
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 2012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 2012にアップグレードする際の推奨プロセス
• 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 2012に新たに追加された機能および動作
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LabVIEW 2012へのアップグレード
小さなアプリケーションは、LabVIEWの新しいバージョンをインストールして、VIをロード
することにより、LabVIEWの新しいバージョンにアップグレードすることができますが、アッ
プグレード時の問題をできるだけ効率的に検出して修正するためには、より綿密なアップグ
レードプロセスをお勧めします。

ヒント このプロセスは、重要な操作を制御または監視する、長時間のダウンタイム
が許されない、複数のモジュール、ツールキット、ドライバを使用する、またはサ
ポートされないバージョンのLabVIEWで保存された大規模のLabVIEWアプリケーショ
ンで特に効果があります。どのバージョンが主要サポートの対象となるかについて



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「lifecycle」
と入力してください。

推奨アップグレードプロセスの概要

図 1

メモ LabVIEW5.1以前からアップグレードするには、まずLabVIEWの中間バージョ
ンにアップグレードする必要があります。LabVIEWの特定のレガシーバージョンか
らのアップグレードについては、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upgradeOldjaと入力してください。

1. VIおよびマシン構成のバックアップを作成する
LabVIEW 2012にアップグレードする前にVIのコピーと可能であれば開発マシンまたは本稼動
マシンの構成を保護することにより、必要な場合には、VIを以前の機能に復元し、アップグ
レードプロセスを再開することができます。

a. VIのバックアップを作成する
LabVIEWをアップグレードする前にVIをバックアップしておけば、バックアップコピーの状
態にすぐに戻すことができます。バックアップコピーがない場合、各VIを旧バージョン用に
保存しなければ、アップグレードしたVIを旧バージョンのLabVIEWで開くことはできなくな
ります。
VIセットのバックアップは、以下のいずれかの方法で作成できます。
• VIをソースコード管理プロバイダにサブミットする—こうすることにより、もしVIをアッ

プグレードした時に生じた動作の変化を修正できない場合は、このバージョンのVIを復
元することができます。LabVIEWでソースコード管理を使用する方法については、
『LabVIEWヘルプ』の目次タブの基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→概
念→LabVIEWでソース管理を使用するトピックを参照してください。
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• VIのコピーを作成する—VIの構成方法に従って、VIのコピーを作成します。
– プロジェクトとして保存されている―プロジェクトを開き、別名で保存を選択し

て、.lvprojファイルおよびすべてのプロジェクト内容を複製します。プロジェク
トが依存するファイルのコピーも維持するために、すべての依存項目を含むを選択
してください。

– LLBまたはディレクトリ内のVIとして保存されている―オペレーティングシステムの
ファイルエクプローラでLLBまたはディレクトリのコピーを作成し、元の場所とは別
の場所に保管します。名前が競合する可能性を回避するために、コピーを同じハー
ドドライブに保管しないようにしてください。

b.マシン構成のバックアップを作成する
新しいバージョンのLabVIEWをインストールすると、旧バージョンでのVIの動作にも影響を
与える形で共有ファイルが更新される場合があります。しかし、それらの共有ファイルは更
新後に前のバージョンに戻すことは非常に困難です。このため、サポートされていないバー
ジョンのLabVIEWからアップグレードする場合、またはアプリケーションのダウンタイムコ
ストが高い場合には特に、以下のいずれかの方法で、NIソフトウェアの構成をバックアップ
することを検討してください。
• マシン構成のバックアップイメージを作成する—アップグレードする前に、インストー

ルされているソフトウェア、ユーザ設定、ファイルなどのマシンのディスク状態を、
ディスクイメージングソフトウェアを使用して保存します。アップグレードした後でマ
シンを元の構成に戻したい場合は、バックアップしたディスクイメージをデプロイしま
す。

• テストマシンでアップグレードプロセスをテストする—テストマシンでアップグレード
することはバックアップイメージを作成するよりも時間を要しますが、本稼動を制御ま
たは監視するマシンでダウンタイムが発生することを回避または最小化する必要がある
場合には、このアプローチを強くお勧めします。アップグレードに起因する問題をすべ
てテストマシンで解決した後は、本稼動マシンをテストマシンで置き換えるか、本稼動
マシンでこのアップグレードプロセスを再実行します。

ヒント アップグレードしたVIがテストマシンと開発マシンで異なる動作をする
可能性を最小化するために、開発マシンのCPU、RAM、オペレーティングシステ
ム、ソフトウェアのバージョンなどの装備とできるだけ一致したテストマシンを
使用してください。

2. VIの既存の動作をテストして記録する
VIをアップグレードする際、LabVIEWの旧バージョンとLabVIEW 2012の間の違いによってVI
の動作が変化する場合があります。両方のバージョンでVIをテストすれば、その結果を比較
することで、アップグレードに起因する動作変化を検知することができます。このため、使
用できる以下のいずれかのテストの現在の結果が手元にあることを確認してください。
• 一括コンパイルログ―旧バージョンのLabVIEWのVIを一括コンパイルすると、壊れてい

るVIの詳細なログが生成されます。この情報は、特に複数の人がそのVIの開発に関わっ
ていたり、それらのVIの中に最近コンパイルされていないVIがあることが疑われる場合
は特に有益です。この一括コンパイルダイアログボックスの結果をログチェックボック
スをオンにします。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。

• 個々のVIが意図した機能を正しく実行しているかどうかを検証するユニットテスト
• プロジェクトまたはサブVIのグループがまとまって予期した動作をしているかどうかを

