
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、OS X、Linux用のLabVIEWをLabVIEW 2013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を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 2013に新たに追加された機能および動作
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LabVIEW 2013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 LabVIEW 5.1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 2013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すには、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、実際のデータ処
理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、テストマシンを本稼動マシンに置き換える
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 2013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
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• 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 2013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 2013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
LabVIEW 2013でVIを一括コンパイルすると、VIはLabVIEWの最新バージョンに変換され、壊
れたVIを特定するの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
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 2013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

LabVIEWアップグレードノート 4 ni.com



b.壊れたVIを修正する
旧バージョンのLabVIEWとLabVIEW 2013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 2013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. 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。これらのテストをダウンロードするに
は、ナショナルインスツルメンツのウェブサイト（ni.com/info）でInfo Codeに
「analyzevi」を入力してください。

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 2013既知の問題リスト―LabVIEW 2013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/infoでlv2013ki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 2013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 2013
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 2013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 2013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 2013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 8.6以前からアップグレードする
LabVIEW 8.6以前からLabVIEW 2013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 2009からアップグレードする
LabVIEW 2009からLabVIEW 2013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」、「LabVIEW 2011からアップグレー
ドする」、および「LabVIEW 2012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
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• 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。

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。
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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が含まれているVIをLabVIEW 2010以降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。
呼び出し規約エラーをすべて解決すると、そのVIをLabVIEW 2010以降にアップグレードする
ことができます。

LabVIEWとNI TestStandの互換性に関する問題
LabVIEW 2010以降は、TestStand4.2.1以前のバージョンと互換性の問題があることが確認され
ています。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/infoでInfo Codeに「exvaku」と入力し
てください。
LabVIEWとNI TestStandの問題に関する追加情報は、TestStandのインストールメディアおよび
<TestStand>\Docディレクトリにある、使用しているバージョンのNI TestStand用の
Readme.htmlファイルを参照してください。

LabVIEW 2010からアップグレードする
LabVIEW 2013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」と「LabVIEW 2012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
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。
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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。

平坦化されたデータを異なるバージョンのLabVIEW間で転送する
LabVIEW 2011以前では、「文字列に平坦化」関数と「文字列から非平坦化」関数を使用して
異なるバージョン間でデータを転送します。LabVIEW 2012では、このデータを転送するため
に、labview\vi.lib\UtilityディレクトリにあるVariantFlattenExp VIを使用します。
VariantFlattenExp VIは、データの転送先LabVIEWのターゲットバージョンの16進数整数を受
け入れます。

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、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、拡張精度数値データは倍精度数値データに強制
変換されます。
この動作は、LabVIEW 8.5および8.6と同じです。しかし、LabVIEW 8.0、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
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されます。したがって、LabVIEW 2010以前ではエラーを返さなかったLabVIEW共有ライブラ
リも、LabVIEW 2011以降では適切にエラーを返します。
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

LabVIEW 2011とその他のナショナルインスツルメンツソフトウェアの互換性に関す
る問題
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の後、NI I/O Traceという名前に変更されました。NI I/O Traceは、NIデバイス
ドライバメディアからインストールできます。
LabVIEW 2011は、Measurement Studio 8.0以降をサポートします。アップグレードアドバイ
ザにアクセスして、Measurement Studio 8.0以降を購入するには、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に「exd8yy」と入力してください。

LabVIEW 2011からアップグレードする
LabVIEW 2013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 2012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。
廃止されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2012以降は、以下のVI、関数、ノードをサポートしていません。
• 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。
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廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2012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。
• 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以降で変更されました。

タイプLabVIEW 2012以降での名前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からアップグレードする
LabVIEW 2012からLabVIEW 2013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。

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 2013で変更されました。
ウェブサービスVI
ウェブサービスパレットにある以下のVIは、LabVIEW 2013で改訂されました。VIのhttpRequestID
入力はLabVIEWウェブサービス要求入力に変更されました。新しい機能を使用するには、廃
止されたVIをウェブサービスパレットにある同名のVIに置き換えてください。
• ウェブサービスパレット:

– すべてのフォームデータを読み取る
– すべての要求変数を読み取る
– フォームデータを読み取る
– ポストデータを読み取る
– 要求変数を読み取る
– アップロードされたファイルの情報を読み取る

