
LabVIEW™アップグレードノート
これらのアップグレードノートでは、Windows、Mac OS X、Linux用のLabVIEW 2011にアッ
プグレードする手順を説明します。アップグレードの作業を開始する前に、以下のトピック
についてこのドキュメントをお読みください。
• LabVIEWのアップグレードに関連するタスクの実行手順。
• LabVIEWの旧バージョンで保存したVIをロードする前に考慮するべき互換性の問題。
• LabVIEW 2011に新たに追加された機能および動作。
ナショナルインスツルメンツでは、現在インストールされているLabVIEWとLabVIEW 2011の
間のバージョンのアップグレードノートも確認されることを推奨します。これらのドキュメ
ントにアクセスするには、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト（ni.com/jp/info）
で、以下のリストにある該当バージョンのInfo Codeを入力します。
• LabVIEW 8.2アップグレードノート―jpres2

• LabVIEW 8.5アップグレードノート―jpb5ht

• LabVIEW 8.6アップグレードノート―upnote86j

• LabVIEW 2009アップグレードノート―jpyi85

• LabVIEW 2010アップグレードノート―jpbdpk

LabVIEWのプログラミング概念、LabVIEWを使用するための段階的な手順、LabVIEWのブロッ
クダイアグラムノード、ツール、ダイアログボックスなどのリファレンス情報の他、LabVIEW
2011の機能の詳細は、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。ヘルプ→LabVIEWヘルプを
選択して、『LabVIEWヘルプ』にアクセスします。
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LabVIEW 2011へアップグレードする
以下は、新しいバージョンのLabVIEWへのアップグレードに関連したタスクを完了するため
の推奨する手順、およびこれらのタスクを完了する際読むべきドキュメントについて説明し
ます。ナショナルインスツルメンツでは、LabVIEWの新しいバージョンにアップグレードす
る前に、『LabVIEWリリースノート』とこのドキュメントの両方をお読みになることを推奨
します。
1. LabVIEWをインストールする前にすべての互換性の問題について理解したことを確認す

るには、新しいバージョンのLabVIEWをインストールする前に、このドキュメントの以
下のセクションを参照してください。
• 「LabVIEW 2011へアップグレードする」―このセクションには、ツールキットとモ

ジュールのアップグレード、旧バージョンのLabVIEWの環境設定とuser.libファイ
ルのコピー、VIのLabVIEW 2011への変換の操作手順が含まれています。

• 「アップグレードおよび互換性の問題」―このセクションには、旧バージョンの
LabVIEWから新しいバージョンのLabVIEWにアップグレードするVIに影響する可能
性がある互換性の問題が含まれています。

メモ また、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトni.com/jp/info
でInfo Codeにlvupgradetestsと入力して、VIのいくつかの互換性の問題
を評価するためのテストをダウンロードすることもできます。

• 「LabVIEW 2011の機能および変更」―このセクションには、このバージョンの
LabVIEWの新機能についての簡単な説明が含まれています。これらの機能を使用す
る詳細は、『LabVIEWヘルプ』を参照してください。ヘルプ→LabVIEWヘルプを選
択して、『LabVIEWヘルプ』にアクセスします。

2. （オプション）旧バージョンのLabVIEWをアンインストールします。
3. LabVIEWの新バージョンをインストールして、アクティブ化します。 LabVIEWのインス

トールに関連したすべてのタスクを完了したことを確認するには、『LabVIEWリリース
ノート』の以下のセクションを参照してください。
• 「LabVIEW 2011をインストールする」とインストールしているプラットフォームに

関連するサブセクション
• LabVIEWプラットフォームDVD以外のメディアからLabVIEWツールキットまたはモ

ジュールをインストールしている場合、「LabVIEWアドオンをインストールする」
サブセクション

• (Windows)「LabVIEWライセンスをアクティブ化する」とすべてのサブセクション
• （オプション）「ハードウェアのインストールと構成」とインストールしているプ

ラットフォームに適切なサブセクション
• その他の情報

4. 最新バージョンのLabVIEWで解決された問題、最新バージョンのLabVIEWにおける既知
の問題に関する情報、『LabVIEWヘルプ』に反映されていないドキュメントの追加事項
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の詳細は、『LabVIEW Readme』をお読みください。『LabVIEW Readme』にアクセス
するには、labview\readmeディレクトリを参照してreadme.htmlファイルを開いてく
ださい。

5. 旧バージョンのLabVIEWから環境設定をコピーします。環境設定をコピーする詳細は、
このドキュメントの「旧バージョンのLabVIEWの環境設定をコピーする」セクションを
参照してください。

6. 旧バージョンのLabVIEWからuser.libファイルをコピーします。 user.libファイルを
コピーする詳細は、このドキュメントの「旧バージョンのLabVIEWのuser.libをコピーす
る」セクションを参照してください。

7. VIをLabVIEW 2011に変換します。旧バージョンのLabVIEWで保存されたVIを変換する詳
細は、このドキュメントの「VIを変換する」セクションを参照してください。

旧バージョンのLabVIEWからアップグレードする
LabVIEW 2011は、旧バージョンのLabVIEWをアンインストールせずにをインストールするこ
とができます。 LabVIEWの各バージョンはコンポーネントを共有することはありますが、新
しいバージョンが異なるディレクトリにインストールされるため、LabVIEWの新しいバージョ
ンにアップグレードする操作はコンピュータにインストールされている旧バージョンのLabVIEW
に影響しません。バージョン5.x以前のLabVIEWは、labviewディレクトリにインストールさ
れます。バージョン6.0以降のLabVIEWは、labviewxディレクトリ（ここで、xはバージョン
番号）にインストールされます。

LabVIEWの既存のバージョンを置換する
既存のバージョンのLabVIEWを置換するには、既存のバージョンのLabVIEWをアンインストー
ルして、LabVIEW 2011のインストーラを実行し、インストールディレクトリをLabVIEW旧
バージョンと同じNational Instrumentsディレクトリに設定します。

（Windows XP）コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を使用して、既
存のLabVIEWのバージョンを削除して、既存のLabVIEWのバージョンをLabVIEW 2011に置換
することもできます。（Windows 7/Vista）コントロールパネルの「プログラムと機能」ア
プレットを使用して、LabVIEWの既存バージョンをアンインストールします。アンインス
トーラでは、トップレベルのlabviewディレクトリに作成したファイルは削除されません。

メモ LabVIEWをアンインストールまたは再インストールすると、LabVIEWは.llb
ファイルに保存したVIおよび制御器を含むvi.libディレクトリの.llbファイルをア
ンインストールします。VIおよび制御器はuser.libディレクトリに保存して、制御
器パレットおよび関数パレットに追加します。

旧バージョンのLabVIEWの環境設定をコピーする
旧バージョンのLabVIEWの環境設定を使用するには、旧バージョンがインストールされてい
るlabviewディレクトリからLabVIEW環境設定ファイルをコピーします。

注意 LabVIEW 2011環境設定ファイルを旧バージョンのファイルで置き換えると、
旧バージョン以降に追加された環境設定がオーバーライドされる可能性がありま
す。

LabVIEW 2011をインストールした後、LabVIEW環境設定ファイルをLabVIEW 2011ディレクト
リにコピーします。
（Windows） LabVIEWは環境設定をlabviewディレクトリのlabview.iniファイルに保存し
ます。
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（MacOSX） LabVIEWは、~/Library/Preferences/LabVIEW 11.0 PreferencesのLabVIEW
Preferencesテキストファイルに環境設定を格納します。
（Linux） LabVIEWは/home/<username>/natinst/.config/LabVIEW-2011/labview.conf
に環境設定を格納します。<username>は、LabVIEWの現在のインスタンスを実行するユーザ
のユーザ名です。

メモ （Linux） LabVIEW 2009では、環境設定の形式がmyapp.preferences_name:
valueからpreference_name = valueに変更されました。LabVIEW 2011のディレク
トリにLabVIEW環境設定ファイルをコピーした場合、必要に応じて環境設定を手動
で新規形式に一致するよう変更してください。

旧バージョンのLabVIEWのuser.libをコピーする
旧バージョンのLabVIEWのuser.libディレクトリのファイルを使用するには、旧バージョン
がインストールされているlabviewディレクトリのファイルをコピーします。 LabVIEW 2011
をインストールした後、ファイルをLabVIEW 2011ディレクトリのuser.libディレクトリに
コピーします。

VIを変換する
旧バージョンのLabVIEWで最後に保存されたVIを開いた場合は、そのVIを必ずLabVIEW 2011
で保存してください。そうしないと、このVIを開くたびに変換プロセスが実行され、余分な
メモリリソースが消費されます。また、未保存の変更があるVIでは、再コンパイルなどの実
行時にパフォーマンスが著しく低下する場合があります。
LabVIEW 6.0以降のバージョンで最後に保存されたVIは、LabVIEW 2011で自動的に変換および
コンパイルされます。ただし、LabVIEW5.x以前で最後に保存されたVIは、一度開いてから保
存する必要があります。他のバージョンのLabVIEWにVIを変換する方法については、ナショ
ナルインスツルメンツのウェブサイト（ni.com/jp/info）で、Info Codeとしてjpnrmuと入
力してください。

メモ LabVIEW 2011で保存されたVIは、旧バージョンのLabVIEWでロードできませ
ん。旧バージョンとの互換性を維持するには、VIをLabVIEW 2011で保存する前に、
旧バージョンで使用するためのVIのバックアップコピーを作成してください。ま
た、ファイル→旧バージョン用に保存を選択して、VIを旧バージョンで実行できる
形式で保存することもできます。

すべてのVIを一括変換するのに十分なメモリがコンピュータにない場合、VIを段階的に変換
する必要があります。変換するVIの階層を確認して、下位階層にあるサブVIのロードを開始
し、そのサブVIを保存します。次に、階層の上位レベルに徐々に進みます。上位レベルVIを
開いて変換する操作は最後に行います。また、ツール→上級→一括コンパイルを選択して、
VIのディレクトリを変換することもできます。ただし、一括コンパイルでは、ディレクトリ
またはLLBの中のVIは一定の順序で変換されます。一括コンパイル時にLabVIEWがファイルを
処理する順序については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブから基本機能→VIおよびサブVIを
作成する→操作手順→VIを保存する→VIの一括コンパイルトピックを参照してください。変
換処理で最初に上位レベルVIに遭遇した場合、上位レベルVIを最初に開いたかのように、一
括コンパイルの処理でほぼ同じメモリ量が必要とされます。
ヘルプ→バージョン情報を選択して、現在使用中のメモリ容量の概要を表示して、メモリ使
用量を監視できます。
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モジュール、ツールキット、計測器ドライバをアップグレードする
LabVIEWの旧バージョンからアップグレードしている場合、LabVIEWの旧バージョン用にイ
ンストールしたモジュール、ツールキット、または計測器ドライバの最新の互換性のある
バージョンをインストールする必要があります。 LabVIEWプラットフォームDVDには
LabVIEW 2011と互換性のあるモジュールとツールキットが含まれています。LabVIEWプラッ
トフォームDVDにないモジュールやツールキットで、LabVIEWの現行バージョンと互換性の
あるLabVIEWモジュールおよびツールキットの詳細については、ナショナルインスツルメン
ツのウェブサイトni.com/infoでInfo Codeとしてjp5wbzと入力してください。

