながら、同時にユーザインタフェースに応答する必要もあ
る場合に、マスター / スレーブデザインパターンを使用します。 たとえば、緩や
かに変化する電圧を 5 秒ごとに 1 回計測し、ログを記録する VI を作成するとし
ましょう。 この VI は、伝送ラインから波形を集録し、これを 100 ms ごとにグラ
フに表示します。また、ユーザインタフェースを提供し、集録ごとにユーザが
パラメータを変更できるようにします。 マスター / スレーブデザインパターンは、
この集録アプリケーションに非常に適しています。 このアプリケーションの場
合、マスターループにユーザインタフェースを配置します。 電圧集録を 1 つのス
レーブループで行い、グラフ作成は別のスレーブループで行います。

標準的なマスター / スレーブデザインパターンの手法を用いてこの VI を作成す
る場合、集録プロセスを 2 つの独立した While ループに配置し、これらの両方を
マスターループで駆動します。マスターループは、ユーザインタフェースの制
御器からの入力を受け付けます。 このようにすることにより、独立した集録プロ
セスが相互に影響することがなく、ダイアログボックスの表示など、ユーザイ
ンタフェースで生じた遅延が各種の集録プロセスの繰り返しに影響しないこと
が保証されます。

制御を伴う VI にとっても、マスター / スレーブデザインパターンを採用するこ
とによるメリットがあります。 自由運動のロボットアームをユーザがフロントパ
ネルのボタンを使用して制御する VI を考えてみてください。 このタイプの VI 
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は、効率的で正確、俊敏な制御を要求されます。誤った制御をすると、アーム
や周囲に物理的な損害を及ぼす可能性があるためです。 たとえば、ユーザがアー
ムに対して下方向の動きを停止するように命じても、プログラムがアームの旋
回制御に占有されているとしたら、ロボットアームは支持台と衝突する可能性
があります。 これらの問題を回避するために、このアプリケーションにマスター
/ スレーブデザインパターンを応用します。 この場合には、マスターループが
ユーザインタフェースを処理し、ロボットアームの制御対象ごとに個別のス
レーブループを割り当てます。 ロボットアームの各制御対象ごとに個別のループ
と処理時間を持つため、ユーザインタフェースからのロボットアームの制御が
より俊敏に行えます。

マスター / スレーブデザインパターンにおいては、2 つの While ループが同一の
共有データを書き込まないようにすることが重要です。 あらゆる共有データに対
して、1 つの While ループのみが書き込みを許可されるように保証する必要があ
ります。 共有データの詳細については、レッスン 2 「複数のループ間での通信」
を参照してください。

スレーブでは、マスターに対する応答に時間がかかりすぎないようにする必要
があります。 スレーブがマスターからの信号の処理中にマスターがそのスレーブ
に複数のメッセージを送信した場合、そのスレーブは 後のメッセージのみし
か受け取りません。 マスター / スレーブアーキテクチャをこのように使用すると、
データが消失する可能性があります。 それぞれのスレーブタスクの実行時間がマ
スターループより短いことが確実な場合にのみマスター / スレーブアーキテク
チャを使用します。

生産者 / 消費者デザインパターン
生産者 / 消費者デザインパターンは、マスター / スレーブデザインパターンを基
にして、異なる速度で実行する複数のループ間でのデータ共有を強化するもの
です。 マスター / スレーブデザインパターンと同様に、生産者 / 消費者デザイン
パターンにおいても、異なる速度でデータを生産および消費するタスクが分離
されます。 生産者 / 消費者デザインパターンの並列ループは、データを生産する
カテゴリと生産されたデータを消費するカテゴリという 2 つのカテゴリに分離さ
れます。 ループ間でのデータの通信は、データキューで行います。 また、データ
キューは、生産者ループと消費者ループ間でデータのバッファリングも行いま
す。

ヒン ト バッファとは、2 つのデバイス間でデータを一時的に保存するメモリデバイスのこと
です。この場合では、複数のループ間が対象です。

順序どおりに処理する必要のある複数のデータセットを集録する必要がある場
合にのみ、生産者 / 消費者デザインパターンを使用します。 データセットを受け
取った順番に処理しながらデータを受け付ける VI を作成するとしましょう。 こ
のタイプの VI に対しては、生産者 / 消費者のパターンが理想的です。データの
処理 ( 消費 ) よりも、データの待ち行列化 ( 生産 ) が極めて高速に行われるため
です。 このアプリケーションの場合、生産者と消費者を同一のループに配置する
ことも可能ですが、キューの処理において、 初のデータセットの処理が完了
するまで別のデータを一切追加することができなくなります。 この VI に対して、
図 1-10 に示すように生産者 / 消費者の手法を適用すると、生産者ループのデー
タが待ち行列化され、消費者ループのデータが処理されます。