• 出力サブパレット:
– 出力を排出
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– ESPテンプレートをレンダリング
– ESP変数を設定
– HTTPヘッダを設定
– HTTPリダイレクトを設定
– HTTP応答コードを設定
– HTTP応答MIMEタイプを設定
– 応答を書き込む

• セキュリティサブパレット:
– 復号化
– 暗号化
– 詳細な認証情報を取得

• セッションサブパレット:
– セッションが存在するかどうかをチェック
– セッションを作成
– セッション変数を削除
– セッションを破棄
– セッションIDクッキーを取得
– すべてのセッション変数を読み取る
– セッション変数を読み取る
– セッション変数を書き込む

ダイナミック登録されている未処理のイベントに対するイベントストラクチャタイ
ムアウト端子の動作に関する変更
LabVIEW 2012以前では、イベントをダイナミック登録した場合、イベントストラクチャで処
理が構成されていないイベントが発生したときに、タイムアウト端子がそのイベントによっ
てリセットされる場合があります。たとえば、「イベント登録」関数を使用してマウスアッ
プ、マウスダウン、マウス移動を登録してあるが、イベントストラクチャでマウスアップと
マウスダウンのイベントしか構成していない場合にマウス移動イベントが発生すると、タイ
ムアウト端子がリセットされます。

メモ タイムアウト端子がリセットされるのは、その端子に値を配線した場合のみ
です。

LabVIEW 2013では、ダイナミック登録されたイベントの処理が定義されていなくても、その
イベントが発生したときにイベントストラクチャのタイムアウト端子はリセットされませ
ん。

デフォルト.NET Frameworkに関する変更
LabVIEW 2013で.NETオブジェクトを作成して通信するには、.NET Framework 4.0が必要で
す。.NET Framework 4.0では、.NET Frameworkの任意のバージョンでビルドされた純粋なマ
ネージアセンブリ、および.NET4.0でビルドされたミックスモードアセンブリをロードするこ
とができます。LabVIEW 2013インストーラには、.NET Framework 4.0が含まれています。し
かし、もし.NET Framework 4.0をアンインストールしたり、別のバージョンの.NET Framework
をターゲットにしたアセンブリをロードしようとした場合、.NETオブジェクトを作成して通
信しようとしたときにエラーが返される場合があります。
LabVIEW 2013は、デフォルトで共通言語ランタイム（CLR）4.0をロードします。しかし、CLR
2.0をターゲットにした.NETミックスモードアセンブリを強制的にロードさせることができま
す。
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LabVIEWでアセンブリをロードするための詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブ
で基本機能→Windowsコネクティビティ→操作手順→.NET→LabVIEWで.NET 2.0、3.0、3.5アセ
ンブリをロードするを参照してください。

システムボタンに関する変更
LabVIEW 2012以前では、システムパレットからフロントパネルにシステムボタンを追加した
場合、デフォルトでは、改行キーで値が切り替わります。LabVIEW 2013では、システムボタ
ンにデフォルトキーバインディングは適用されません。

値および値（信号）プロパティに関する変更
LabVIEW 2012以前では、値プロパティまたは値（信号）プロパティを使用してラッチ型ブー
ル制御器の値を設定すると、LabVIEWはエラーを返します。しかし、ラッチ型ブール制御器
をタイプ定義に変更すると、エラーが返されなくなります。LabVIEW 2013では、ラッチ型
ブール制御器の値を設定しようとすると、値プロパティまたは値（信号）プロパティは、競
合状態を回避するために、常にエラーを返します。

条件トンネルのパフォーマンスの改善点
LabVIEW 2012では、ループの各出力トンネルで指定する値のみを含ませるために条件トンネ
ルオプションを使用することができますが、ナショナルインスツルメンツではパフォーマン
スが重要なアプリケーションにおいては条件トンネルに代わる別のオプションを使用するこ
とを推奨します。LabVIEW 2013では、条件トンネルのパフォーマンスを向上させるために、
条件トンネルオプションへのメモリ割り当てが削減されます。

カスタム制御器をサブパネルに配線する
サブパネルクラスのVIを挿入メソッドにカスタム制御器を配線すると、エラーが返されます。
カスタム制御器をサブパネルに配線するには、VIのフロントパネルに制御器を追加して、そ
のVIをサブパネルに配線します。