NIモジュールとツールキット
以下の表は、各オペレーティングシステムとLabVIEWアドオンで、LabVIEWプラットフォー
ムDVDまたはモジュール/ツールキットのインストールメディアのどちらを使用するかどうか
を示しています。

主な留意点オペレーティングシステム

LabVIEWプラットフォームDVDを使用して、LabVIEW 2011とLabVIEW 2011と互換
性のあるモジュールとツールキットのバージョンをインストールします。また、
購入されていないモジュールまたはツールキットを評価することもできます。
LabVIEWプラットフォームDVDでは、以前のバージョンをアンインストールまた
は変更せずに、LabVIEW 2011とツールキットの最新バージョンをインストール
することができます。 LabVIEW、モジュール、ツールキットをインストールする
詳細については、『LabVIEWリリースノート』を参照してください。

Windows

モジュールまたはツールキットを購入した際入手したインストールメディアを使
用します。インストールメディアを使用する前に、インストールしたいモジュー
ルまたはツールキットの互換性のあるバージョンがあることを確認してくださ
い。 LabVIEWの現在のバージョンでサポートされているLabVIEWモジュールおよ
びツールキットの詳細は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
ni.com/jp/infoでInfo Codeとしてjp5wbzと入力してください。次に、
LabVIEW 2011ディレクトリに互換性のあるモジュールとツールキットをインス
トールします。 LabVIEWの以前のバージョンで保存したVIのすべてを一括コンパ
イルします。
詳細は、このドキュメントの「LabVIEWの一括コンパイル」セクションを参照し
てください。

Mac/Linux、Windows、LabVIEWプラット
フォームDVDに、モジュール/ツールキッ
トが付属していない場合

メモ ツールキットの一部のバージョンはLabVIEW 2011で動作しません。互換性が
ないツールキットをインストールすると、一部のツールキット機能やLabVIEWが不
正な動作をする可能性があります。ナショナルインスツルメンツでは、ツールキッ
トをインストールする前に互換性について確認することを推奨します。 LabVIEWの
現在のバージョンでサポートされているLabVIEWモジュールおよびツールキットの
詳細は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトni.com/jp/infoでInfo Code
としてjp5wbzと入力してください。（Windows XP）互換性のないバージョンをイ
ンストールして、LabVIEW 2011のインストールが失敗した場合、まずツールキット
をアンインストールして、次にコントロールパネルで「プログラムの追加と削除」
アプレットを使用して、LabVIEWのインストールを修復します。（Windows7/Vista）
コントロールパネルの「プログラムと機能」アプレットを使用して、LabVIEWの既
存バージョンをアンインストールします。

計測器ドライバ
最新の計測器ドライバをインストールして、使用する予定の計測器ハードウェアを制御、通
信する必要があります。 LabVIEWの以前のバージョンと計測器ドライバをインストールした
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場合、以下のいずれかの方法を使用し、LabVIEW 2011でサポートする計測器ドライバを再イ
ンストールする必要があります。
• NIモジュール式計測器ドライバ―NIデバイスドライバDVDまたはCDを使用して、NIモ

ジュール式計測器ドライバをインストールします。
• NIプラグアンドプレイ計測器ドライバ―（WindowsおよびLinux）NI計測器ドライバファ

インダを使用して、LabVIEW開発環境を終了せずに、LabVIEWプラグアンドプレイ計測
器ドライバを検索およびインストールします。計測器ドライバファインダを起動するに
は、ツール→計測器ドライバを検索を選択します。

• IVIドライバまたは非認証の計測器ドライバ―計測器ドライバネットワークを使用して、
IVIドライバまたは非認証のドライバを検索してインストールします。計測器ドライバ
ネットワークにアクセスするには、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
ni.com/jp/infoでInfo Codeとしてjpjeuhと入力してください。

メモ NI計測器ドライバファインダを使用して計測器ドライバを再インストールし
た場合、ナショナルインスツルメンツではlabview\instr.libディレクトリを一括
コンパイルすることを推奨します。

他社製アドオン
他社製LabVIEWアドオンの製造販売元に問い合わせて、使用するオペレーティングシステム
でアドオンがLabVIEW 2011と互換性があるかどうかを確認します。アドオンに関連するVIの
すべてを一括コンパイルすることを確認してください。
詳細は、このドキュメントの「LabVIEWの一括コンパイル」セクションを参照してください。

LabVIEWの一括コンパイル
最後にLabVIEWの旧バージョンで保存されたVIを開くと、LabVIEWはVIの変換とコンパイルを
自動的に行います。 LabVIEWの現在のバージョンで保存しないと、そのVIにアクセスするた
びに変換プロセスが開始され、その変換プロセスに余分なメモリリソースが使用されます。
LabVIEWプラットフォームDVD上にないLabVIEWモジュールとツールキットをインストール
するか、他社製アドオンをインストールする場合、ナショナルインスツルメンツではモジュー
ル、ツールキット、他社製アドオンでインストールしたVIのすべてを一括コンパイルするこ
とを推奨します。
VIの一括コンパイルの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→VIおよ
びサブVIを作成する→操作手順→VIを保存する→VIの一括コンパイルトピックを参照してく
ださい。

ナショナルインスツルメンツの追加ソフトウェアをアップグレードする
LabVIEW 2011とTestStand 4.2.1以前には、既知の互換性に関する問題があります。これらの
問題に関する技術サポートデータベースの記事については、ni.com/jp/infoでInfo Codeと
してexvakuと入力してください。

LabVIEWとTestStandの問題の詳細については、ご使用のNI TestStandのバージョン用の
Readme.htmlファイル（NI TestStand CDおよび<TestStand>\Docディレクトリ）を参照して
ください。
LabVIEW 2011では、NI Spy 2.3以降またはNI I/O Trace 3.0を使用する必要があります。NI Spy
は、NI Spy 2.7.2以降、NI I/O Traceに改名されました。 NI I/O Traceは、NIデバイスドライバメ
ディアから利用できます。
LabVIEW 2011ではMeasurement Studio 8.0以降をサポートします。 Upgrade Advisorへのアク
セスおよびMeasurement Studio8.0以降のバージョンを購入するには、ナショナルインスツル
メンツのウェブサイトni.com/jp/infoでInfo Codeとしてexd8yyと入力してください。
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アップグレードおよび互換性の問題
LabVIEWのバージョンによって異なるアップグレードおよび互換性の問題点の詳細は、以下
のセクションを参照してください。ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
ni.com/jp/infoで、Info Codeとしてlvupgradeと入力すると、LabVIEW最新バージョンへ
のアップグレードの推奨についての説明を参照できます。
新しいバージョンのLabVIEWの既知の問題、その他の互換性に関する問題、LabVIEW 2011の
最新の追加機能の詳細は、labviewディレクトリのreadme.htmlを参照してください。

LabVIEW 2010からアップグレードする
LabVIEW 2010からLabVIEW 2011にアップグレードする際、以下の互換性の問題が発生する場
合があります。

サポートされているプラットフォーム
LabVIEW 2011は、Windows XP Service Pack 1以前をサポートしません。

ディスク容量要件
（Windows） LabVIEW 2011のLabVIEWランタイムエンジンインストールには最低340 MB以上
のディスク容量、完全インストールには3.3 GB以上のディスク容量が必要です。
（Mac OS X） LabVIEW 2011のLabVIEWランタイムエンジンインストールには最低563 MB以
上のディスク容量、完全インストールには1.2 GB以上のディスク容量が必要です。
（Linux） LabVIEW 2011のLabVIEWランタイムエンジンインストールには最低125 MB以上の
ディスク容量、完全インストールには1.2 GB以上のディスク容量が必要です。
LabVIEW 2011のその他のシステム要件については『LabVIEWリリースノート』を参照してく
ださい。

VIと関数の動作の変更点
LabVIEW 2011では、「UDPマルチキャストを開く」VIのマルチキャストアドレス入力は必須
です。また、ポート出力はポート出力と改名されました。
廃止されたVI、関数、ノード
「ゼロ位相フィルタ」VIはLabVIEW 2011で修正され、すべての多態性インスタンスから初期
化/継続入力が削除されました。新しい機能を使用するには、LabVIEWの旧バージョンの「ゼ
ロ位相フィルタ」VIのインスタンスを関数パレットの同名のVIで置き換えてください。

プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
LabVIEW 2010では、コンパイルされたオブジェクトキャッシュをクリアメソッドは、特定の
ターゲットに関連付けられたオブジェクトキャッシュをクリアします。 LabVIEW 2011では、
コンパイルされたオブジェクトキャッシュをクリアメソッドは、LabVIEWの実行中のバージョ
ンのユーザキャッシュをすべてクリアします。このため、LabVIEW 2010で作成された、コン
パイルされたオブジェクトキャッシュをクリアメソッドを含むVIは、LabVIEW 2011で実行し
ても壊れませんが、以前よりも多くのVIオブジェクトファイルを削除するため、関連するVI
はロード時に再コンパイルされます。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2011は、Simダイアグラムクラスの選択範囲からサブシステムメソッドをサポート
しません。
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SSE2命令をサポートしないターゲットのビルド仕様を移行する
SSE2命令をサポートしないターゲットのビルド仕様をLabVIEW 2011に移行するには、そのビ
ルド仕様でSSE2最適化を無効にする必要があります。最適化を無効にしないと、そのアプリ
ケーションを作成することはできますが、目的のターゲットでアプリケーションを実行する
ことはできません。
SSE2命令をサポートするハードウェアの情報については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで、
基本機能→アプリケーションを作成して配布する→ビルド仕様を構成する→ターゲットハー
ドウェアがSSE2命令をサポートすることを確認するを参照してください。

64ビットおよび倍精度数値データタイプをサポートする多態性VIの端子
倍精度数値および64ビット整数タイプの両方をサポートする多態性VIの端子に拡張精度数値
データを配線した場合、LabVIEWは拡張精度数値データを倍精度数値データに強制変換しま
す。この動作は、LabVIEW 8.5および8.6と同じです。しかし、LabVIEW 8.2、2009、および
2010では、LabVIEWは64ビット符号付き整数を選択します。

特定のLabVIEW共有ライブラリのエラーレポートの改善点
LabVIEWの旧バージョンでは、ライブラリ関数呼び出しノードで共有ライブラリを呼び出す
と、必要なリソースがインストールされていないターゲットコンピュータでは共有ライブラ
リを実行できません。しかし、このような場合、共有ライブラリはエラーや実行が失敗した
ことを知らせるメッセージを返しません。LabVIEW 2011では、ライブラリ関数呼び出しノー
ドが共有ライブラリを呼び出すと、失敗したことを知らせるエラーが返されます。このた
め、LabVIEW 2010ではエラーを返さないLabVIEW共有ライブラリは、LabVIEW 2011ではエ
ラーを返します。
このエラーレポートの改善は、LabVIEW共有ライブラリを呼び出す以下のようなVIにも影響
します。
• 共有ライブラリに保存されたVIが、ターゲットコンピュータにインストールされていな

いライセンス機能を使用する。
• 共有ライブラリに保存されたVIが、関連付けられた共有ライブラリがターゲットコン

ピュータにインストールされていないライブラリ関数呼び出しノードを使用する。
• 共有ライブラリに保存されたVIは、SSE2最適化を使用してコンパイルされたが、ターゲッ