検証する統合テスト

© National Instruments 3 LabVIEWアップグレードノート



• VIがデスクトップやFPGAターゲットなどのターゲットにデプロイされたときに予想通り
に動作するかどうかを検証するデプロイメントテスト

• CPU使用率、メモリ使用、コード実行速度のベンチマーク測定する性能テスト。パフォー
マンスおよびメモリをプロファイルウィンドウを使用すると、VIの平均実行速度を計算
できます。

• VIが予期しないデータを正しく処理できるかどうかを検証するストレステスト
VIテストの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブの基本機能→アプリケーション
開発と設計ガイドライン→概念→大規模アプリケーションを開発する→開発モデルの段階→
アプリケーションをテストするトピックを参照してください。

メモ テストの結果、VIを変更した場合は、この先に進む前に新しいバージョンの
VIをバックアップします。

3. LabVIEW、アドオン、デバイスドライバをインストールする
a. LabVIEWおよびモジュール、ツールキット、ドライバをインストールする
新しいバージョンのLabVIEWにアップグレードしたときは、新しい開発システムだけでなく、
その新しいバージョンと互換性のあるモジュール、ツールキット、およびドライバをインス
トールする必要があります。このソフトウェアを正しい順序でインストールする方法につい
ては、『LabVIEWインストールガイド』を参照してください。

b. user.libファイルをコピーする
旧バージョンのLabVIEWで作成したカスタム制御器とVIをLabVIEW 2012で使用するには、旧
バージョンのLabVIEWのlabview\user.libディレクトリのファイルをLabVIEW 2012の
labview\user.libディレクトリにコピーします。

4. VIを変換し、動作の変化を検証する
LabVIEW2012でVIを一括コンパイルすると、VIはLabVIEW 2012の最新バージョンに変換され、
壊れたVIを特定するために役立つエラーログが作成されます。この情報を、このドキュメン
トのアップグレードおよび互換性の問題セクションと合わせて使用することにより、LabVIEW
2012の最新バージョンに関連する動作変化を特定して修正することができます。

a. VIを新しいバージョンのLabVIEWで一括コンパイルする
VIを一括コンパイルするとVIは変換され、LabVIEW 2012に保存されます。しかし、各VIまた
はプロジェクトに対して個別にファイル→旧バージョン用に保存を選択しない限り、VIを旧
バージョンのLabVIEWで開くことはできなくなります。このため、新しいバージョンのLabVIEW
に変換したいVIだけを一括コンパイルしてください。アップグレードにより発生した問題を
特定するには、一括コンパイルログを作成するために一括コンパイルダイアログボックスの
結果をログチェックボックスをオンにします。
VIの一括コンパイルの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで以下のトピックを
参照してください。
• 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を一括コンパイルす
る

• 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→一括コンパイルの一
般的なステータスメッセージ
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b.壊れたVIを修正する
旧バージョンのLabVIEWとLabVIEW 2012との違いが原因で、古い機能を使用している一部の
VIが壊れる場合があります。壊れたVIをLabVIEW 2012で特定して、修正するには、以下の手
順を実行してください。
1. アップグレード中に壊れたVIを特定するには、前のステップで作成した一括コンパイル

エラーログと、VIの既存の動作を確認するときに作成したログを比較します。
2. 各VIがLabVIEWのどのアップデートが原因で壊れたかを調べるには、このドキュメント

のアップグレードおよび互換性の問題セクションを参照してください。

c.動作の変化を特定して修正する
ナショナルインスツルメンツはLabVIEWの異なるバージョン間でVIの動作が変わることを避
けるために多くの努力をしていますが、改善とバグ修正のためにVIの動作を変更する場合が
あります。新しいバージョンのLabVIEWでVIの動作が変更したかどうかを手早く確認するに
は、以下のツールを使用します。
• アップグレードVIアナライザテスト—大規模のVIセットの場合、これらのテストにより、

アップグレードに起因する多くの動作変化を効率的に特定することができます。これら
のテストを取得して使用するには、以下の手順に従います。
1. ナショナルインスツルメンツのウェブサイトni.com/infoで「analyzevi」と入力

して、お使いの旧バージョンのLabVIEW以降のすべてのバージョンのLabVIEWのアッ
プグレードVIアナライザテストをダウンロードします。

2. ツール→VIアナライザ→VIを解析を選択して、新規のVIアナライザタスクを開始す
ることにより、テストを開いて、実行します。プロジェクト全体をまとめて解析す
るには、個々のVIからではなく、プロジェクトエクスプローラウィンドウでこのメ
ニュー項目を選択します。

3. テストに失敗した場合は、テストに対応するLabVIEWのバージョンの「アップグレー
ドおよび互換性の問題」セクションを参照して修正します。たとえば、LabVIEW 2010
アップグレードVIアナライザテストで動作変化の可能性が見つかった場合は、その
トピックの「LabVIEW 2009からアップグレードする」セクションを参照します。

• アップグレードドキュメント
– このドキュメントの「アップグレードおよび互換性の問題」トピック―VIを壊した

り、動作に影響を与えたりする可能性のある変更が表示されています。使用してい
た旧バージョン以降の各バージョンのLabVIEW用のサブセクションを参照してくだ
さい。

ヒント 「アップグレードおよび互換性の問題」セクションで言及されてい
る廃止されたオブジェクトやその他のオブジェクトを手早く見つけるには、
アップグレードしたVIを開き、編集→検索して置換を選択します。