NI Web-Based Configuration & MonitoringをSSL付きで使用する
LabVIEW 2012以前では、NI分散システムマネージャからSSL（Secure Sockets Layer）証明書
およびCSR（証明書署名要求）を表示して編集します。この機能は、分散システムマネージャ
ではサポートされなくなりました。
SSL証明書とCSRの作成、編集、表示、削除はNIWeb-basedConfiguration&Monitoringから行
えるようになりました。SSL証明書とCSRを管理するには、NI Web-based Configuration &
Monitoringユーティリティでウェブサーバ構成ページに移動し、SSL証明書管理タブを表示し
ます。

LabVIEWウェブサービスの作成とパブリッシュ
LabVIEW 2013では、ウェブサービスを作成したり、ウェブサービスのプロパティ（URLマッ
ピングなど）を構成する際、RESTfulウェブサービスビルド仕様を使用しなくなりました。
LabVIEW 2012以前に作成したビルド仕様を引き続き使用するか、それらをウェブサービスプ
ロジェクト項目に変換することができます。変換ツールをダウンロードするには、
ni.com/jp/infoで「ConvertWS」と入力してください。

ウェブサービスをLabVIEW 2013形式に変換する場合、プロジェクトのウェブサービスプロ
ジェクト項目を右クリックして、プロパティを選択することにより、ウェブサービスビルド
仕様を構成するためにLabVIEW 2012以前で提供されていたほとんどのオプションにアクセス
することができます。LabVIEW 2012以前で使用できたウェブサービス動作とオプションのう
ち、LabVIEW 2013で変更または削除されたものを以下に表で示します。
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LabVIEW 2013LabVIEW 2012以前

ウェブメソッドVIの概念は、「HTTPメソッドVI」という名前に
変更されました。

ウェブメソッドVIとは、クライアントからHTTP要求を受け取
り、クライアントにデータを返すVIのことを意味します。

ウェブサービスにアクセスするには、同一のサービス名を使
用します。

ウェブサービス名のサービスエイリアスを定義することによ
り、クライアントがサービスにアクセスする際のURLをカスタ
マイズすることが可能です。

HTTPメソッドVIにマッピングできるのは1つのURLのみです。
複数のURLが同じVIを呼び出すことを許可するには、複数の
HTTPメソッドVI内でサブVIとして使用します。各URLマッピン
グは各HTTPメソッドVIに保持します。

ウェブメソッドVIに複数のURLのマッピングが可能です。

複数のURLを1つのHTTPメソッドVIにマッピングすることは許
可されないため、このオプションは削除されました。このた
め、オーバーライド動作に依存する代替URLマッピングを作成
することはできません。

VIのコネクタペーン端子のデフォルト値をオーバーライドす
る値を指定することが可能です。

代替VIの概念は、スタートアップVIという名前に変更されまし
た。LabVIEWは、プロジェクトでスタートアップVIプロジェク
ト項目の下に配置されたすべてのVIをスタートアップVIとみな
します。

プロジェクト内のVIは代替VIとしてマークすることができま
す。代替VIは、ウェブメソッドVIとデータを交換するが、クラ
イアントには公開されません。

このオプションは削除されました。ウェブサービスの「スタンドアロン」デプロイメントを無効
にすることが可能です。この場合、ウェブサービスはLabVIEW
開発システムがオープンのときにのみデプロイされます。

ウェブサービスをビルド仕様からビルドしないので、このオ
プションは使用できません。

VIを、ウェブサービスのビルド時に実行されるビルド前ステッ
プまたはビルド後ステップとして実行されるように設定する
ことが可能です。

LabVIEW 2013でのウェブサービスを作成、デバッグ、パブリッシュする方法については、
「LabVIEWウェブサービスの作成とパブリッシュ」セクションを参照してください。

LabVIEW 2013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。

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 2013
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。

LabVIEWウェブサービスの改善点
LabVIEW 2013では、LabVIEWウェブサービスおよびそれに関連する機能が、以下のように改
善されました。

LabVIEWウェブサービスの作成とパブリッシュ
LabVIEW 2013では、LabVIEWウェブサービスを簡単に作成、デバッグ、パブリッシュするこ
とができます。ウェブサービスに関連する一部タスクがLabVIEW 2013でどのように改善され
たかについては、以下の表を参照してください。
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説明がある『LabVIEWヘルプ』
トピックLabVIEW 2013LabVIEW 2012以前タスク