トコンピュータはSSE2命令をサポートしない。

NIサンプルファインダデータファイルの検索場所の変更
LabVIEW 2011では、NIサンプルファインダデータファイル（.bin3）を検索する場所が、旧
バージョンよりも少なくなりました。作成したサンプルVIがNIサンプルファインダで検出さ
れるようにするには、.bin3ファイルを以下のディレクトリのいずれかに保存する必要があ
ります。
• labview\examples\exbins―LabVIEWの旧バージョンでは、examplesディレクトリ内

のどこにでも.bin3ファイルを保存できました。
• labview\instr.lib
• labview\user.lib

LabVIEW 2009からアップグレードする
LabVIEW 2009からLabVIEW 2011にアップグレードする際、以下の互換性の問題が発生する場
合があります。アップグレードの際に起こる可能性のある他の問題点については、このド
キュメントの「LabVIEW 2010からアップグレードする」セクションを参照してください。

サポートされているプラットフォーム
• LabVIEW 2010以降は、Windows 7をサポートしています。
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• LabVIEW 2010以降は、Windows 2000をサポートしていません。
LabVIEW 2011のその他のシステム要件については『LabVIEWリリースノート』を参照してく
ださい。

VIと関数の動作の変更点
フィルタの次数が大きい場合、以下のVIはストップバンド減衰量の値よりも高い減衰を使用
して楕円フィルタを設計します。
• 楕円係数
• 楕円フィルタ
• 楕円フィルタPtByPt

「VISAリソース検索」関数
LabVIEW 2010以降では、システムがデバイスを検出できない場合、「VISA Find Resource」
関数がエラーコード - 1073807343を返します。
廃止されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2010以降は、以下のVI、関数、ノードをサポートしていません。
• コードインタフェースノード―代わりにライブラリ関数呼び出しノードを使用してくだ

さい。
• TDMからTDMSに変換―代わりに「TDMまたはTDMSに変換」VIを使用してください。この

VIは、ファイルを.tdmまたは.tdmsファイル形式に変換します。
• TDMSからTDMに変換―代わりに「TDMまたはTDMSに変換」VIを使用してください。
• プロパティタイプを取得―代わりに「プロパティ情報を取得」VIを使用してください。

このVIは、データファイル、チャンネルグループ、またはチャンネルのプロパティ情報
を取得します。

• FFTパワースペクトル―代わりに「FFTパワースペクトルとPSD」VIを使用してください。
• FFTパワースペクトル密度―代わりに「FFTパワースペクトルとPSD」VIを使用してくださ

い。
• プロパティをリスト―代わりに「プロパティ情報を取得」VIを使用してください。
• エラー結合―代わりに「エラー結合」関数を使用してください。
• クエリ結合―「ストレージrefnumを統合」VIを使用してください。

浮動小数点数学演算
LabVIEWコンパイラでの変更により、浮動小数点数を使用した一部の数学演算の結果が、
LabVIEW旧バージョンでの結果と異なる場合があります。 LabVIEW 2010以降における浮動小
数点数を扱うLabVIEWで記述されたアルゴリズムの精度は、旧バージョンと同等か、多くの
場合は改善されています。ただし、演算によっては、旧バージョンよりも精度が低くなる場
合があります。これは、LabVIEW旧バージョンでは、関数が入力データタイプよりも高い数
値精度で内部実装されているのに対し、LabVIEW 2010以降では入力データタイプと同じ数値
精度で内部実装されているためです。このような演算結果の許容誤差は、入力データタイプ
に対して適切です。

メモ LLBを開く詳細は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
ni.com/jp/infoで、Info Codeとしてexdj8bと入力してください。

LabVIEWクラスを作成する
LabVIEW 2009以前では、それ自身を含むタイプ指定VI refnumのクラスを作成したり、VIのコ
ネクタペーン内に子クラスを作成することができます。 LabVIEW 2010以降では、非タイプ指
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定VI refnumを使用するか、VI refnumをプライベートデータ制御器から削除しなければ、クラ
スが破損します。

インストーラを作成する（Windows）
LabVIEW 2010以降では、Windows2000以降を必要とするインストーラを持つプロジェクトを
ロードすると、システム要件がWindows XP以降に変更されます。 LabVIEW 2010以降をイン
ストールしたコンピュータでは、LabVIEW旧バージョンを使用してもWindows 2000で実行す
るインストーラをビルドできません。

ライブラリ関数呼び出しノードで正しい呼び出し規約を使用する
LabVIEW 8.2、LabVIEW 8.6、LabVIEW 2009では、ライブラリ関数呼び出しノードで正しくな
い呼び出し規約を指定すると、LabVIEWはエラーを修正して正しい呼び出し規約を使用しま
す。 LabVIEW 2010以降では、この確認が実行されないため、ユーザが正しい呼び出し規約を
選択する必要があります。このため、LabVIEW 8.2、LabVIEW 8.6、LabVIEW 2009で作成され
たライブラリ関数呼び出しノードを含むVIをLabVIEW 2010以降にアップグレードすると、正
しくない呼び出し規約が選択されている場合はVIがクラッシュします。
ライブラリ関数呼び出しノードを使用するVIをLabVIEW 2010以降にアップグレードする準備
をする場合は、以下の手順を実行します。
1. VIを最後に保存したバージョンのLabVIEWでVIを開きます。
2. 各ライブラリ関数呼び出しノードアイコンを右クリックし、ショートカットメニューか

ら構成を選択して、ライブラリ関数呼び出しダイアログボックスを表示します。
3. エラーチェックタブをクリックします。
4. 最大チェックボックスをオンにして、最大レベルのエラーチェックを有効にします。こ

の選択により、正しくない呼び出し規約が選択されている場合に実行時に通知されるよ
うになります。

5. OKボタンをクリックします。
6. 最大エラーチェックをすべてのライブラリ関数呼び出しノードに選択した後、VIを実行

します。
7. エラーを返すライブラリ関数呼び出しノードすべてに対して、正しい呼び出し規約を選

択します。
呼び出し規約エラーをすべて解決すると、VIをLabVIEW 2010以降にアップルグレードできま
す。

LabVIEW 8.6からアップグレードする
LabVIEW 2010からLabVIEW 8.6にアップグレードする際、以下の互換性の問題が発生する場
合があります。起こり得るその他のアップグレードの問題の詳細は、このドキュメントの
「LabVIEW 2009からアップグレードする」および「LabVIEW 2010からアップグレードする」
の各セクションを参照してください。
LabVIEW 2011のシステム要件については『LabVIEWリリースノート』を参照してください。
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VIと関数の動作の変更点
以下のVIおよび関数の動作はLabVIEW 2009以降で変更されました。
Bluetooth VIおよび関数
BluetoothパレットのVIおよび関数を使用するには、Windows XP Service Pack 2以降がインス
トールされている必要があります。
信号生成VI
信号生成パレットの以下のVIは、LabVIEW 2009以降で変更されました。新しい機能を使用す
るには、これらのVIを関数パレットの同名のVIで置換してください。
• ベルヌーイノイズ
• バイナリM系列
• 2項ノイズ
• ガンマノイズ
• ガウスホワイトノイズ
• ポアソンノイズ
• 一様ホワイトノイズ
VIおよび関数の動作に関するその他の変更点
LabVIEW 2009以降では、その他に以下のVIと関数の動作が変更されました。
• 平方根関数に偶数の指数をの単位を持つ値を配線すると、分数指数の単位がサポートさ

れていないため配線が壊れます。
• 「ベッセル係数」VIは、カットオフ周波数をさらに正確に実行するように書き換えられ

ます。その結果、「ベッセル係数」VIおよび発呼者VIは、LabVIEWの旧バージョンで実
行した場合より動作が遅くなることがあります。

• LabVIEWは、バージョン別のディレクトリにウェブサービスをデプロイします。たとえ
ば、LabVIEW 2009でデプロイされたウェブサービスの一般的な場所は、C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\Web Services
2009 32-bitです。 LabVIEW 2009より前のバージョンで作成したウェブサービスは、
LabVIEW 2009以降で使用するには再デプロイする必要があります。 LabVIEWの旧バー
ジョンでデプロイされたウェブサービスを削除するには、デプロイ先で手動で削除する
必要があります。

• 「積分x(t)」VIが変更されました。新しい機能を使用するには、「積分x(t)」VIを関数パ
レットの同名のVIで置換してください。

• 「キー名を取得」VIのセクション入力とrefnum入力は、必須入力です。
• 「セクション名を取得」VIのrefnum入力は、必須入力です。
• 「非構成データrefnum」VIのrefnum入力は、必須入力です。
• スタンドアロンアプリケーションまたは共有ライブラリでは、「ファイルまたはフォル

ダが既存するかチェック」VIを使用してパスをチェックできなくなりました。
廃止されたVIおよび関数
LabVIEW 2009以降は、以下のVIと関数をサポートしていません。
• LToCStr―代わりに「LToCStrN」関数を使用します。 LToCStrN関数は、LabVIEWが文字列

をコピーするC文字列バッファのサイズを指定するパラメータを取得するため、LToCStr
関数と異なります。これらの関数は、「コードインタフェースノード（CIN）」関数で
す。コードインタフェースノードは、LabVIEW 2010以降で廃止されました。代わりに
ライブラリ関数呼び出しノードを使用してください。

© National Instruments Corporation 11 LabVIEWアップグレードノート



• 構成データを開く（互換性）―代わりに「構成データを開く」VIを使用します。「構成
データを開く」VIは、ファイル作成済み?出力がある「構成データを開く（互換性）」VI
と異なります。

• サウンドVI (Mac OS X)―代わりにサウンドVIを使用してください。 LabVIEW 2009以降で
は、Windows、Mac OS X、Linuxで同じAPIがサポートされています。

• 制約なし指数フィット―代わりに「指数フィット」VIを使用します。「指数フィット」
VIは、精密化?入力がない代わりにパラメータ境界入力とオフセット出力がある点で、
「制約なし指数フィット」VIと異なります。

• 制約なしガウスピークフィット―代わりに「ガウスピークフィット」VIを使用します。
「ガウスピークフィット」VIは、パラメータ境界入力とオフセット出力がある点で、「制
約なしガウスピークフィット」VIと異なります。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2009以降では、以下のプロパティ、メソッド、イベントをサポートしていません。
• デジタルグラフクラスのバス名プロパティ。プロット名プロパティを代わりに使用して

ください。
• VIクラスの受信者の名前プロパティ。代わりにVIの依存項目を取得（名前&パス）メソッ

ドを使用します。すべての入力パラメータにデフォルト値が使用された場合、VIの依存
項目を取得（名前&パス）メソッドは受信者の名前プロパティと同じ機能を提供します。

• VI（ActiveX）クラスの受信者プロパティ。

名前変更されたプロパティ、メソッド、イベント
• LabVIEW 2009以降では、XMLパーサークラスは名前にXMLが含まれません。たとえば、

XML_AttributesはAttributesになります。
• 以下のプロパティ、メソッド、イベントの名前はLabVIEW 2009以降で変更されました。

タイプLabVIEW 2009以降での名前LabVIEW 8.6での名前クラス

プロパティネームスペースを処理ネームスペース?ドキュメント

プロパティスキーマを処理スキーマ?ドキュメント

プロパティアラーム:不良状態:Ackタイプアラーム:不良状態:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:不良状態:ログ許可アラーム:不良状態:ログ許可変数