– LabVIEW 2012既知の問題リスト―LabVIEW 2012のリリース前および期間中に発見さ
れたバグが表示されています。このリス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でlv2012kiと入力してください。アップグレー
ドしたVIの動作に影響するバグの回避方法を特定するには、「アップグレード―動
作の変化」と「アップグレード―移行」セクションを参照してください。

– モジュールおよびツールキットのドキュメント―LabVIEW FPGAおよびLabVIEW
Real-Timeモジュールなど、一部のモジュールおよびツールキットに関して、そのア
ドオンに特有のアップグレード問題が表示されています。
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– ドライバのReadmeファイル―各ドライバに特有のアップグレード問題が表示され
ています。各Readmeを見つけるには、そのドライバのインストールメディアを参
照してください。

ヒント 動作が変化した原因がLabVIEWのアップデートではなく、ドライバ
のアップデートであることを確認するには、LabVIEW 2012をインストール
したあとに旧バージョンのLabVIEWでそのVIをテストしてください。

• ユーザ独自のテスト—旧バージョンのLabVIEWで行ったのと同じテストをLabVIEW 2012
のVIに対して行い、結果を比較します。新しい動作を特定した場合は、その変化の原因
を診断するために、アップグレードドキュメントを参照します。

アップグレードに関する一般的な問題のトラブルシューティング
アップグレードに関する以下の問題の解決方法については、『LabVIEWヘルプ』の目次の
LabVIEW 2012へのアップグレード»アップグレードに関する一般的な問題のトラブルシュー
ティングトピックを参照してください。
• 見つからないモジュールまたはツールキットの機能を探す
• 見つからないサブVI、パレット、プロパティノードを探す
• 旧バージョンのLabVIEWで作成したVIがLabVIEW 2012で開けない理由を特定する
• インストールされているNIソフトウェアのバージョンを特定する
• VIを旧バージョンのLabVIEWに復元する

アップグレードおよび互換性の問題
VIを壊したり、動作を変更したりする可能性のある、LabVIEWのさまざまなバージョンごと
の変更については、以下のセクションを参照してください。
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 2012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 8.5以前からアップグレードする
LabVIEW 8.5以前からLabVIEW 2012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「oldUpgradeIssues」と入力することで参照できます。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「LabVIEWx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 8.6からアップグレードする
LabVIEW 8.6からLabVIEW 2012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」、「LabVIEW 2010からアップグレードする」、
「LabVIEW 2011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。
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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 3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。旧バージョンの
LabVIEW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、LabVIEWマネージャ関数です。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。
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• 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で以下の変更が含まれています。
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、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ケースストラクチャ出力トンネルのデータタイプが決定さ
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いていました。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 2009からアップグレードする
LabVIEW 2009からLabVIEW 2012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」と「LabVIEW 2011からアップグレー
ドする」のセクション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リソース検索」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」VI―「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。
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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、旧
バージョンのLabVIEW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。しかし、まれに結果の精度が旧バージョンよりも低くなる場合が
あります。旧バージョンのLabVIEWでは入力データタイプも高い数値精度で関数を実装して
いたのに対して、LabVIEW 2010以降では、内部的に入力データタイプと同じ数値精度で関数
を実装しています。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 浮動小数点数を使用した数学演算の詳細については、ナショナルインスツル
メンツのウェブサイトni.com/jp/infoでInfoCodeに「exdj8bja」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
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WindowsXP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、旧バージョンのLabVIEW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 8.5、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およびLabVIEW 2011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 8.5、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またはLabVIEW 2011以
降にアップグレードする場合、正しい呼び出し規約が選択されていないと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またはLabVIEW 2011に変換する
準備をするには、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。
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呼び出し規約エラーをすべて解決すると、VIをLabVIEW 2010またはLabVIEW 2011にアップグ
レードできます。

LabVIEW 2010からアップグレードする
LabVIEW 2012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。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 2011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。

VIと関数の動作の変更点
LabVIEW 2011以降では、「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が
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
LabVIEW 2011以降では、「ゼロ位相フィルタ」VIのどの多態性インスタンスにも初期化/継続
入力がありません。VIの新しい機能を使用するには、旧バージョンのLabVIEWの「ゼロ位相
フィルタ」VIのインスタンスをフィルタパレットの同名の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
以下のプロパティ、メソッド、イベントの動作はLabVIEW 2011以降で変更されました。
• LabVIEW 2010では、コンパイル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以
降では、「コンパイルオブジェクトキャッシュをクリア」メソッドによってLabVIEWの
実行中のバージョンのユーザキャッシュがすべてクリアされます。LabVIEW 2010で作成
された「コンパイルオブジェクトキャッシュをクリア」メソッドを含んでいるVIは、
LabVIEW 2011以降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
ルが削除され、関連するVIがロード時に再コンパイルされます。

• LabVIEW 2010以前では、スケール範囲変更イベントのNewRangeイベントデータフィー
ルドはユーザによって設定されたグラフまたはチャートのオフセットと乗数の値を無視
していました。LabVIEW 2011以降では、NewRangeイベントデータフィールドは、カス
タムオフセットと乗数の値を加味した結果を返すようになりました。LabVIEW 2010以前
でこの問題を回避するためにコードを使用する場合は、コードのアップグレードバー
ジョンを更新する必要があります。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2011以降では、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
がサポートされていません。

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以降に移行するには、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。
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16ビット、64ビット、倍精度数値のデータタイプをサポートする多態性VIの端子
LabVIEW 2011以降では、以下の場合に特定の数値データを倍精度数値データに強制変換しま
す。
• 倍精度数値と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。