チュートリアル: LabVIEWウェ
ブサービスアプリケーション
を作成または使用する

1. マイコンピュータまた
はリモートターゲットの
下のプロジェクト項目に
ウェブサービスプロジェ
クト項目を追加する

2. 項目の下にファイルを追
加して、プロジェクトか
ら設定を構成するパブ
リッシュしたときに
LabVIEWがウェブサービ
ス内のプロジェクト項目
の下のすべてのファイル
を含める

1. LabVIEWプロジェクトに
ウェブサービスを構成す
るVIおよびその他のファ
イルを追加する

2. RESTfulウェブサービスビ
ルド仕様を作成し、含め
るファイルやそのURL
マッピングなどのビルド
設定を構成する

3. ウェブサービスソース
ファイルまたはビルド設
定を更新するたびにウェ
ブサービスビルド仕様を
ビルドする

ウェブサービスを作成する

ウェブサービスをパブリッ
シュする

ウェブサービスプロジェクト
項目を右クリックしてアプリ
ケーションウェブサービス→
パブリッシュを選択すること
でプロジェクトから直接ウェ
ブサービスファイルをパブ
リッシュする

ビルドされたウェブサービス
をホストコンピュータまたは
ターゲットにデプロイする

スタンドアロンウェブサービ
スをパブリッシュする

スタンドアロンアプリケー
ションまたはインストーラに
ウェブサービスを含める

• ウェブサービスをアプリ
ケーションのビルド仕様
に含める。ビルドアプリ
ケーションは実行時に
ウェブサービスを自動的
にパブリッシュする

• ウェブサービスはアプリ
ケーションに特定のウェ
ブサーバで実行される

• ビルドされたアプリケー
ションを実行してから、
ビルドされたウェブサー
ビスをデプロイする

• ウェブサービスがアプリ
ケーションウェブサーバ
で実行される

LabVIEWスタンドアロンアプ
リケーションに依存するウェ
ブサービスをパブリッシュす
る

-ウェブサービスをスタンドア
ロンアプリケーションに含め
た場合、ウェブサービスはメ
インアプリケーションインス
タンスで実行される。これに
より、LabVIEWが提供する多
くのプロトコルとAPI経由で通
信を実装することが可能にな
る

ウェブサービスはメインの
LabVIEWアプリケーションイ
ンスタンスとは別のコンテキ
ストで実行されるので、ウェ
ブサービスとスタンドアロン
アプリケーションとの通信
は、ネットワークストリーム
などのクロスコンテキスト通
信をサポートする通信機能に
限定される

所有アプリケーションと通信
する
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説明がある『LabVIEWヘルプ』
トピックLabVIEW 2013LabVIEW 2012以前タスク

ウェブサービスをテストおよ
びデバッグする

1. ウェブサービスプロジェ
クト項目を右クリックし
て、開始を選択すること
により、プロジェクトか
らデバッグセッションを
開始する

2. 通常のデバッグテクニッ
クを使ってソースファイ
ルの問題をデバッグする

1. ウェブメソッドVIにブ
レークポイントを追加す
る

2. ウェブサービスビルド仕
様でデバッグを有効にす
る

3. ウェブサービスをビルド
してデプロイする

4. アプリケーションまたは
共有ライブラリをデバッ
グダイアログボックスを
使用してウェブサービス
に接続し、ウェブメソッ
ドVIを開く

5. 通常のデバッグテクニッ
クを使ってソースファイ
ルの問題をデバッグする

ウェブサービスをデバッグす
る

スタティックコンテンツを
ウェブサービスに統合する

ウェブサービスプロジェクト
項目の下にパブリックおよび
プライベートスタティックコ
ンテンツフォルダを追加す
る。LabVIEWでは、URLマッピ
ングがパブリックの各スタ
ティックファイルに自動的に
割り当てられます。

• スタティックコンテンツ
のフォルダをプロジェク
トに追加する

• ビルド仕様にスタティッ
クコンテンツファイルを
含めて、各ファイルと
フォルダことにURLマッ
ピングと出力先を定義す
る

スタティックコンテンツを統
合する

-ウェブサービスとそのプロパ
ティを1つのターゲットから別
のターゲットにコピーするに
は、親ウェブサービスプロ
ジェクト項目をクリックし
て、別のターゲットにドラッ
グする