ヒン ト キュー関数を使用してデータセットを保存することにより、同時に実行している複数
のループ間または VI 間でデータセットの受け渡しが可能になります。 キューの詳細について
は、レッスン 2 「複数のループ間での通信」を参照してください。
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図 1-10.  生産者 / 消費者デザインパターン

このデザインパターンを使用すると、生産者ループで追加データの待ち行列化
を継続しながら、消費者ループでは、独自の速度でデータを処理することが可
能になります。

ネットワーク通信を解析する VI の作成にも生産者 / 消費者デザインパターンを
使用できます。 このタイプの VI では、2 つのプロセスが同時に、異なる速度で動
作することが要求されます。 初のプロセスは、絶えずネットワークラインを
ポーリングし、パケットを取得します。 2 番目のプロセスでは、 初のプロセス
が取得したパケットを解析します。

この例においては、 初のプロセスが 2 番目のプロセスにデータを要求するた
め、 初のプロセスが生産者として機能し、2 番目のプロセスが消費者として機
能します。 生産者 / 消費者デザインパターンは、この VI に対して効果的なアーキ
テクチャです。 生産者ループと消費者ループが並列してデータの取得と解析を
ネットワークから切り離して処理します。また、2 つのループ間で通信を待ち行
列化して行うため、取得したネットワークパケットのバッファリングが可能に
なります。 ネットワーク通信が繁忙になると、バッファリングが重要になる可能
性があります。 バッファリングを行うことにより、パケットの取得と通信が解析
より高速に実行できます。



レッスン 1 一般的な設計テクニック

LabVIEW 初級 II コーステキスト 1-12 ni.com/jp

D. デザインパターンのタイ ミング

このセクションでは、2 種類のタイミング形式 — 実行タイミングとソフトウェ
ア制御タイミングについて説明します。 実行タイミングには、プロセッサが他の
タスクを完了するための処理時間を確保するために、タイミング関数を使用し
ます。 ソフトウェア制御タイミングは、指定された期間内に実際の処理が実行さ
れるタイミングの設定を意味します。

実行タイ ミング
実行タイミングは、明示的に設定する以外に、VI 内で発生するイベントを基準
にすることもできます。 タイミングを明示的に設定する場合、プロセッサが他の
タスクを完了する時間の確保を目的として、「次のミリ秒倍数まで待機 (Wait 
Until Next ms Multiple)」関数などの関数を使用します。 タイミングがイベントを
基準にする場合、デザインパターンは所定の動作が発生するのを待機してから
処理を続行し、その待機中にプロセッサは別のタスクを完了することができま
す。

明示的なタイミング指定は、マスター / スレーブ、生産者 / 消費者、ステートマ
シンなどのデザインパターンに使用します。 これらのデザインパターンでは、処
理の実行中に何らかのタイプのポーリングを実行します。

ヒン ト ポーリングとは、別のデバイスに対して継続的にデータを要求する処理です。 
LabVIEW の場合、ポーリングは、概してブロックダイアグラムが有効なデータの有無を ( 通
常は、ユーザインタフェースに対して ) 継続的に確認することを意味します。

たとえば、図 1-11 のマスター / スレーブデザインパタンでは、While ループおよ
びケースストラクチャを使用してマスターループを実装しています。 このマス
ターは、連続的に実行し、ユーザによるボタンのクリックなど、特定タイプの
イベントの有無をポーリングします。 イベントの発生時、マスターはメッセージ
をスレーブに送信します。 プロセッサの処理に影響が出ないようにマスターのタ
イミング設定を行う必要があります。 この場合、「待機 (ms)(Wait (ms))」関数を使
用して、マスターがポーリングする頻度を規定するのが普通です。