• 倍精度数値と16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64ビット整数
データを配線した場合、LabVIEWは64ビット整数データを倍精度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、2010では、倍
精度データタイプではなく、64ビット整数または16ビット整数データタイプが選択されま
す。

特定のLabVIEW共有ライブラリのエラーレポートの改善点
旧バージョンのLabVIEWでは、ライブラリ関数呼び出しノードと一緒に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以降では、ライブラリ関数呼
び出しノードでこれらの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。したがって、LabVIEW 2010ではエラーを返さないLabVIEW共有ライブラリも、
LabVIEW 2011以降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以降では、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、
旧バージョンのLabVIEW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―旧バージョンのLabVIEW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
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LabVIEW 2011からアップグレードする
LabVIEW 2011からLabVIEW 2012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。
廃止されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2012では、以下のVI、関数、ノードはサポートされていません。
• 極プロット—代わりに「極プロット（ポイントオプション）」VIを使用してください。

「極プロット（ポイントオプション）」VIには、ライン/ポイントとサイズという2つの
入力が追加されています。

• 四角形描画—代わりに「四角形描画」VIを使用してください。

プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
表クラスのセルの値を設定メソッドのX指標とY指標入力が32ビット符号なし整数から32ビッ
ト符号付き整数に変更されました。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2012では、以下のプロパティ、メソッド、イベントはサポートされません。
• ダイアグラムクラスのデータタイプから作成メソッドこのメソッドを含んだVIをアップ

グレードすると、そのVIはデータタイプから作成（既に廃止）メソッドを呼び出します。
廃止されたメソッドを、スタイル入力を含まない新しいデータタイプから作成メソッド
に置き換えます。

• タイムフラットシーケンスクラスのフレーム[]プロパティ代わりにフラットシーケンス
クラスのフレーム[]プロパティを使用してください。

• VIクラスのフロントパネルウィンドウ:開くプロパティ。この代わりに、フロントパネル:
開くメソッド、フロントパネル:閉じるメソッド、またはフロントパネルウィンドウ:状態
プロパティを使用してください。

• VI（ActiveX）クラスのFPWinOpenプロパティ。この代わりに、OpenFrontPanelメソッ
ド、CloseFrontPanelメソッド、またはFPStateプロパティを使用してください。

• LVクラスライブラリクラスのスタティックメンバーVIプロパティ新しいバージョンのス
タティックメンバーVIプロパティを使用してください。

• LVクラスライブラリクラスのダイナミックメンバーVIプロパティ新しいバージョンのダ
イナミックメンバーVIプロパティ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 2012で変更されました。

タイプLabVIEW 2012での名前LabVIEW 2011での名前クラス

プロパティ子項目[]子[]プロジェクト項目

プロパティ所有者親プロジェクト項目

プロパティ先祖クラスでリファレンス作
成を制限

先祖制御器RefLVクラスライブラリ

LabVIEW 2012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「ex3gusja」と入力してください。
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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 2012
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 2012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。

ブロックダイアグラムの改善点
LabVIEWベースパッケージでのイベント駆動型プログラミング

LabVIEWベースパッケージでは、ユーザがトリガしたイベントを検出して処理するには、
イベントストラクチャ、イベント、イベント関数を作成したり、修正したりすることができ
ます。
イベント処理については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブの基本機能→イベント駆動型プロ
グラミングブ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Mark_Yedinakの提案による]

ループから出る配列を自動的に連結する
旧バージョンのLabVIEWでは、ループ反復間で配列を連結するためにシフトレジスタと

「配列連結追加」関数を使用する必要があります。LabVIEW 2012では、出力トンネルを右ク
リックして、ショートカットメニューからトンネルモード→連結を選択することにより、配
列を自動的に連結することができます。連結を選択すると、すべての入力が順に連結され、
トンネル入力に配線された配列と同じ次元の出力配列が形成されます。トンネルモードに
は、他に最後の値と指標があります。最後の値を選択すると、最終ループ反復の値が表示さ
れます。指標を選択すると、より高い次元の配列がビルドされます。これは旧バージョンの
LabVIEWのデフォルト動作です。配列の自動連結のサンプルについては、
labview\examples\general\looptunnelsのFind Out of Range Elements VI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tstの提案による]

ループ出力を条件付きで処理する
In LabVIEW 2012では、指定した条件に一致する値を無視するように各出力トンネルを構

成することができます。この機能を有効にするには、ループ出力トンネルを右クリックし
て、ショートカットメニューからトンネルモード→条件を選択します。
たとえば、以下のブロックダイアグラムは、条件出力トンネルによって旧バージョンのLabVIEW
のケースストラクチャと同じ目的を達成する方法を示しています。
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図 2

この条件端子は、最後の値、指標、連結という3種類の出力トンネルすべてに適用できます。
ループ出力トンネルへの条件付きの値の書き込みのサンプルについては、
labview\examples\general\looptunnelsのFind Out of Range Elements VI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falkplの提案による]

メモ 条件トンネルオプションは、配列連結追加の実装回数分、メモリを割り当て
ます。このため、「配列連結追加」関数の場合と同様、アプリケーション内のパ
フォーマンスが重要な箇所では、条件トンネル以外の方法を検討することをお勧め
します。

キーボードショートカットを使用して、選択/ネストされたラベルを揃える
クイックドロップダイアログボックスがアクティブなあいだは、以下のキーボードショート
カットを使用してブロックダイアグラム上のオブジェクトのラベルの位置を揃えることがで
きます。
• 複数のオブジェクトを選択して、<Ctrl-T>を押す―選択されている各表示器端子のラベル