ウェブサービスビルド仕様を
1つのターゲットから別のター
ゲットにコピーすることはで
きない

ウェブサービスを複数のター
ゲットで再利用する

ウェブサービスでセキュア通信を有効にする
LabVIEWRT用SSLサポートがインストールされている場合、ポート3581を使用してウェブサー
ビスとのセキュア通信を構成することができます。ウェブサービス通信は、NI Web-based
Configuration&Monitoringユーティリティを使用して構成します。NIWeb-basedConfiguration
& Monitoringにアクセスするには、ホストシステム上のウェブブラウザで
http://localhost:3582と入力します。

ウェブサービスとのセキュア通信を有効にするには、以下の手順に従います。
1. NI Web-based Configuration & Monitoringのウェブサーバ構成ページでSSL（HTTPS）有効

を選択します。
2. SSL（HTTPS)ポートを3581に指定します。
3. HTTP有効を無効にします。
4. 適用ボタンをクリックします。
NI Web-basedMonitoring & Configurationの詳細については、『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→操作手順→ウェブブラウザでリモート
デバイスを監視および構成するトピックを参照してください。
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旧バージョンのLabVIEWでは、LabVIEWウェブサービスはポート3580を使用しており、HTTPS
設定を変更することはできませんでした。

新規および変更されたウェブサービス関連のVI
LabVIEW 2013では、以下のVIが追加および変更されました。
ウェブサービスVI
ウェブサービスパレットに、新たにサービスサブパレットが追加されました。サービスVIは、
他のウェブサービスVIと異なり、HTTPメソッドVIからだけでなく、スタートアップVIからも呼
び出すことができます。
• ウェブサービスステータスを取得―ウェブサービスが停止中かどうかを返します。
• サービス属性を読み取る―パブリッシュされたブライベートおよびパブリックコンテン

ツフォルダへのパスなどの、ウェブサービスに関する情報を返します。
SMTP EメールVI
LabVIEW 2013では、新しくSMTP EメールパレットにSMTP EメールVIが追加されました。デー
タやファイルの添付も含め、Eメールを送信するには、SMTPEメールVIを使用します。LabVIEW
は、SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)を使用してEメールを送信します。セキュリティを強
化するために、SMTPサーバとの通信にTLS（Transport Layer Security）を使用することができ
ます。また、SMTPクライアントの認証情報を指定することができます。
SMTP Eメールパレットには、「Eメールを送信」Express VIが含まれています。「Eメールを送
信」Express VIを使用すると、指定した受信者リストにLabVIEWから簡単にEメールを送信す
ることができます。しかし、ヘッダを構成したい場合、TLS設定をしたい場合、または添付を
含めたい場合は、標準のSMTP Eメール VIを使用して、より高度な設定でEメールを構成して
送信する必要があります。
WebDAV VI
LabVIEW 2013には、ターゲットとの間でファイルを安全に転送するために新しいWebDAVパ
レットと新しいVIが含まれています。WebDAVパレットには、さらに高度なWebDAV同期と
WebDAV非同期サブパレットがあります。
同期インタフェースを使用してWebDAVターゲット上のファイルを安全に管理したり、
WebDAVターゲットとの間でファイルを安全に転送したりするためには、WebDAV同期VIを
使用します。WebDAV同期VIの使用時にWebDAVサーバに送信できる要求は一度に1つだけで
す。
非同期インタフェースを使用してWebDAVターゲット上のファイルを安全に管理したり、
WebDAVターゲットとの間でファイルを安全に転送したりするためには、WebDAV非同期VI
を使用します。WebDAV非同期VIを使用すると、WebDAVサーバに同時に複数の要求を送信
できます。

LabVIEWでのイベント駆動型プログラミングの生産性向上
LabVIEW 2013では、イベント駆動型プログラミングおよびそれに関連する機能が以下のよう
に改善されました。

エンキューされたイベントを実行時に表示する
LabVIEW 2013では、イベントストラクチャに関連付けられたイベントキューで待機中のイベ
ントを検査することができます。また、登録されたイベントがあるイベントストラクチャが
含まれているVIのリスト、およびイベントストラクチャが処理したイベントのログを確認す
ることもできます。イベント情報を表示するには、イベントストラクチャを右クリックして
イベント検査ウィンドウを選択します。
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マウスホイールの動きに制御器がいつ反応するかをカスタマイズする
LabVIEW 2013では、制御器がマウスホイールの動きに反応する条件を指定することがで