プロパティアラーム:ブール:Ackタイプアラーム:ブール:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:ブール:アラームOnアラーム:ブール:アラームOn変数

プロパティアラーム:ブール:ログ許可アラーム:ブール:ログ許可変数

プロパティアラーム:Hi:Ackタイプアラーム:Hi:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:Hi:ログ許可アラーム:Hi:ログ許可変数

プロパティアラーム:HiHi:Ackタイプアラーム:HiHi:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:HiHi:ログ許可アラーム:HiHi:ログ許可変数

プロパティアラーム:Lo:Ackタイプアラーム:Lo:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:Lo:ログ許可アラーム:Lo:ログ許可変数

プロパティアラーム:LoLo:Ackタイプアラーム:LoLo:Ackタイプ変数

プロパティアラーム:LoLo:ログ許可アラーム:LoLo:ログ許可変数

プロパティアラーム:変化率:Ackタイプアラーム:変化率:Ackタイプ変数
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タイプLabVIEW 2009以降での名前LabVIEW 8.6での名前クラス

プロパティアラーム:変化率:ログ許可アラーム:変化率:ログ許可変数

プロパティアラーム:U32ビットフィール
ド:Ackタイプ

アラーム:U32ビットフィール
ド:Ackタイプ

変数

プロパティアラーム:U32ビットフィール
ド:アラームオン

アラーム:U32ビットフィール
ド:アラームオン

変数

プロパティアラーム:U32ビットフィール
ド:ログ許可

アラーム:U32ビットフィール
ド:ログ許可

変数

プロパティアラーム:U32ビットフィール
ド:マスク選択

アラーム:U32ビットフィール
ド:マスク選択

変数

プロパティロギング:データをログする?ロギング:ログデータ変数

プロパティロギング:イベントをログする?ロギング:ログイベント変数

プロパティロギング:時間分解能ロギング:時間分解能変数

プロパティロギング:値分解能ロギング:値分解能変数

プロパティネットワーク:アクセスタイプネットワーク:アクセスタイプ変数

プロパティネットワーク:バッファサイズネットワーク:バッファサイズ変数

プロパティネットワーク:要素サイズネットワーク:要素サイズ変数

プロパティネットワーク:各波形のポイン
ト数

ネットワーク:各波形のポイン
ト

変数

プロパティネットワーク:プロジェクト連
結

ネットワーク:プロジェクトバ
インディング

変数

プロパティネットワーク:プロジェクトパ
ス

ネットワーク:プロジェクトパ
ス

変数

プロパティネットワーク:連結を使用ネットワーク:バインディング
を使用

変数

プロパティネットワーク:バッファを使用ネットワーク:バッファを使用変数

プロパティReal-Time:配列の長さReal-Time:配列の長さ変数

プロパティReal-Time:バッファの長さReal-Time:バッファの長さ変数

プロパティReal-Time:波形内のデータポイ
ント

Real-Time:波形内のデータポイ
ント

変数

プロパティReal-Time:バッファを使用Real-Time:バッファリングを使
用

変数

プロパティスケール:工学最大スケール:工学最大変数

プロパティスケール:工学最小スケール:工学最小変数

プロパティスケーリング:反転マスクスケール:マスク反転変数

プロパティスケール:未処理最大スケール:未処理最大変数

プロパティスケール:未処理最小スケール:未処理最小変数

プロパティスケーリング:選択マスクスケール:マスク選択変数
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アプリケーションビルダでの変更点
LabVIEW 2009以降では、アプリケーションビルダの以下の点が変更されました。
ファイルレイアウトの変更
LabVIEW 8.6では、アプリケーションビルダはVIとライブラリファイルをフラットリストでア
プリケーションに保存し、ファイル名が競合するVIはアプリケーション外の別のディレクト
リに保存します。 LabVIEW 2009以降では、アプリケーションビルダはアプリケーション内に
ディスク上のソースファイルのディレクトリ構造に似たレイアウトを使用して、ソースファ
イルを保存します。この内部ファイルレイアウトは、アプリケーション内のソースファイル
階層を維持します。
VIを動的に呼び出す場合、アプリケーションが実行中にVIを正しくロードするように相対パ
スを使用します。
カスタム構成ファイルの変更
LabVIEW 8.6以前では、カスタム構成ファイルを持つスタンドアロンアプリケーションをビル
ドすると、以下の条件が満たされる場合にファイルの既存の内容にLabVIEW環境設定が追加
されます。
• カスタム構成ファイルの名前がアプリケーションと同じである場合。
• カスタム構成ファイルがアプリケーションと同じディレクトリにある場合。
• アプリケーションのビルド仕様で、アプリケーションプロパティダイアログボックスの
上級ページでカスタム構成ファイルを使用チェックボックスがオフになっている場合。

LabVIEW 2009以降でこれらの条件が満たされる場合は、カスタム構成ファイルの内容が
LabVIEW環境設定で上書きされます。

ケースストラクチャ出力トンネルの変更
LabVIEW 2009以降では、ケースストラクチャ出力トンネルのデータタイプが、ストラクチャ
にある実行しないケースを含めたすべてのケースを処理できるデータタイプを使用して決定
されます。たとえば、TRUEとFALSEの2つのケースを持つケースストラクチャについて考えて
みます。 TRUEのケースでは、8ビットの符号なし整数が出力トンネルに配線されています。
FALSEのケースでは、32ビットの符号なし整数が出力トンネルに配線されています。
LabVIEW 8.5.xおよび8.6.xでは、TRUEケースを選択するように定数を配線すると、定数によっ
てFALSEケースの実行が阻止されるため、出力トンネルからのデータタイプは8ビットの符号
なし整数になります。 LabVIEW 2009以降では、TRUE定数をケースセレクタに配線すると、出
力トンネルからのデータタイプは32ビットの符号なし整数になります。
出力データタイプ動作でのこの変更により、出力データタイプが固定小数点数または固定サ
イズ配列の場合、LabVIEW 8.5.xおよび8.6.xで作成されたVIがLabVIEW 2009以降で壊れる可能
性があります。

カスタムアイコンエディタVIの変更点
LabVIEW 8.6以前では、LabVIEWがカスタムのアイコンエディタであるVIを呼び出すと、
LabVIEWは自動的にそのVIのフロントパネルを開きました。 LabVIEW 2009以降では、カスタ
ムアイコンエディタVIのフロントパネルを呼び出し時に開くには、VIをそのように構成する
必要があります。開く前にフロントパネルを並べ替える必要のない簡単なVIでは、実行:呼び
出されたらフロントパネルを表示プロパティを使用します。開く前にフロントパネルを並べ
替える必要のあるもっと複雑なVIでは、フロントパネル:開くメソッドを使用します。

カスタムプローブの変更点（Linux）
LabVIEW 8.6以前で保存されたカスタムプローブは、LabVIEW 2009以降では開けません。以
前のバージョンのカスタムプローブは、そのバージョンのLabVIEW Dataディレクトリから手
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動でコピーしてLabVIEW 2009のLabVIEW Dataディレクトリにコピーする必要があります。
LabVIEW 2009以降のLabVIEW Dataディレクトリは、/home/<username>/LabVIEW Dataにあ
ります。

.NETの変更点

.NETオブジェクトの作成や.NETオブジェクトとの通信には、.NET Framework 2.0以降が必要で
す。

LabVIEW MathScriptの変更点
LabVIEW MathScriptは、開発システムおよびプロフェッショナル開発システムの一部ではな
くなりました。 LabVIEW 2009以降では、LabVIEWMathScriptがLabVIEWMathScript RTモジュー
ルになりました。MathScriptノードを含む旧バージョンで作成されたVIは、MathScript RTモ
ジュールをインストールしてアクティブ化するか、VIからMathScriptノードを削除しないと
実行できません。MathScript RTモジュールをすでに購入済みの場合は、ヘルプ→LabVIEWコ
ンポーネントをアクティブ化を選択して、製品をアクティブ化します。

LabVIEW 8.5からアップグレードする
LabVIEW 8.5からLabVIEW 2011にアップグレードする際、以下の互換性の問題が発生する場
合があります。起こり得るその他のアップグレードの問題の詳細は、このドキュメントの
「LabVIEW 8.6からアップグレードする」、「LabVIEW 2009からアップグレードする」、
「LabVIEW 2010からアップグレードする」の各セクションを参照してください。

サポートされているプラットフォーム
LabVIEW 8.6以降では、PowerPCプロセッサを搭載したMacintoshコンピュータをサポートし
ていません。
LabVIEW 2011のその他のシステム要件については『LabVIEWリリースノート』を参照してく
ださい。

VIと関数の動作の変更点
以下のVIおよび関数の動作はLabVIEW 8.6以降で変更されました。
レポート生成VI
レポート生成パレットは、LabVIEWクラスを使用して書き換えられました。レポート入力制
御器とレポート出力表示器は、リファレンス番号データタイプからLabVIEWクラスデータタ
イプに変更されました。タイプ定義refnumを右クリックして、定数、制御器、表示器を作成
しなかった場合、これらのオブジェクトを更新できないため、VIが正常に動作しないことが
あります。また、レポート入力とレポート出力パラメータの以前のrefnumデータタイプを呼
び出すすべてのリファレンス呼び出しノードは予想どおり動作しなくなります。
レポート生成パレットのVIを使用してHTMLレポートを作成し、ターゲットでそのVIを実行す
る場合、レポートを生成する際にターゲットを参照することを確認してください。ホストコ
ンピュータでHTMLレポートを作成して、ターゲットを参照せずにターゲットにデプロイする
場合、VIは壊れて表示され、実行できません。
「レポート方向設定」VIの方向入力が、符号なしワード整数（U16）から倍長整数（I32）に
変更しました。
「VIのサブVIリストをレポートに追加」VIのExpressVI構成情報を含む入力のデフォルト値が、
TRUEからFALSEに変更されました。
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「表をレポートに追加」VIのグリッド線を表示入力の両方のインスタンスのデフォルト値は、
FALSEからTRUEに変更されました。
外部コード（DLLおよびCINS）
メモリマネージャ関数には、1つのメモリゾーンつまりDS（データスペース）があります。
LabVIEWのメモリを管理するC、C++ CIN、DLLを使用して作業する場合、DSの対応する関数
ですべてのリファレンスをAZ（アプリケーションゾーン）メモリ関数に置換します。コード
インタフェースノードは、LabVIEW 2010以降で廃止されました。代わりにライブラリ関数呼
び出しノードを使用してください。
VIおよび関数の動作に関するその他の変更点
LabVIEW 8.6以降では、その他に以下のVIと関数の動作が変更されました。
• 「STFTスペクトログラム」VIは、LabVIEW 8.6以降で2つの新規入力が追加されました。

新規機能を使用するには、以前のバージョンのLabVIEWのこのVIを、関数パレットの
「STFTスペクトログラム」VIに置換します。

• 数学および信号処理のVIの多くは再入可能でないVIから再入可能VIへ変わっています。こ
れらの変更により、インスタンス間でクローンを共有する目的で一連の再入可能VIから
これらのVIの多くを呼び出さないでください。インスタンス間でクローンを共有するVI
セットから呼び出しができないVIの詳細は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイ
トni.com/jp/infoでInfo Codeとしてexrehiと入力してください。