を端子の右側に移動し、表示器以外の選択オブジェクトのラベルをオブジェクトの左側
に移動します。

• <Ctrl-Shift-T>を押す―ループまたはその他のストラクチャのダイアグラム内で端子がネス
トされているかどうかに関わらず、各制御器端子のラベルを端子の左側に移動し、各表
示器端子のラベルを端子の右側に移動します。

ブロックダイアグラムのその他の改善点
• LabVIEW 2012では、不良ワイヤをブロックダイアグラム全体からだけでなく、選択

した領域またはストラクチャからも削除することができます。[NIディスカッションフォー
ラムメンバーmanu.NETの提案による]

• ブロックダイアグラム上の広大な領域を使用することなく文字列定数を作成、編集、
表示するには、文字列定数を右クリックし、ショートカットメニューから編集を選択し
ます。表示される文字列定数を編集ダイアログボックスでは、文字列全体を表示した
り、修正したりすることができます。[NIディスカッションフォーラムメンバーBroken
Arrowの提案による]

• ストラクチャ内でコードをより便利に文書化するには、ストラクチャと一緒に自動
的に移動したりサイズが変更したりする新しいサブダイアグラムラベルにコメントを書
き込みます。サブダイアグラムラベルを表示するには、ストラクチャを右クリックし、
ショートカットメニューから表示項目→サブダイアグラムラベルを選択します。これら
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のラベルのデフォルト表示と位置調整は、オプションダイアログボックスのブロックダ
イアグラムページで指定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
Hueterの提案による]

• 関連付けられたワイヤタイプに以下の新しいプローブを置くことにより、ワイヤ上に
データを表示したり、条件付きブレークポイントを許可したりすることができます。
– 条件付き符号付き8プローブ
– 条件付き符号付き16プローブ
– 条件付き符号なし8プローブ
– 条件付き符号なし16プローブ

環境の改善点
スタートアップウィンドウからのリソースアクセスとプロジェクト作成
新しいデザインのスタートアップウィンドウから、LabVIEWを使用するために必要なリソー
スに簡単にアクセスできるようになりました。新しいデザインは、プロジェクトを作成した
り、既存のファイルを開いたりする頻度の高いタスクを目立たせ、追加のドライバや製品を
ダウンロードするような、頻度の低いタスクはサブメニューに収められています。

制御器、表示器、または定数に一度に表示できない長いパスを特定する
パスが長すぎて、制御器、表示器、または定数に一度に表示できない場合、LabVIEW 2012

はパスの中央部分を省略符号（...）で置き換えて、その部分が表示されていないことを示
します。これ以外の方法で表示するようにLabVIEWを構成するには、プロパティダイアログ
ボックスの外観ページのスクロールバー表示フィールドを使用します。[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]

詳細ヘルプウィンドウにパラメータのデータタイプを表示する
VIまたは関数の各端子と関連付けられたデータタイプに素早くアクセスできるように、詳

細ヘルプウィンドウには、端子上にマウスカーソルを置いたときに以下の新しいフィールド
が表示されます。
• 端子のデータタイプ—端子が受け入れるデフォルトのデータタイプが表示されます。
• 接続されたワイヤのデータタイプ—端子に強制ドットが表示されているときは、端子が

予期しているデータタイプではなく端子に接続されているワイヤのデータタイプが表示
されます。

[NIディスカッションフォーラムメンバーDany Allardの提案による]

大きなVIを保存またはロードするときの遅延を解決する
大きな、または複雑なVIをコンパイルするときに発生する遅延を解決するには、エディタ応
答性により多くのリソースを使用するようにLabVIEW 2012を構成することができます。しか
し、これらのリソース割り当てを変更すると、LabVIEWはそのVIを実行速度のために完全に
最適化することができません。このため、VIの遅延を減らし、実行速度を維持するには、エ
ディタ応答性を優先するようにLabVIEWを変更する前に、VIをサブVIに分割することをお勧
めします。
エディタ応答性の優先度を変更する場合とその方法については、『LabVIEWヘルプ』の目次
タブの基本機能→パフォーマンスおよびメモリを管理する→操作手順→エディタの応答性と
実行速度のバランスを調整するトピックを参照してください。

コンパイルコードをその他のファイルタイプから分離する
LabVIEW 2012では、以下のタイプのファイルからコンパイルコードを分離することが可能に
なりました。
• Express VIを含むVI
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• カスタム制御器およびグローバル変数
• LabVIEWクラスおよびそのプライベートデータ制御器
• プロジェクトライブラリおよびステートチャートライブラリ
• XControl

コンパイルコードをVIおよび他のファイルタイプから分離すると、プロジェクトおよびVI階
層全体でソース管理によるさまざまな利点を活用し、場合によってはロード時間を短縮する
ことができます。
コンパイルコードをLabVIEWファイルから分離する利点および手順については、『LabVIEW
ヘルプ』の目次タブの基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→概念→LabVIEWで
ソース管理を使用する→コンパイルコードをVIおよびその他のファイルタイプから分離する
ことによりソース管理を促進するトピックを参照してください。

ダイアログボックスの改善点
• リング/列挙体制御器のプロパティダイアログボックスの項目を編集ページの以下の

ユーザインタフェースが改善されました。
– 複数の項目を選択するには、<Ctrl>キーを押しながら、項目を選択します。（Mac

OS X） <Command>キーを押します。(Linux) <Alt>キーを押します。
– 項目の配置を変更するには、上に移動および下に移動ボタン以外にドラッグアンド