きます。指定するには、対象制御器のプロパティダイアログボックスのキー操作ページに移
動します。次に、ビルトインマウスホイールサポートコンポーネントで使用できるオプショ
ンの中から適切なものを選択します。たとえば、制御器にホバー時またはキーフォーカス時
に制御器がマウスホイールの動きに反応するように選択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tstとjacemdom1の提案による]

イベントを編集ダイアログボックスの改善点
イベントを編集ダイアログボックスには、イベントキューに保持できるイベントインスタン
スの最大数を指定することを許可するチェックボックスがあります。イベントキュー内でこ
のイベントの最大インスタンスを制限するを有効にすると、LabVIEWはイベントタイプが同
じ新しいイベントが到着すると古いイベントをイベントキューから自動的に破棄することに
より、キュー制限を維持します。

新規および変更されたイベント関数
LabVIEW 2013では、以下の関数が追加および変更されました。
• イベントパレットには、新しい「イベントキューを排出」関数が含まれています。この

関数は、1つまたは複数のイベントキューから通知イベントを古い順番に排出します。
• 「ユーザイベントを生成」関数には優先度入力があり、ユーザイベントにnormal

priorityまたはhigh priorityを指定することができます。high priorityに指定する
と、ユーザイベントとそれに関連付けられたイベントデータは、イベントキュー内にあ
る、優先度がnormalの生成済みイベントよりも前にエンキューされます。

イベントストラクチャをプログラム的に制御する
LabVIEW 2013には、イベントストラクチャを制御するための新しいVIスクリプトプロパティ
とメソッドが含まれています。これらのプロパティとメソッドについては、『LabVIEWヘル
プ』の目次タブのLabVIEW 2013の機能および変更点→新しいVIスクリプトオブジェクトトピッ
クを参照してください。

ブロックダイアグラムの改善点
LabVIEW 2013では、ブロックダイアグラムおよびそれに関連する機能が以下のように改善さ
れました。

ブロックダイアグラムオブジェクトにコメントを添付する
LabVIEW 2013では、ブロックダイアグラムオブジェクトにフリーラベルを関連付けるこ

とで、特定のオブジェクトにコメントを関連付けておくことができます。ブロックダイアグ
ラムの構成を変更したり、ダイアグラムをクリーンアップボタンを使用しても、コメントと
オブジェクトとの関連付けは維持されます。オブジェクトには、複数の異なるコメントを付
けることができますが、複数のオブジェクトに同じコメントを関連付けることはできませ
ん。
コメントを添付するには、コメントの上にカーソルを置いて右下にグリフを表示させます。
次に、グリフをクリックしてから、ブロックダイアグラムオブジェクトをクリアします。
[NIディスカッションフォーラムメンバーChris_H.の提案による]

LabVIEWの未完了タスクを管理する
ラベルとブロックダイアグラムのコメントでハッシュタグ（#）を使用することにより、

タスクの一覧リストを管理することができます。ハッシュタグとそれに続くテキストはブッ
クマークと呼ばれます。ブロックダイアグラムのコメントにハッシュタグを追加すると、
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LabVIEWはブックマークを検知し、アルゴリズムを #書き換えるなどのブックマークタグを、
テキストの残りの部分と区別するために太字で表示します。ブックマークは、コード内で作
業が必要な部分に目印を付けるために使用します。アプリケーション中のすべてのブック
マークを表示するには、表示→ブックマークマネージャを選択してブックマークマネージャ
ウィンドウを表示します。

メモ ブックマークを配置できるのは、ラベルとブロックダイアグラムの中だけで
す。制御器や表示器にブックマークを使用することはできません。

[NIディスカッションフォーラムメンバーEdupoの提案による]

フロントパネルの改善点
グラフの改善点
LabVIEW 2013には、ミックスドシグナルおよびデジタル波形グラフに関する以下の改善点が
含まれています。
デジタルラインをミックスドシグナルグラフのバスにグループ化する
旧バージョンのLabVIEWでは、デジタルデータをミックスドシグナルグラフに配線すると、
ミックスドシグナルグラフに各デジタルデータセットのデジタルラインが個別に表示され、
親ノードの下にグループ化されます。
LabVIEW 2013では、デジタルデータをミックスドシグナルグラフに配線したとき、ミックス
ドシグナルグラフではデジタルラインがバスにグループ化され、バスにはデジタル波形グラ
フと同様、バス内の全ラインの合計値が表示されます。各配列要素がバスを表すデジタル
データの配列を配線すると、ミックスドシグナルグラフは、各要素のデジタルデータの各列
を別々のラインとしてプロットします。
データをより詳しく比較するために、バスを別のプロットエリアに移動することができま
す。デジタルプロットをあるプロット領域から別のプロット領域に移動する場合は、バス全
体を移動する必要があります。バスを移動するには、移動したいバスの名前の横のプロット
凡例のアイコンを選択して、プロット凡例の別のプロット領域にドラッグします。