• LabVIEW 8.6以降では、単一プロセスのシェア変数はターゲット相対（関係）に強制され
ます。単一プロセスのシェア変数を絶対（関係）に構成することはできません。

• 空のパスをライブラリ関数呼び出しノードのパス入力の入力に配線すると、エラーが返
されなくなります。

• 「レポートタイプ取得」VIの出力要素出力は、レポートタイプに変更しました。以前の
バージョンのLabVIEWから取得され、LabVIEW 8.6以降に挿入されたコードは、自動的に
名前が変更され、再接続されます。ただし、リファレンス呼び出しノードを使用して
「レポートタイプ取得」VIを呼び出すと、VIが壊れます。

• 「新規レポート」VIのレポートタイプ入力は、必要な入力です。データをこの入力に配
線する必要があります。

廃止されたVIおよび関数
LabVIEW 8.6以降は、以下のVIと関数をサポートしていません。
• 非線形システムシングルソリューション―代わりに「nD非線形システムシングルソリュー

ション」VIを使用します。「nD非線形システムシングルソリューション」VIは再入可能
であるため、「非線形システムシングルソリューション」VIとは異なります。

• 非線形システムソルバー―代わりに「nD非線形システムソルバー」VIを使用します。
「nD非線形システムソルバー」VIは再入可能であるため、「非線形システムソルバー」
VIとは異なります。

• セマフォ作成―代わりに「セマフォリファレンス取得」VIを使用します。「セマフォリ
ファレンス取得」VIは「セマフォ作成」VIとは異なります。これは、同じ名前で複数の
セマフォを作成するために「セマフォ作成」VIを使用する場合は、そのセマフォに対し
て単一リファレンスの複数のコピーが作成されるからです。ただし、この「セマフォリ
ファレンス取得」VIを使用して同じ名前のセマフォを参照する複数のリファレンスを取
得すると、各リファレンスには固有の番号が付けられます。 LabVIEWは自動的に既存の
VIを変換して「セマフォリファレンス取得」VIを使用しないため、旧バージョンのLabVIEW
で保存されたVIは手動で更新する必要があります。

• セマフォ破棄―代わりに「セマフォリファレンス解放」VIを使用してください。「セマ
フォリファレンス解放」VIは「セマフォ破棄」VIとは異なります。これは、セマフォを
破棄するために「セマフォ破棄」VIを使用する場合は、そのセマフォに対する別のリファ
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レンスコピーもすべて破棄されるからです。ただし、リファレンスをセマフォに解放す
るために「セマフォリファレンス解放」VIを使用する場合、そのセマフォに対する他の
リファレンスは有効な状態で残り、そのセマフォに対して他のリファレンスが存在しな
い場合はそのセマフォを破棄します。LabVIEWは自動的に既存のVIを変換して「セマフォ
リファレンス解放」VIを使用しないため、旧バージョンのLabVIEWで保存されたVIは手
動で更新する必要があります。

メモ 予期せぬ結果を回避するには、「セマフォ作成」または「セマフォ破棄」VI
で使用するリファレンスを「セマフォリファレンス取得」VIまたは「セマフォリファ
レンス解放」VI（またはその逆）に使用しないでください。

• Xmathスクリプトノード―代わりにMathScriptノードを使用します。MathScript構文は
Xmath構文と異なるため、MathScriptノードで動作する既存のスクリプトを変更する必
要が生じることがあります。 LabVIEW 2009以降では、LabVIEW MathScriptがLabVIEW
MathScript RTモジュールになりました。 LabVIEW旧バージョンで作成したMathScriptノー
ドを含むVIは、MathScript RTモジュールをインストールしてアクティブ化するか、その
VIからMathScriptノードを削除しなければ実行できません。

プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
以下のプロパティ、メソッド、イベントの動作はLabVIEW 8.6以降で変更されました。
• シーングラフ表示クラスのカメラコントローラ:タイププロパティは、指向値を含みま

す。
• シーンウィンドウクラスのカメラコントローラ:タイププロパティは、指向値を含みま

す。
• 変数クラスのスケール:有効プロパティは、ネットワークで共有されるシェア変数、I/O

変数、またはI/Oエイリアスのみでスケーリングを使用可能にします。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 8.6以降では、以下のプロパティ、メソッド、イベントをサポートしていません。
• VIクラスの制御器の値:設定[平坦化]メソッド代わりに制御器の値:設定メソッドを使用し

ます。
• VIクラスの制御器の値:すべてを取得[平坦化]メソッド代わりに制御器の値:すべてを取得

メソッドを使用します。
• VIクラスの制御器の値:取得[平坦化]メソッド代わりに制御器の値:取得メソッドを使用し

ます。
• VI（ActiveX）クラスのVIModificationBitSetプロパティ。
• VIクラスの修正:VI修正ビットセットプロパティ。新しい修正: VI修正ビットセットプロパ

ティを代わりに使用します。 LabVIEW 8.5以前のバージョンでは、修正: VI修正ビットセッ
トプロパティは32ビットの値を返します。 LabVIEW 8.6以降では、新規の「修正: VI修正
ビットセット」プロパティは64ビット値を返します。

名前変更されたプロパティ、メソッド、イベント
以下のプロパティ、メソッド、イベントの名前はLabVIEW 8.6以降で変更されました。

タイプLabVIEW 8.6以降での名前LabVIEW 8.5での名前クラス

プロパティ境界:領域の高さ境界:高さGオブジェクト

プロパティ境界:領域の幅境界:幅Gオブジェクト

メソッド自動更新を停止ディスクから接続解除プロジェクト項
目
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タイプLabVIEW 8.6以降での名前LabVIEW 8.5での名前クラス

プロパティ展開/収縮記号:ルートで記号を表示展開/収縮記号:インデントレベル0で表示ツリー制御器

メソッド制御器の値:設定制御器の値:設定[バリアント]VI

メソッド制御器の値:取得制御器の値:取得[バリアント]VI

メソッド制御器の値:すべて取得制御器の値:すべてを取得[バリアント]VI

シェア変数の変更
ブロックダイアグラム上でシェア変数が含まれるVIが実行中または実行予約状態の場合、VI
が停止して実行の予約が解除されるまでシェア変数の以下のプロパティを編集することはで
きません。
• シェア変数プロパティダイアログボックスの変数ページにあるすべてのプロパティ。
• シェア変数プロパティダイアログボックスのネットワークページにあるバッファを使用

プロパティ。
• （RTモジュール）シェア変数プロパティダイアログボックスのReal-TimeFIFOページにあ

るすべてのプロパティ。
また、シェア変数やその変数が関連する項目は、VIの実行が予約されていない状態になるま
でプロジェクトエクスプローラウィンドウで削除や名前変更を実行できません。

アプリケーションビルダの共有コンポーネント
ローカルコンピュータ上ですべてのバージョンのLabVIEWで共有する共有ライブラリを作成
するには、コンポーネントをインストールします。 LabVIEW 8.6以降のインストール後に旧
バージョンのLabVIEWをインストールすると、共有コンポーネントは旧バージョンによって
置換されます。現行バージョンのLabVIEWで共有ライブラリの作成を試行すると、共有コン
ポーネントにLabVIEW 8.6以降に必要な機能がないため、エラーが発生します。この問題を
解決するには、LabVIEW 8.6以降を再インストールします。

旧バージョンのパスワード保護VIを保存する
LabVIEW 8.6以降では、以前のバージョンのLabVIEW用にパスワード保護されたVIを保存する
場合、パスワードを入力する必要があります。「VIリファレンスを開く」関数の入力でプロ
グラム的にパスワードを入力することもできます。

LabVIEW 8.2からアップグレードする
LabVIEW 8.2からLabVIEW 2010にアップグレードする際、以下の互換性の問題が発生する場
合があります。起こり得るその他のアップグレードの問題の詳細は、このドキュメントの
「LabVIEW 8.5からアップグレードする」、「LabVIEW 8.6からアップグレードする」、
「LabVIEW 2009からアップグレードする」、「LabVIEW 2010からアップグレードする」の各
セクションを参照してください。

サポートされているプラットフォーム
LabVIEW 8.5以降には、サポートされているプラットフォームで以下の変更点が含まれていま
す。
• LabVIEW 8.5以降は、Windows VistaおよびWindows Vista 64ビットをサポートしていま

す。
• LabVIEW 8.5.xはIntelおよびPowerPCプロセッサ搭載のMacintoshコンピュータをサポート

しています。 LabVIEW 8.6以降では、PowerPCプロセッサを搭載したMacintoshコンピュー
タをサポートしていません。
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LabVIEW 2011のその他のシステム要件については『LabVIEWリリースノート』を参照してく
ださい。

Windows Vista互換性の問題
LabVIEW 8.5以降では、以下の機能上の変更点を含める32および64ビットシステムのWindows
Vista OSにおいてサポートされています。
「In Port」および「Out Port」VIでは、Vista OSではセキュリティの理由で推奨されないシス
テムのI/Oポートのすべてへの読み書きのアクセスが許可されているため、関数パレットに表
示されません。
• （Windows Vista） VIのコンポーネントは適切にインストールされますが、Windows

Defenderログで「unsigned」と表示されます。 VIは正常に動作します。
• （Windows Vista 64ビット）これらのVIはエラー -4850を返します。

VI、関数、ノードの変更点
以下のVI、関数、およびノードの動作はLabVIEW 8.5以降で変更されました。
解析VI/関数の改善点
LabVIEWの各バージョンで、ナショナルインスツルメンツではLabVIEWおよびC関数の多くの
アルゴリズムを改善しています。また、最新のコンパイラが使用されるようにLabVIEWを
アップデートしています。コンピュータのハードウェアとソフトウェアの変更に伴って、こ
れらの改善点はLabVIEW 8.2以前のバージョンとLabVIEW 8.5以降間で結果が数値的に異なる
原因となる場合があります。倍精度浮動小数点数を比較すると、1E-16の順序が多少異なるこ
とに気が付くかもしれません。浮動小数点数の比較の詳細は、ナショナルインスツルメンツ
のウェブサイト（ni.com/jp/info）でInfo Codeとしてexiigrと入力してください。

数学VI
LabVIEW 8.5以降では、以下の数学VIが変更されました。
• f(x)全ゼロ検索（Find All Zeroes of f(x)）―このVIの名前は「f(x)全ゼロ検索（Find All Zeros

of f(x)）」VIに変更されました。（英語版のみに適用）
• f(x)のゼロと極値（ZeroesandExtremaof f(x)）―このVIの名前は「f(x)のゼロと極値（Zeros

and Extrema of f(x)）」に変更されました。（英語版のみに適用）
数値関数
LabVIEW 8.5以降には、以下の数値関数での変更点が追加されています。
• 切り上げ整数化（Round To +Infinity）―この関数は「切り上げ整数化（Round Toward

+Infinity）」という名前に変更されました。（英語版のみに適用）
• 切り下げ整数化（Round To -Infinity）―この関数は「切り下げ整数化（Round Toward