ドロップもできます。
– 項目を削除するには、削除ボタンをクリックする以外に、<Delete>キーを押すこと

もできます。
– 項目を挿入するには、挿入ボタンをクリックする以外に、<Insert>キーを押すことも

できます。
– 項目を無効にするボタンをクリックして、項目が制御器に表示されないようにする

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Intarisの提案による]

• ペーンのプロパティダイアログボックスのデザインが変更され、背景設定は新たに背景
ページに分離されました。

• LabVIEW 2012では、VIプロパティダイアログボックスの実行ページで、再入実行オプ
ションを3つのラジオボタンで選択できます。デフォルトでは非再入実行が選択されて
います。再入実行を有効にする場合、自動選択されるデフォルト設定が必ずしもアプリ
ケーションに最適であるとは限らないため、開発者は各再入実行オプションのトレード
オフと影響を考慮してこれらの3つのオプションを選択することができます。再入実行
の各オプションがアプリケーションに与える影響については、『LabVIEWヘルプ』の目
次タブ基本機能→パフォーマンスおよびメモリを管理する→概念→再入可能性:同じサブ
VIの同時呼び出しを許可するトピックを参照してください。

環境のその他の改善点
• オブジェクトを選択し、そのいずれかを右クリックし、ショートカットメニューか

ら操作を選択することにより、複数のオブジェクトに対して、同じ操作を実行すること
ができます。このテクニックを使用して、たとえば、ブロックダイアグラム上の複数の
端子のラベルを一度に表示したり、アイコンとして表示設定を切り替えたりすることが
できます。[NIディスカッションフォーラムメンバJackDunawayとmuksの提案による]

• エラーリングを使用すると、NIエラーコードまたはカスタムエラーコードを迅速に選択
してVI全体に伝達することができます。エラーリングのプルダウンメニューをクリック
したときには、エラーコードを手入力せずに、ダイアログボックスから選択することが
できます。
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• 制御器と定数、表示器、その他すべてのオブジェクトというオブジェクトセットに
対して、異なるデフォルトラベル位置を指定することができます。これらのデフォルト
ラベル位置を調整するには、オプションダイアログボックスのフロントパネルおよびブ
ロックダイアグラムページのデフォルトラベル位置プルダウンメニューを使用します。
[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]

アプリケーションビルダの改善点
LabVIEWが生成する.NET Interopアセンブリの改善点
LabVIEW 2012では、.NET Interopアセンブリの新しいビルド仕様は以下の改善点を含むアセン
ブリを生成します。
• メソッド署名に公開されたRefnumはタイプセーフです。アセンブリには、公開された各

refnumタイプのクラス定義が含まれています。
• メソッドシグネチャ内で入力が出力の前に表示されます。
• VIがプロジェクトライブラリに属している場合、そのVIから生成された.NETメソッドは、

プロジェクトライブラリと同じ名前のクラスに属します。ネストされたプロジェクトラ
イブラリでは、ネストされたクラスが生成されます。VIがプロジェクトライブラリに属
していない場合、そのVIから生成された.NETメソッドは、.NET Interopアセンブリプロパ
ティダイアログボックスの情報ページの.NET Interopアセンブリクラス名セクションで指
定されたクラスに属します。

• メソッドシグネチャには、対応するVIに関連付けられたエラー入力およびエラー出力パ
ラメータは含まれなくなりました。

• VIの説明は、対応するメソッドシグネチャのMicrosoft Visual StudioのIntelliSenseドキュメ
ントとして表示されます。また、VIプロトタイプを定義ダイアログボックスでメソッド
のカスタムドキュメントを追加することもできます。

LabVIEW 2012での向上を使用せずに.NET Interopアセンブリを生成するには、.NET Interopアセ
ンブリプロパティダイアログボックスの上級ページでLabVIEW 2011互換モードチェックボッ
クスをオンにします。
旧バージョンのLabVIEWで作成したビルド仕様を移行した場合、生成されるアセンブリが既
存の外部コードとの互換性を確実に維持するために、LabVIEW 2011互換モードチェックボッ
クスがデフォルトでオンになっています。これらの移行したビルド仕様のLabVIEW 2011互換
モードチェックボックスをオフにした場合、ビルド仕様により生成される更新されたアセン
ブリと正しく対話するには、外部コードを修正する必要があります。

LabVIEWで生成される共有ライブラリの改善点
LabVIEW 2012では、共有ライブラリ用の新しいビルド仕様は以下の改善点を含む共有ライブ
ラリを生成します。
• LabVIEWは、プロジェクトのVI用に正規のC関数名を生成します。正規の名前とは、VI名

に追加される、VIの所有ライブラリ階層に基づいた名前です。たとえば、Foo.viが
FooLib.lvlibに属している場合、生成されるC関数名はFooLib_Fooとなります。

• 列挙体、クラスタ、およびハンドルとして公開されている配列がエクスポートされたVI
で以下のうちどのように定義されているかに応じて、LabVIEWはTD1、TD2などではなく、
意味のあるタイプ名を生成します。
– タイプ定義として定義されている—LabVIEWは、生成されるヘッダファイルのタイ

プ名として、タイプ定義の名前にライブラリ名の修飾を付けたものを使用します。
– タイプ定義として定義されていない—LabVIEWは、生成されるヘッダファイルのタ

イプ名として、Enum、Cluster、またはClusterArrayなどの適切な名前を使用します。
• LabVIEW列挙体の値は、生成されるヘッダファイルに表示されます。
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• 関数プロトタイプには、エラー入力およびエラー出力パラメータが含まれなくなりまし
た。生成された関数は、戻り値として最初のエラー出力パラメータのエラーコードを返
します。