メモ バスからラインを分離するとデータ表記法が壊れてしまうので、ミックスド
シグナルグラフ上のバスからデジタルラインを分類することはできません。

バスラベルを固定小数点表記法でフォーマットする

LabVIEW 2013では、プロット凡例のバスを右クリックして、ショートカットメニューからラ
ベル形式→固定小数点を選択することにより、ミックスドシグナルまたはデジタル波形グラ
フのバスラベルを固定小数点表記法でフォーマットすることができます。固定小数点ラベル
のエンコーディングと表記法を構成するには、デジタルバスを右クリックして、ラベル形式
→固定小数点を構成を選択して固定小数点を構成ダイアログボックスを表示します。
固定小数点デジタルバスラベルを構成する方法については、『LabVIEWヘルプ』の固定小数
点を構成ダイアログボックス（ミックスドシグナルおよびデジタル波形グラフ）トピックを
参照してください。
また、固定小数点スタイルプロパティ、固定小数点設定プロパティ、および固定小数点の小
数点以下の桁数プロパティを使用して、固定小数点ラベル形式をプログラム的に構成するこ
ともできます。
固定小数点プロパティの詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブのプロパティとメ
ソッドのリファレンス→VIサーバ→一般→バス→プロパティブックを参照してください。
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LabVIEW 2013では、LabVIEW環境が以下のように改善されました。

ダイアログボックスの改善点
LabVIEW 2013では、ダイアログボックス項目が以下のように改善されました。
VIおよびVI階層を比較するレポートを作成する
LabVIEW 2013のプロフェッショナル開発システムでは、VIおよびVI階層を比較した後、比較
レポートを作成することができます。VIまたはVI階層を比較するには、ツール→比較を選択
します。比較した結果をレポートに保存するには、VI階層を比較ダイアログボックスまたは
差異ダイアログボックスでレポートを作成をクリックします。レポートは、ウェブページ
（.xml）またはテキストファイル（.txt）として保存できます。（Windows）レポートを
Microsoft Word文書（.doc）として保存することもできます。

メモ Microsoft Wordレポートを作成するには、Microsoft Wordがインストールされ
ている必要があります。

比較レポートには、比較したVIまたはVI階層間の違いがすべて一覧に表示されます。ウェブ
ページとMircrosoft Wordレポートには、フロントパネルおよびブロックダイアグラムの違い
を示すスクリーンショットも含まれます。違いの一覧と詳細は、差異ダイアログボックスお
よびVI階層を比較ダイアログボックスで表示されます。

メモ 比較レポートは英語のみです。

比較レポートの作成の詳細については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→アプリ
ケーション開発と設計ガイドライン→操作手順→VIおよびVI階層を比較するブックを参照し
てください。

アプリケーションビルダの改善点
インストーラ用にNIソフトウェアを自動的に選択する

LabVIEW 2013でインストーラをビルドする際、ビルドアプリケーションに必要なドライ
バおよびその他のソフトウェアコンポーネントのインストーラが自動的に選択されます。正
しいコンポーネントが入っていないインストーラをビルドしてしまう可能性を減らすため
に、この機能を使用してください。この機能を無効にするには、インストーラのインストー
ラプロパティダイアログボックスの追加のインストーラページの推奨されたインストーラを
自動的に選択チェックボックスをオフにします。
[NIディスカッションフォーラムメンバーjlokanisの提案による]

ビルド仕様でディレクトリバージョンを作成する
LabVIEW 2012以前では、ビルド仕様を作成する場合、ディスク上のディレクトリパスにビル
ドバージョン番号は含まれませんでした。LabVIEW 2013では、ディレクトリパスにバージョ
ン番号が自動的に含まれるように、ビルド先パスにタグを使用することができます。
[VersionNumber]は、ビルド仕様プロパティダイアログボックスの情報ページの出力先パス
フィールドまたは情報ページの出力先ディレクトリフィールドに含めることができます。
以下の表に各ビルド仕様で使用するタグ、およびディスク上に作成されるディレクトリ名を
示します。