-Infinity）」という名前に変更されました。（英語版のみに適用）
信号処理VI
「遷移計測」VIのプレシュート出力は遷移前に変更されました。また、この出力は64ビット
倍精度小数点数データタイプからクラスタデータタイプに変更されました。オーバーシュー
ト出力は遷移後に変更されました。また、この出力は64ビット倍精度小数点数データタイプ
からクラスタデータタイプに変更されました。
双曲線関数
LabVIEW 8.5以降には、以下の双曲線関数での変更点が追加されています。
• 入力値が関数の範囲外の実数値の場合、「Inverse Hyperbolic Cosine」関数はNaNを返し

ます。
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• 入力値が関数の範囲外の実数値の場合、「Inverse Hyperbolic Secant」関数は、NaNを返
します。

ライブラリ&実行可能ファイルVIおよび関数
パスカル文字列ポインタを構成する場合、ライブラリ関数呼び出しノードでは、ブロックダ
イアグラムで値を文字列入力に配線する必要があります。C文字列ポインタを構成する場合、
値を文字列入力に配線するか、またはライブラリ関数呼び出しダイアログボックスのパラ
メータページにある最小サイズプルダウンメニューで文字列サイズを指定する必要がありま
す。 VIは、文字列の値を指定するまで実行できません。
64ビットおよび倍精度数値データタイプをサポートする多態性VIの端子
倍精度数値および64ビット整数タイプの両方をサポートする多態性VIの端子に拡張精度数値
データを配線した場合、LabVIEWは拡張精度数値データを倍精度数値データに強制変換しま
す。この強制変換では、元のデータの分数のコンポーネントの一部分が保持されます。
VI、関数、ノードの動作に関するその他の変更点
LabVIEW 8.5以降では、VI、関数、およびノードの動作に関して、他にも以下のような点が変
更されました。
• 「Instr Get Attribute」VIおよび「Instr Set Attribute」VIは、現在LabVIEWと出荷されていま

せん。これらのVIのどちらかをアプリケーションで使用する場合、同じ機能が使用でき
るように、これらのVIをVISA上級パレットのプロパティノードで置換します。

• 「再帰ファイルリスト」VIの全フォルダパラメータにはフォルダショートカットを含め
ることができますが、VIはそれらを再帰呼び出ししません。

• LabVIEW 8.2では、フォーミュラノードおよびMathScriptノードなどのスクリプトノード
は、長すぎて表示できないスクリプトラインを自動的に折り返します。 LabVIEW 8.5以
降では、スクリプトノードはラインを折り返しません。このため、LabVIEW 8.2以前で
保存された、スクリプトノードを含むVIを開いた場合、長すぎるラインがスクリプトノー
ドの枠に隠れている場合があります。

プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
以下のプロパティ、メソッド、イベントの動作はLabVIEW 8.5以降で変更されました。
• 制御器クラスのデータバインディングパスプロパティは、VIが実行中に読み書きと設定

の操作を行うことができます。このプロパティを書き込むには、書き込みを開始する前
にNI Publish-Subscribe-Protocol（NIパブリッシュ-サブスクライブプロトコル）URLに制御
器を連結する必要があります。

• アプリケーションクラスのターゲット: CPUプロパティには、AMD/Intel x64の値が含ま
れます。

• アプリケーションクラスのターゲット:オペレーションシステムプロパティには、Windows
x64およびLinux x64という値が含まれます。

• ツリーの列ヘッダ内にポイントを配線すると、ツリー制御器クラスのポイントから行列
メソッドはTREE_COLUMN_HEADERSというタグを返します。

• LabVIEWクラス:作成メソッドには、名前入力が含まれています。名前入力を配線しない
場合、LabVIEWは実行時にクラスの名前を指定するようにユーザにプロンプトします。

• 制御器の値:取得[バリアント]、制御器の値:取得[平坦化]、制御器の値:設定[バリアン
ト]、制御器の値:設定[平坦化]メソッドでは、制御器の検索時に先行または末尾のスペー
スが削除されなくなりました。 LabVIEW 8.6では、制御器の値:取得[平坦化]メソッドと
制御器の値:設定[平坦化]メソッドが廃止されました。代わりに制御器の値:取得メソッド
と制御器の値:設定メソッド使用します。
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廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 8.5以降では、以下のプロパティ、メソッド、イベントをサポートしていません。
• LVクラスライブラリクラスのデフォルトインスタンスプロパティ。代わりに「LVクラ

スデフォルト値を取得」VIを使用します。
• シーンオブジェクトクラスのジオメトリプロパティ。代わりに描画領域プロパティを使

用します。
• グラフチャートクラスの補助カラープロパティ。代わりにグラフスケールクラスのグ

リッドカラープロパティを使用します。
• グラフチャートクラスのグリッドカラー: Xカラープロパティ。代わりにグリッドカラー:

主カラープロパティとグリッドカラー:補助カラープロパティを使用します。
• グラフチャートクラスのグリッドカラー: Xカラープロパティ。代わりにグリッドカラー:

主カラープロパティとグリッドカラー:補助カラープロパティを使用します。
• グラフチャートクラスのグリッドカラー: Xカラープロパティ。代わりにグリッドカラー:

主カラープロパティとグリッドカラー:補助カラープロパティを使用します。
• 波形チャートクラスの凡例:プロット表示プロパティ。代わりに凡例:行数プロパティを

使用します。
• 波形グラフクラスの凡例:プロット表示プロパティ。代わりに凡例:行数プロパティを使

用します。
• リストボックスクラスのピクセル幅プロパティ。代わりに境界:領域の幅プロパティを使

用します。
• ピクチャクラスのスクロールバー表示プロパティ。代わりに水平スクロールバー表示お

よび垂直スクロールバー表示プロパティを使用します。
• シーンオブジェクトクラスのジオメトリを設定メソッド。代わりに描画領域を設定メ

ソッドを使用します。
• アプリケーションクラスのシーン:ジオメトリ:新規メッシュメソッド。代わりにシーン:

描画領域:ジオメトリ:新規メッシュメソッドを使用します。
• 制御器クラスのドラッグ開始イベント。適切な制御器クラスのドラッグ開始イベントを

使用してください。
• 制御器クラスのドラッグ開始?イベント。適切な制御器クラスのドラッグ開始?イベント

を使用してください。

名前変更されたプロパティ、メソッド、イベント
以下のプロパティ、メソッド、イベントの名前はLabVIEW 8.5以降で変更されました。

タイプLabVIEW 8.5以降での名前LabVIEW 8.2での名前クラス

プロパティデータエントリ制限データ範囲AbsTime、数値

プロパティデータエントリ制限:増分データ範囲:増分AbsTime、数値

プロパティデータエントリ制限:最大データ範囲:最大AbsTime、数値

プロパティデータエントリ制限:最小データ範囲:最小AbsTime、数値

プロパティ範囲外の値への対応範囲外の動作AbsTime、数値

プロパティ範囲外の値への対応:増分範囲外の場合の動作:増分AbsTime、数値

プロパティ範囲外の値への対応:最大範囲外の場合の動作:最大AbsTime、数値

プロパティ範囲外の値への対応:最小範囲外の場合の動作:最小AbsTime、数値

メソッドライブラリ:ファイルLabVIEWバージョンを
取得

ライブラリ:プロジェクトライブラリファイ
ルバージョンを取得

アプリケーショ
ン
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タイプLabVIEW 8.5以降での名前LabVIEW 8.2での名前クラス

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規ボックスシーン:ジオメトリ:新規の立方体アプリケーショ
ン

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規の円錐シーン:ジオメトリ:新規の円錐アプリケーショ
ン

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規の円柱シーン:ジオメトリ:新規の円柱アプリケーショ
ン

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規ハイト
フィールド

シーン:ジオメトリ:新規ハイトフィールドアプリケーショ
ン

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規メッシュシーン:ジオメトリ:新規メッシュアプリケーショ
ン

メソッドシーン:描画領域:ジオメトリ:新規の球シーン:ジオメトリ:新規の球アプリケーショ
ン

メソッドLibraryGetFileLVVersionLibraryGetProjectLibFileVersionアプリケーショ
ン (ActiveX)

プロパティ表示形式形式と精度デジタル、数値
テキスト、ス
ケール

プロパティ表示形式:形式形式と精度:形式デジタル、数値
テキスト、ス
ケール

プロパティ表示形式:精度形式と精度:精度デジタル、数値
テキスト、ス
ケール

プロパティ信号番号表示列ヘッダ表示デジタル表

プロパティ遷移表示可能行ヘッダ表示デジタル表

プロパティ背景色色をクリアシーングラフ表
示およびシーン
ウィンドウ

メソッド描画領域を設定ジオメトリを設定シーンオブジェ
クト

プロパティコネクタペーン:設定コネクタペーンVI

LabVIEW MathScriptの動作変更（Windows、ベースパッケージにはありません）
LabVIEW 8.5以降では、以下のLabVIEW MathScriptが変更されました。
• MathScript関数を使用して検索パスリストまたは作業ディレクトリに加えられた変更は、

関数を呼び出す操作を行うLabVIEWMathScriptウィンドウまたはMathScriptノードの現在
のインスタンスにのみ適用されます。
– addpath
– cd
– path
– rmpath

LabVIEWMathScriptウィンドウを閉じたり、MathScriptノードを含むVIの実行を停止する
と、検索パスリストおよび作業ディレクトリはデフォルト値にリセットされます。

LabVIEWアップグレードノート 22 ni.com



• qz関数の構文は、[q, z, alpha, beta, evec] = qz(a, b)から[S, T, Q, Z, R, L]
= qz(A, B, type)に変更されました。

LabVIEWクラスアイコン
LabVIEW 8.2でLabVIEWクラスアイコンを作成して、ブロックダイアグラムにクラス制御器ま
たは表示器を配置した際アイコンを表示させたい場合、クラスマスクによってクラスアイコ
ンの一部分が隠されないように、アイコンが表示される領域を小さくするようにクラスアイ
コンを更新する必要があります。幅32 ピクセル x高さ19 ピクセル未満の画像を使用してく
ださい。

LabVIEWでLLBを開く
オプションダイアログボックスの環境ページのLLBファイルにWindowsエクスプローラを有効
オプションは削除されました。 LabVIEWは、LLBマネージャウィンドウでLLBを開きます。 LLB
を開く詳細は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイトni.com/jp/infoで、Info Code
としてexvfc5と入力してください。

タイミングループの優先度に関する制限
LabVIEW 8.2.x以前では、タイミングループの優先度に対して2^32まで選択できます。
LabVIEW 8.5以降では、65,535未満の優先度のみサポートしています。

波形データタイプ
波形配列の範囲外に指標付けすると、結果の波形は0に等しいdt値を含む不適切な波形ではな
く、1に等しいdt値を含む適切な波形となります。また、スカラ出力トンネルを含むForルー
プを1度も実行しない場合にも同じ結果となります。

列挙体の強制変換
LabVIEW 8.5以降では、範囲外の列挙体を列挙体の範囲内の最後の値に強制変換します。以
前のLabVIEWバージョンは、範囲外の列挙体を0に強制変換しました。

LabVIEW 8.0以前からアップグレードする
LabVIEW8.0以前から最新バージョンへのアップグレード時に発生する可能性があるアップグ
レードまたは互換性の問題に関する情報は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
ni.com/jp/infoでInfo Codeとしてexc6mfと入力して参照できます。また、その他のアップ
グレードに関する問題については、このドキュメントの「LabVIEW xからアップグレードす
る」セクションを参照してください。