• ハンドルとして公開されているLabVIEW配列タイプのメモリ割り当てを管理するために、
LabVIEWが生成した共有ライブラリは、ハンドルとして公開されている各配列タイプに
割り当て、解放、サイズ変更関数を提供します。生成された共有ライブラリに特有の関数
プロトタイプを表示するには、生成されたヘッダファイルを開きます。

• VIの説明は、生成されたヘッダファイルの関数プロトタイプの上にC関数ドキュメント
として表示されます。また、VIプロトタイプを定義ダイアログボックスで関数のカスタ
ムドキュメントを追加することもできます。

LabVIEW 2012での改善点を使用せずに共有ライブラリを生成するには、共有ライブラリプロ
パティダイアログボックスの上級ページでLabVIEW 2011互換モードチェックボックスをオン
にします。
旧バージョンのLabVIEWで作成したビルド仕様を移行した場合、共有ライブラリが既存の外
部コードとの互換性を確実に維持するために、LabVIEW 2011互換モードチェックボックスが
デフォルトでオンになっています。これらの移行したビルド仕様のLabVIEW 2011互換モード
チェックボックスをオフにした場合、ビルド仕様により生成される更新された共有ライブラ
リと正しく対話するには、外部コードを修正する必要があります。

LabVIEWが生成するインストーラの改善点
インストーラをビルドする際、ユーザがアンインストールを開始したときに実行する実行可
能ファイルを含めることができます。実行する実行ファイルは、インストーラプロパティダ
イアログボックスの上級ページで選択できます。

ビルドアプリケーションのパフォーマンス改善点
インラインサブVIを含んでいるスタンドアロンアプリケーション、.NET Interopアセンブリ、
共有ライブラリ、ソース配布、ウェブサービスのロード時間を短縮し、メモリ使用量を減ら
すには、ビルド仕様のその他の除外項目ページで使用していないインラインサブVIを接続解
除チェックボックスをオンにします。こうすることにより、ビルドされたアプリケーション
をロードするときに、未使用のインラインサブVIがメモリにロードされないようにできます。
LabVIEWは、ビルド内のVIがサブVIをサブVIノード経由でスタティックに呼び出すだけの場合
に、そのインラインVIを未使用とみなします。その一方、ビルド内のVIがサブVIを「スタティッ
クVIリファレンス」関数経由で参照している場合は、LabVIEWはそのサブVIとの接続を解除
することができません。
インラインサブVIの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブの基本機能→パフォー
マンスおよびメモリを管理する→概念→VIの実行速度トピックを参照してください。

追加および変更されたVI、関数、ノード
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。
計算幾何学VI
計算幾何学パレットには、以下の新しいVIが含まれています。
• 凸多角形の交点
• 多角形の図心
上級TDMSデータリファレンスI/O関数
LabVIEWの外部コンポーネント（データストリーミングデバイスを制御するデバイスドライ
バのダイレクトメモリアクセス（DMA）バッファなど）のデータと通信するには、「上級
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TDMSデータリファレンスI/O」関数を使用します。これらの関数を使用すると、LabVIEW配
列に最初にコピーすることなくデバイスドライバのDMAバッファのデータを.tdmsファイル
に非同期で書き込むことができます。また、.tdmsファイルからデータを非同期で読み取り、
DMAバッファに直接データを追加することもできます。
上級TDMSデータリファレンスI/Oパレットには、以下の新しい関数が含まれています。
• 上級TDMS非同期読み取り（データリファレンス）
• 上級TDMS非同期書き込み（データリファレンス）
• TDMS非同期読み取りを構成（データリファレンス）
• TDMS非同期書き込みを構成（データリファレンス）
• TDMS非同期読み取りステータスを取得（データリファレンス）
• TDMS非同期書き込みステータスを取得（データリファレンス）
アクターフレームワークVI
お互いと通信するアクターと呼ばれる独立して実行されるオブジェクトで構成されるアプリ
ケーションを作成するには、アクターフレームワークVIを使用します。アクターフレームワー
クおよびこれらのVIの使用例については、プロジェクトを作成ダイアログボックスから使用
できるアクターフレームワークテンプレートおよびフィードバック蒸発冷却器サンプルプロ
ジェクトを参照してください。
LabVIEW 2012には、アクターがお互いに送信するメッセージを作成するために使用するアク
ターフレームワークメッセージメーカダイアログボックスも含まれています。
HTTPクライアントVI
HTTPクライアントパレットには、以下のパレットが新しく追加されました。
• ヘッダ
• セキュリティ
ヘッダパレットには、以下の新規VIが追加されました。
• ヘッダを取得
• ヘッダの有無を確認
• ヘッダリスト
• ヘッダを削除
セキュリティパレットには、以下の新規VIが追加されました。
• ConfigKey
• 復号
• 暗号化
ウェブサービスVI
ウェブサービスパレットは再編され、以下の新しいパレットが入りました。
• 出力
• セキュリティ
• セッション
セキュリティパレットには、以下の新規VIが追加されました。
• 復号
• 暗号化
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• 詳細な認証情報を取得
FTP VI
プロトコルパレットには、新しいFTPパレットが追加されました。旧バージョンのLabVIEWで
は、FTPパレットはInternetツールキットの一部でした。
その他の新規VIおよび関数
• 上級ファイルパレットには、「バイナリファイルから読み取る（事前割り当て）」関数