ヒン ト 連続的に実行されるデザインパターンにおいては、「待機 (ms)」関数や「次のミリ秒
倍数まで待機 (Wait Until Next ms Multiple)」関数などのタイミング関数を常に使用して、実行
頻度を規定する必要があります。 連続的に実行されるストラクチャにタイミング関数を使用し
ない場合、LabVIEW がすべてのプロセッサ処理時間を使用し、バックグラウンドの処理が実
行されない可能性があります。
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図 1-11.  マスター / スレーブデザインパターン

スレーブループには、タイミング関数が含まれていません。 メッセージの受け渡
しにキューやノーティファイアなどの同期関数を使用することにより、スレー
ブループのタイミングが内在的に形成されます。 スレーブループでは、ノーティ
ファイア関数がメッセージを受け取るまで待機します。 ノーティファイア関数が
メッセージを受け取ると、スレーブはそのメッセージの処理を実行します。 この
ように、メッセージのポーリングにプロセッササイクルを浪費することがない
効率的なブロックダイアグラムが構成されます。 これは、イベントの待機による
実行タイミングの 1 例です。

タイミングがイベントの発生を基準とするデザインパターンを実装する場合、
イベントの発生時にのみデザインパターンが実行されるため、正確なタイミン
グ頻度を特定する必要はありません。 すなわち、イベントを受け取ったときだけ
デザインパターンが実行されます。

ソフ トウェア制御タイ ミング
作成するアプリケーションの多くは、指定された時間にわたって処理を実行す
る必要があります。 温度データ集録システムにステートマシンデザインパターン
を実装するとしましょう。 仕様によってシステムが温度データを 5 分間集録する
ように要求されている場合、その 5 分間が終了するまで集録状態を保持してもか
まいません。 しかし、その間は、VI の停止など、ユーザインタフェースの動作を
一切処理できなくなります。 このようなユーザインタフェースの動作を処理する
には、指定された時間においても VI が継続的に実行するようにタイミングを実
装する必要があります。 このようなタイミングを実装することは、リアルタイム
クロックの監視中もアプリケーションの実行を維持することを意味します。
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LabVIEW 初級 I コースにおいて、図 1-12 に示すように、VI が次のデータを集録
するまで時間を監視するソフトウェア制御タイミングを実装しました。 ここで
は、「経過時間 (Elapsed Time)」Express VI を使用して時間の経過を追跡していま
す。

図 1-12.  「経過時間 (Elapsed Time)」 Express VI の使用

ソフトウェアタイミングの実行に「待機 (ms)(Wait (ms))」関数や「次のミリ秒倍
数まで待機 (Wait Until Next ms Multiple)」関数を使用する場合には、これらの待
機関数が終了するまで、タイミング計測対象の関数が実行されません。 これらの
待機関数は、ソフトウェア制御タイミングの実行手段として好ましくありませ
ん。特に、システムが連続的に動作する必要がある VI には適していません。 こ
のようにソフトウエア制御のタイミング設定に適したパターンは、図 1-13 に示
すように、VI 全体で現在時刻を繰り返すことです。
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図 1-13.  「日付 / 時間を秒で取得 (Get Date/Time In Seconds)」 関数を使用したソフ ト

ウェアタイ ミング

シフトレジスタの左側端子に接続された「日付 / 時間を秒で取得 (Get Date/Time 
In Seconds)」関数によって、シフトレジスタが現在のシステム時間に初期化され
ます。 それぞれの状態において別の「日付 / 時間を秒で取得」関数を使用し、現
在時刻と開始時刻を比較します。 これら 2 つの時刻の差が待機時間以上になる
と、その状態の実行を終了し、アプリケーションの残りを実行します。 

ヒン ト このタイプの比較には、「ティックカウント (Tick Count)」関数ではなく「日付 / 時間
を秒で取得」関数を常に使用します。「ティックカウント」関数の値は、実行中に 0 に戻る可
能性があるためです。

タイミングの機能的グローバル変数を作成し、タイミング機能をモジュール式
および再利用可能にする方法に関する詳細については、レッスン 2 「複数のルー
プ間での通信」を参照してください。
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復習 ：問題

1. ソフトウェア制御タイミングを使用することにより、プロセッサが他のタス
クを完了するための処理時間を確保できる。

a. はい

b. いいえ

2. 実行タイミングは、プロセッサが他のタスクを完了する処理時間を確保する
ための手法である。

a. はい

b. いいえ

3. 2 つの並列ループ間でのデータの受け渡しにワイヤを使用できる。

a. はい

b. いいえ