LabVIEW 2011の機能および変更点
意見交換アイコン は、ni.comのLabVIEW Idea Exchangeディスカッションフォーラム（英
語）での製品に関する提案を元に開発された新機能を示しています。 NI Idea Exchangeディ
スカッションフォーラム（英語）にアクセスするには、ナショナルインスツルメンツのウェ
ブサイトni.com/jp/infoでInfo Codeとしてex3gusと入力してください。

既知の問題、修正されたバグの部分的なリスト、その他の互換性に関する問題、LabVIEW 2011
における追加機能については、labviewディレクトリのreadme.htmlファイルを参照してく
ださい。

新しいサンプルVI
NIサンプルファインダの参照タブでLabVIEW 2011での新しいサンプルフォルダを参照し、
LabVIEWの現在のバージョンに新しく追加されたサンプルVIの説明を表示してサンプルを起
動します。
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ブロックダイアグラムの改善点
LabVIEW 2011では、ブロックダイアグラムとブロックダイアグラムに関連する機能が以下の
点で強化されました。

サブVI作成の改善点
LabVIEWの旧バージョンでブロックダイアグラムの選択範囲からサブVIを作成した場合、

新しいサブVIのコネクタペーンとフロントパネルを手動でクリーンアップする必要がありま
す。 LabVIEW 2011では、以下のLabVIEWプログラミング規則に基づいて、サブVIのコネクタ
ペーンとフロントパネルが自動的に作成されます。
• 4×2×2×4コネクタペーンパターン（サブVIにこれ以上の端子が必要な場合を除く）
• コネクタペーンの両下隅にエラー入力およびエラー出力を配置
• コネクタペーンの両上隅にrefnum端子またはクラス端子を配置
• フロントパネルの左側に制御器を配置
• フロントパネルの左側に表示器を配置
たとえば、次のブロックダイアグラムでハイライトされた部分を選択した場合は、次のフロ
ントパネルとコネクタペーンが生成されます。

図 1サブVIを作成するためのブロックダイアグラムコード
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図 2作成するサブVIのフロントパネルおよびコネクタペーン

[NIディスカッションフォーラムメンバーtstの提案による]

タイプ定義の改善点
LabVIEW 2011では、タイプ定義および指定タイプ定義が以下の点で強化されました。
• LabVIEW 2010以前のバージョンでは、タイプ定義はフロントパネルからのみ作成で

きます。 LabVIEW 2011では、フロントパネルまたはブロックダイアグラムのいずれから
もタイプ定義を作成できます。タイプ定義に指定する定数、制御器、または表示器を右
クリックして、ショートカットメニューからタイプ定義に指定を選択します。[NIディス
カッションフォーラムメンバーcrelfの提案による]

• のグリフは、ブロックダイアグラム上のタイプ定義および指定タイプ定義のイ
ンスタンスを示します。このグリフの上にカーソルを移動すると、ヒントラベルにタイ
プ定義または指定タイプ定義のファイル名前が表示されます。NIディスカッションフォー
ラムメンバーBroken Arrowの提案による]

ブロックダイアグラムのその他の改善点
LabVIEW 2011では、ブロックダイアグラムがその他以下の点で強化されました。
• オブジェクトを整列およびオブジェクトを均等に整列プルダウンメニューを使用し

て、ブロックダイアグラム上のワイヤを均等に整列できます。[NIディスカッションフォー
ラムメンバーJackDunawayの提案による]

• 制御器または表示器に対して新規のイベントケースを定義する場合、デフォルトイ
ベントは値変更です。[NIディスカッションフォーラムメンバーBruce Ammonsの提案に
よる]

• エラークラスタをブール関数（And、Or、ExclusiveOr、Implies、Not、NotAnd、Not
Exclusive Or、およびNot Or）に直接配線し、論理演算を使用してエラーを処理できま
す。エラーが発生した場合、エラークラスタはブール関数にTRUEの値を渡します。[NI
ディスカッションフォーラムメンバーDany Allardの提案による]
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• 並列反復を有効にしたForループの並列インスタンス端子は、2つの出力値タイプのいず
れかを返します。並列反復を有効にしたForループの並列インスタンス端子 を右ク
リックし、ショートカットメニューからP端子出力を選択して、次の値のどちらを端子
が返すか選択します。
– インスタンス数―並列実行する予定のループインスタンスの数を返します。
– 現在のインスタンスID―現在実行されているループインスタンスに割り当てられた

識別子を返します。
並列インスタンス端子の詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブから基本機能
→ループと他のストラクチャ→ループを使用して繰り返される処理を制御する→Forルー
プ:設定された回数分処理を繰り返すを参照してください。

フロントパネルの改善点
LabVIEW 2011では、フロントパネルまたはそれに関する以下の機能が強化または変更されま
した。

新スタイルのフロントパネル制御器および表示器
シルバーパレットから、新しいシルバースタイルの制御器および表示器を使用してフロント
パネルを作成できます。シルバースタイルの制御器および表示器は、制御器→シルバーパ
レットから使用します。シルバー制御器や表示器を使って、洗練された外観と使用感のフロ
ントパネルを作成できます。シルバーパレットには、他のパレットよりも多数のブール制御
器およびブール表示器があります。

グラフまたはチャートに表示するプロットを選択する
グラフまたはチャートにプロットを表示するかどうかを選択するには、プロット凡例の

グリフを右クリックしてショートカットメニューからプロット表示を選択します。グラフや
チャートに複数のプロットがある場合は、プロット凡例を右クリックして、ショートカット
メニューから表示項目→プロット表示のチェックボックスを選択し、各プロットの隣にチェッ
クボックスを表示します。表示するプロットは、チェックボックスを使用して選択します。
また、プロット表示のチェックボックス表示プロパティを使用して、チェックボックスをプ
ログラム的に表示することもできます。[NIディスカッションフォーラムメンバーSil3nc3rの提
案による]

フロントパネルのその他の改善点
LabVIEW 2011では、フロントパネルがその他以下の点で強化されました。
• すべてのLabVIEWVIで、フロントパネルウィンドウの右上隅のVIアイコンの隣にコネ

クタペーンが表示されます。 VIアイコンとコネクタペーンを切り替えずに、フロントパ
ネル制御器および表示器を入力/出力に割り当てることができます。NIディスカッション
フォーラムメンバーblawsonの提案による]

• モダンパレットおよびシルバーパレット両方の制御器および表示器の外観に合わせて、
フロントパネルの背景色は、これまでのバージョンのものよりも薄めのグレーとなって
います。 LabVIEWの旧バージョンで保存されたVIに合わせてフロントパネルの背景色を
変更する方法については、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト
（ni.com/jp/info）でInfoCodeに「exd9s8」を入力すると表示されるページを参照し
てください。

環境の改善点
LabVIEW 2011では、LabVIEW環境が以下の点で強化されました。
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ダイアログボックスの改善点
LabVIEW 2011では、ダイアログボックスが以下の点で強化されました。
コンパイルされたオブジェクトキャッシュをクリアダイアログボックスの改善点
LabVIEW 2011ではVIオブジェクトキャッシュが最適化されたため、特定のターゲットのVIオ
ブジェクトキャッシュをクリアすることはできなくなりました。代わりに、コンパイルされ
たオブジェクトキャッシュをクリアダイアログボックスでは、次の2つのキャッシュのみを
クリアできます。
• ユーザオブジェクトキャッシュ―LabVIEW付属でないすべてのVIのコンパイル済みVIオ

ブジェクトファイルが含まれています。ユーザオブジェクトキャッシュをクリアする理
由としては、以下が挙げられます。
– ディスクの空き領域がなくなった。
– コンパイルされたコードが分けられたVIを大量に削除したため、それらのコンパイ

ルされたコードが占めていたディスク領域を使用可能にしたい。
• アプリケーションビルダオブジェクトキャッシュ―ビルド仕様のVIのコンパイルされた

コードを含まれています。
ダイアログボックスのその他の改善点
LabVIEW 2011では、ダイアログボックスでその他以下の点が強化されました。
• プロパティダイアログボックスの配列のサイズページで、配列の次元数を指定できま

す。
• 文字列のプロパティダイアログボックスの外観ページにある表示スタイルの表示チェッ

クボックスをオンにすると、表示タイプを表示する文字列制御器または表示器にグリフ
を表示できます。

• 2Dエラーバーグラフのプロパティダイアログボックスのプロットページにあるエラー
モードリストで、エラーバーをY軸またはXY座標に表示するかを設定できます。

• LabVIEW 2011のアイコンエディタダイアログボックスをカスタマイズする場合や、旧
バージョンで作成したカスタムアイコンエディタがある場合は、ナショナルインスツル
メンツのウェブサイト(ni.com/jp/info)でInfo Codeとして「LViconed11」を入力する
とアイコンエディタのソースファイルをダウンロードできます。

• LabVIEW Roboticsモジュールなど一部のLabVIEWアドオンでは、特定の領域にフォーカ
スするための環境設定を使用できます。このようなLabVIEWアドオンをインストールし
た場合は、LabVIEWを再起動せずに環境設定を選択ダイアログボックスを使用して複数
の環境間で切り替えることができます。

• （Windows）スタートアップウィンドウウィンドウにLabVIEWアドオンを検索が新たに
追加されました。ここからVIPackageManager（VIPM）ソフトウェアを起動し、LabVIEW
ツールネットワークで配布されるLabVIEWアドオンや他のコードにアクセスできます。

環境のその他の改善点
LabVIEW 2011では、環境がその他以下の点で強化されました。
• VIを保存した後、取り消し操作を実行できます。[NIディスカッションフォーラムメ

ンバーmishklyarの提案による]
• VIをロードする際にすべて無視を選択すると、存在しないサブVIのロードを無視でき

ます。[NIディスカッションフォーラムメンバーRavens Fanの提案による]
• （Windows）ヘルプメニューにある更新を確認から、NI更新サービスを開いてni.comで

使用可能な更新を確認できます。
• フロントパネルの背景色に合わせて、VIツールバーのボタンの外観もアップグレードさ

れました。
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• すべての新規VIから自動的にコンパイルされたコードを分けるようにLabVIEWを構成で
きるため、VIを作成するたびに同オプションを選択する必要はありません。すべての新
規VIからコンパイルされたコードを分けるように構成するには、オプションダイアログ
ボックスの環境ページで新規VIのソースファイルからコンパイルされたコードを分ける
チェックボックスをオンにします。このグローバル設定は、各VIやプロジェクトに対し
て変更できます。
VIからコンパイルされたコードを分けることの利点については、『LabVIEWヘルプ』の
目次タブから基本機能→VIおよびサブVIを作成する→概念→VIからコンパイルされたコー
ドを分けるトピックを参照してください。

アプリケーションビルダの改善点
最新のビルドで作成するビルド仕様ファイルを削除するには、プロジェクトエクスプローラ
ウィンドウでビルド仕様を右クリックして、ショートカットメニューから削除を選択しま
す。削除を選択しても、最新ビルドの前に作成されたファイルは削除されません。

追加および変更されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2011では、以下のVI、関数、ノードが追加または変更されました。 VI、関数、ノー
ドの詳細は、『LabVIEWヘルプ』の目次タブのVIと関数のリファレンスブックを参照してく
ださい。