が含まれています。
• ダイアログ&ユーザインタフェースパレットに、エラーリングが含まれています。
TDMストリーミングVIおよび関数
LabVIEW 2011以前では、TDMストリーミングVIおよび関数は、WindowsおよびNI ETSとWind
River VxWorksのリアルタイムオペレーティングシステムをサポートします。LabVIEW 2012で
は、TDMストリーミングVIおよび関数は、MacOSXおよびLinuxを含む、より多くのオペレー
ティングシステムをサポートしています。

メモ すべてのTDMストリーミングVIおよび関数がクロスプラットフォームサポー
トが提供されるわけではありません。各VIまたは関数がサポートするオペレーティ
ングシステムについては、『LabVIEWヘルプ』の各TDMストリーミングVIまたは関
数のヘルプトピックを参照してください。

LabVIEWの上級TDMSパレットにあるVIおよび関数は、以下のサブパレットに分類されていま
す。
• 上級TDMS非同期I/O
• 上級TDMSデータリファレンスI/O
• 上級TDMS同期I/O

「TDMS非同期書き込みを構成」関数のデータタイプ入力は、必須から推奨に変更されまし
た。
その他のVIおよび関数の変更点
他にも、LabVIEW 2012では、次のようなVIおよび関数の変更点があります。
• 複合演算―和、積、And、OrまたはExclusive Or関数を複合演算関数で置き換えた場

合、複合演算関数は旧バージョンのLabVIEWのようにデフォルトで和演算になるのでは
なく、置き換えた演算になります。[StevePの提案による]

• LVクラスデフォルト値を取得―「LVクラスデフォルト値を取得」VIはクラスパス入力に
擬似パス値を許可するようになりました。

• 平均―「平均」VIは、多態性VIに変更され、「平均（CDB）」インスタンスが追加され
ました。

• 複素キューPtByPtとデータキューPtByPt―「複素キューPtByPt」VIと「データキューPtByPt」
VIには、データキューの最初の要素値を指定する初期キュー要素入力が含まれています。

• ビルド―「ビルド」VIは、多態性VIに変更され、「ビルド（プロジェクトリファレン
ス）」インスタンスが追加されました。

• 計測ファイルから読み取る―ファイル形式としてテキスト（LVM）を選択した場合、一
般テキストファイルを読み取るチェックボックスはデフォルトでオフになります。

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 2012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
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ヘルプ』の目次タブのLabVIEW 2012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。

新規および変更されたウェブサービス
ウェブサービス管理
NI Web-based Configuration and Monitoringに新しくウェブサービス管理ページが追加され
ました。このページでは、ウェブサービスをデプロイ解除したり、個々のウェブサービスの
ユーザ権限を表示したり、ウェブメソッドを呼び出したりすることができます。ウェブサー
ビス管理ページにアクセスするには、LabVIEW RESTful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デプロイ解除を選択します。

変数ウェブサービス
LabVIEWウェブサービスにより、HTTP対応のクライアントがVIと対話してデータを交換する
ことが可能になります。URLとHTTPメソッドを使用して、ウェブサービスにデータを送信し
ます。LabVIEW 2012には、シェア変数にアクセスすることを可能にする標準ウェブサービス
が含まれています。シェア変数ウェブサービスnivariableは、オープンデータプロトコル
（OData）を使用します。ODataについては、ODataのウェブサイトwww.odata.orgを参照
してください。シェア変数ウェブサービスを使用すると、LabVIEWで作成したシェア変数と
対話したり、監視したりすることができます。

プロジェクトテンプレートとサンプルプロジェクトを使用して一般的な目標を達成
する

LabVIEW 2012では、信頼性の高いデザインとプログラミング方法を採用したプロジェクトを
作成できるようにプロジェクトテンプレートが用意されています。これらのプロジェクトテ
ンプレートを実際の目的に適合させる方法を紹介するために、LabVIEW 2012には、各テンプ
レートに基づいたサンプルプロジェクトも含まれています。プロジェクトを作成ダイアログ
ボックスから以下のテンプレートおよびサンプルプロジェクトを参照するには、ファイル→
プロジェクトを作成を選択します。
• 簡易ステートマシン―コードのセクションと実行順序を定義するテンプレートです。
• 有限測定―簡易ステートマシンを使用して1つの測定を集録し、ディスクに記録します。
• キューメッセージハンドラ―データ集録やログなどのタスクの実行をユーザに許可しつ

つ、ユーザインタフェースを監視するテンプレートです。
• 連続測定およびロギング―キューメッセージハンドラを使用して連続的に測定を集録し

ながらディスクに記録するサンプルプロジェクトです。
• アクターフレームワーク―互いにデータをやり取りする複数の独立したタスクで構成さ

れるアプリケーションのテンプレートです。
• フィードバック蒸発冷却器―アクターフレームワークを使用して水槽を冷却するサンプ

ルプロジェクトです。冷却器はシミュレーションまたは実際のハードウェアで、手動ま
たは自動制御し、2つのうちいずれかのユーザインタフェースで表示できます。

プロジェクトのデザインおよび機能の詳細については、各テンプレートまたはサンプルプロ
ジェクトのProject Documentationフォルダを参照してください。

旧バージョンのLabVIEWの機能と変更点
お使いのバージョン以降にリリースされたLabVIEWの各バージョンの新機能を特定するには、
それらのバージョンのアップグレードノートを参照してください。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
リストから適切なLabVIEWバージョン用のInfo Codeを入力してください。
• LabVIEW 8.6アップグレードノート―upnote86j
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