追加されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2011では、以下のVI、関数、ノードが追加されました。
アプリケーションビルダVI
アプリケーション制御パレットには、以下の新規 VIが含まれたアプリケーションビルダパ
レットが新たに追加されました。
• ビルド
• 削除
• デプロイ
アプリケーション制御VIおよび関数
アプリケーション制御パレットには、以下のノードが追加されました。
• 非同期呼び出しを開始
• 非同期呼び出しを待機
ベッセル関数VI
ベッセル関数パレットには、以下の新規VIがあります。
• ハンケル関数 Hv
• 球状ハンケル関数 hn

エラー関数VI
エラー関数パレットには、以下の新規VIがあります。
• 逆エラー関数
• 逆エラー関数補足
• スケール済みエラー関数補足
幾何学VI
幾何学パレットには、次の新規VIを含む新しい角度パレットがあります。
• 絶対角度差
• 角度回転
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• 角度を二等分
• 夾角の確認
• 余角
• 補角
• 角度を切り捨て
幾何学パレットには、次の新規VIを含む新しい計算幾何学パレットがあります。
• 等高線
• 凸包
• ドローネ三角形分割
• 多角形内部の点
• 多角形の面積
• ボロノイ図
線形代数VI
線形代数パレットには、以下の新規VIが追加されました。
• コレスキー因子分解階数1更新
• 部分空間角度
スケールVI
スケールパレットには、以下の新規VIが追加されました。
• 度からラジアン
• ラジアン/秒からRPMに変換
• ラジアンから度
• RPMからラジアン/秒に変換
その他の新規VIおよび関数
LabVIEW 2011では、この他に以下のVIと関数が追加されました。
• ダイアログ&ユーザインタフェースパレットに、エラークラスタ定数が追加されまし

た。[NIディスカッションフォーラムメンバーBroken Arrowの提案による]
• 離散数学パレットに「素因数」VIが追加されました。
• HTTPクライアントパレットに「SSLを構成」VIが追加されました。
• 補間と補外パレットに「2D補間分散」VIが追加されました。
• 最適化パレットに「グローバル最適化」VIが追加されました。
• 直交 &非直交多項式パレットに「ルジャンドル多項式」VIが追加されました。
• パックライブラリパレットに「エクスポートファイルパスを取得」VIが追加されました。
• 確率と統計パレットに「歪度および尖度」VIが追加されました。
• 信号生成パレットに「擬似乱数」VIが追加されました。
• 信号操作パレットに「デジタル逆順序」VIが追加されました。

変更されたVIおよび関数
LabVIEW 2011では、以下のVIおよび関数が変更されました。
幾何学VI
幾何学パレットの次のVIに、座標を回転させる軸の順番を指定する回転順序入力が追加され
ました。
• 3D直交座標回転(オイラー)
• 方向余弦からオイラー角に変換
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• オイラー角から方向余弦に変換
その他のVIおよび関数の変更点
他にも、LabVIEW 2011では、次のようなVIおよび関数の変更点があります。
• 平均DC-RMS―平均制御クラスタの入力タイムスタンプを無視要素は、開始時間を無視に

改名されました。
• 特殊行列作成―行列タイプ入力のデータタイプが、列挙体から32ビットの符号付き整数

に変更されました。この入力には、他にも、特殊行列の作成に使用できる新しい値（ア
ダマール、ハンケル、ヒルベルト、逆ヒルベルト、パスカル、ロッサーおよびウィルキンソン）
が追加されました。

• 一般線形フィット―加重出力が新たに追加されました。この出力は、指定した方法によ
り、一般線形フィットの実際の加重あるいはユーザが加重に入力した値を返します。

• TDMS読み取り―.tdmsファイルに存在する順序でデータチャンネルを返すかどうかを指
定するファイル順にチャンネルを返す?入力が新たに追加されました。この入力の値が
FALSEの場合は、チャンネル名入力で指定された順番でデータチャンネルが返されます。
デフォルトはFALSEです。

• バリアントからデータに変換―エラークラスタ端子が、他のほとんどの関数およびVI
と同位置に並ぶようになりました。[NIディスカッションフォーラムメンバーDavid_Lの
提案による]

• ゼロ位相フィルタ―ゼロ位相フィルタ（カスケード、DBL）およびゼロ位相フィルタ
（obs、DBL）のインスタンスが追加されました。

• CIN関数はLabVIEWマネージャ関数と改名されました。

新規および変更されたクラス、プロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2011では、以下のVIサーバクラス、プロパティ、メソッド、およびイベントが追加
または変更されました。

数学プロットプロパティおよびメソッド
LabVIEW 2011には、2Dエラーバープロパティクラスのプロット固有:エラーバーモードプロ
パティが追加されました。

VIサーバのプロパティとメソッド
LabVIEW 2011には、新しいVIサーバクラス、プロパティ、メソッド、およびイベントが追加
されました。新規のクラス、プロパティ、メソッド、イベントのリストについては、
『LabVIEWヘルプ』の目次タブのLabVIEW 2011の機能および変更点→新しいVIサーバオブジェ
クトトピックを参照してください。
LabVIEW 2011では、VIサーバメソッドが以下のように変更されました。
• アプリケーションクラスの次のメソッドは、.daeファイルをサポートします。

– シーン:シーンファイル読み取り
– シーン:シーンファイル書き込み

• VIメソッドクラスのデータタイプから作成メソッドで、スタイルパラメータのデータタ
イプが32ビット符号付き整数から列挙体に変更されました。スタイルパラメータには、
以下の値が追加されました。Probe,Diagram,Panel Control,3D Panel Control,Dialog
Panel Control, Panel Indicator, 3D Panel Indicator, Dialog Panel Indicator,
Power PC Control、および Power PC Indicator.

リファレンスを使用してVIを非同期で呼び出す
ターゲットVIが実行し終わるのを待たずにVI内でデータフローを続行させるには、ター

ゲットVIを非同期で呼び出す必要があります。非同期呼び出しを開始ノードを使用して、入
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力パラメータをターゲットVIに渡して実行を開始します。後で呼び出しVIでターゲットVIの
出力を収集するには、非同期呼び出しを待機ノードを使用します。
以下のような場合に、ターゲットVIを非同期で呼び出します。
• ターゲットVIの実行に時間が長くかかり、かつ呼び出しVIがターゲットVIの出力をすぐに

必要としない場合。
• VIの任意数の再入可能インスタンスを並列で実行する場合。
• VIを実行メソッドよりも、シンプルなインタフェースとよりよいパフォーマンスを実現

したい場合。
VIの非同期呼び出しの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブにある基本機能→VI
をプログラム的に制御する→VIを非同期で呼び出すトピックを参照してください。
[NIディスカッションフォーラムメンバーJim Kringの提案による]

新しい数学演算および信号処理VI
LabVIEW 2011には、数学演算および信号処理を実行する新しいVIが追加されました。さら
に、いくつかのVIで入力および出力が追加または変更されました。これらの新しいVIや変更
されたVIは、以下を含むいくつかの領域で新しい標準アルゴリズムを提供します。
• 幾何学
• 線形代数
• 信号処理
LabVIEW 2011に追加された新規VIのリストは、このドキュメントの「追加されたVI、関数、
ノード」セクションで参照できます。変更されたVIのリストは、「変更されたVIおよび関数」
セクションを参照してください。

.NETサポートの改善点
LabVIEW 2011では、.NETサポートが以下の点で強化されました。

LabVIEWでの.NETアセンブリの予期しない動作をデバッグする
使用したいバージョンではないアセンブリがLabVIEWのメモリにあると、.NETオブジェクト
で予期しない動作が発生することがあります。この不一致を識別してアセンブリ呼び出しを
デバッグするには、メモリ内の.NETアセンブリダイアログボックスを使用します。 LabVIEW
にロードされたアセンブリのバージョンが正しくないことが判明した場合は、このダイアロ
グボックスを使用して、ディスク上のアセンブリの場所を修正するか、構成ファイルを作成
するか、またはアップデートされたアセンブリを再ロードして正しいアセンブリをロードし
ます。
メモリ内の.NETアセンブリダイアログボックスを使用して.NETアセンブリ呼び出しをデバッグ
する方法については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブにある基本機能→Windowsコネクティ
ビティ→操作手順→.NET→.NETアセンブリの呼び出しをデバッグするブックを参照してくださ
い。

LabVIEWに.NET 4.0アセンブリをロードする
.NETアセンブリの最新のプログラミング環境は、デフォルトで新規アセンブリをCommon
Language Runtime (CLR) 4.0で実行するようにターゲットします。 LabVIEWは依然としてCLR
2.0と最も互換性がありますが、LabVIEWでCLR 4.0を強制的に使用して.NET 4.0アセンブリを
ロードすることも可能です。
この機能（必須構成ファイルの特定な内容を含む）については、『LabVIEWヘルプ』の目次
タブから基本機能→Windowsコネクティビティ→操作手順→.NET→LabVIEWに.NET 4.0アセン
ブリをロードするブックを参照してください。
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I/O変数をリモートで構成する
LabVIEWの旧バージョンでは、I/O変数は、その変数をホストするターゲットでのみ構成
できます。 LabVIEW 2011では、リモートコンピュータからI/O変数を構成できます。
I/O変数の構成については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブから基本機能→スキャンI/O
データにアクセスする→概念→I/O変数を使用するトピックを参照してください。

ハードウェアがコンパイラ最適化をサポートするか確認する
LabVIEW 2011では、SSE2命令をサポートするプロセッサにおける、VIやアプリケーショ
ンのランタイムパフォーマンスを向上するコンパイラ最適化を採用しています。LabVIEW
の開発環境でVIをコンパイルする際、プロセッサがSSE2命令をサポートするかが自動的
に検知され、その結果に基づいてコンパイラ最適化が有効/無効になります。しかし、
LabVIEWでアプリケーションを作成する際は、すべてのターゲットがSSE2命令をサポー
トするか確認する必要があります。 SSE2をサポートしないターゲットがある場合は、コ
ンパイラ最適化を無効にする必要があります。
SSE2命令をサポートするプロセッサおよびハードウェアの情報については、『LabVIEW
ヘルプ』の目次タブから基本機能→アプリケーションを作成して配布する→ビルド仕様
を構成する→ターゲットハードウェアがSSE2命令をサポートすることを確認するを参照
してください。

ライセンスなしでリモートでフロントパネルを表示および制御する
LabVIEWの旧バージョンでは、リモートコンピュータからフロントパネルを表示および
制御するにはライセンスが必要であり、ライセンスから付与されるリモート接続の数は
限定されています。 LabVIEW 2011では、ライセンスなしでリモートでフロントパネルを
表示および制御することができ、接続回数にも制限はありません。
リモートでフロントパネルを表示および制御する方法については、『LabVIEWヘルプ』
の目次タブから基本機能→ネットワークを介してデータを転送する→ウェブサーバを使
用してフロントパネルをリモートで参照および制御するを参照してください。

LabVIEWランタイムエンジンがない場合の通知の改善点
LabVIEWランタイムエンジンがインストールされていないコンピュータでLabVIEWスタ
ンドアロンアプリケーションを実行すると、ナショナルインスツルメンツのウェブサイ
トへのリンクを含むエラーメッセージが表示されます。スタンドアロンアプリケーショ
ンのユーザは、このリンクからLabVIEWランタイムエンジンをダウンロードできるため、
アプリケーションの製造元に問題のトラブルシューティングを依頼する必要はありませ
ん。
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