ディスク上の作成されるディ
レクトリユーザ定義パスタグビルド仕様

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[VersionNumber][VersionNumber]アプリケーション（EXE）
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ディスク上の作成されるディ
レクトリユーザ定義パスタグビルド仕様

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[ProductVersion][ProductVersion]インストーラ

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[VersionNumber][VersionNumber].NET Interopアセンブリ

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[VersionNumber][VersionNumber]パックライブラリ

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[VersionNumber][VersionNumber]共有ライブラリ（DLL）

C:\temp\builds\1.0.0.0C:\temp\builds\[VersionNumber][VersionNumber]ソース配布

たとえば、スタンドアロンアプリケーションを作成するときに、アプリケーションプロパ
ティダイアログボックスの情報ページの出力先ディレクトリフィールドに[VersionNumber]
タグを含めると、アプリケーションは、現在のバージョン名が付いたフォルダを含んだパス
にビルドされます。

メモ バージョン情報ページの自動増分チェックボックスを有効にするか、インス
トーラの場合に製品バージョンの自動増分チェックボックスを有効にして、
[VersionNumber]または[ProductVersion]タグを使用すると、ディスク上の旧ビ
ルドが上書きされず、バージョン番号が付いた新しいディレクトリが作成されま
す。

WindowsEmbeddedStandardが稼動するターゲット用にアプリケーションをビルド
する
アプリケーションビルダを使用して、WindowsEmbeddedStandardオペレーティングシステ
ムが稼動するターゲットで、特定タイプのアプリケーションをビルドできるようになりまし
た。しかし、プロジェクトエクスプローラウィンドウを使用して、このオペレーティングシ
ステムが稼動するターゲットに任意のタイプのアプリケーションをデプロイすることはでき
ません。このオペレーティングシステムが稼動するターゲットにアプリケーションをインス
トールするには、開発コンピュータからターゲットにアプリケーションファイルをコピーす
る必要があります。

Windows Embedded Standardターゲットでアプリケーションを開発する
WindowsEmbeddedStandardオペレーティングシステムが稼動するナショナルインスツルメ
ンツ製ハードウェアでLabVIEWアプリケーションを開発することができます。ホストコン
ピュータのLabVIEWプロジェクトにWindows EmbeddedStandardターゲットを追加すること
により、ターゲット上のVIのデバッグや実行がホストコンピュータから行えます。
LabVIEW 2013では、Windows Embedded Standardターゲットでのアプリケーション開発用
に以下のナショナルインスツルメンツ製ハードウェアがサポートされています。
• NI cRIO-9081
• NI cRIO-9082

ホストコンピュータをWindowsEmbeddedStandardターゲットに接続するには、ターゲット
側でNI LabVIEWリモート開発サポートを有効にする必要があります。ターゲット用LabVIEW
リモート開発サポートの詳細、およびLabVIEWアプリケーションのリモート開発用にWindows
EmbeddedStandardターゲットを構成する方法については、ターゲットまたはターゲット用
LabVIEWリモート開発サポートソフトウェアのインストーラに付属している「NI LabVIEW
Remote Development Target Support Readme」（英語）を参照してください。
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WindowsEmbeddedStandardターゲット上でアプリケーションを開発する方法については、
『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→プロジェクトとターゲットを操作する→概念
→Windows Embedded Standardターゲットを使用するトピックを参照してください。

アプリケーションのビルド時に発生したエラーのトラブルシューティングに関する
改善点

LabVIEW 2013では、以下のLabVIEWビルドのビルドプロセスで発生する可能性がある一
般的なエラーメッセージが改善されました。
• スタンドアロンアプリケーション
• .NET Interopアセンブリ
• パックライブラリ
• 共有ライブラリ
エラーダイアログはより明示的なエラーメッセージを返し、ni.comのナショナルインスツル
メンツのウェブサイトのLabVIEWアプリケーションビルダサポートページへのリンクが表示
されます。このサポートページを利用して、エラーメッセージのトラブルシューティングを
したり、特定タイプのアプリケーション用の関連リソースを参照することができます。
LabVIEWアプリケーションビルダサポートウェブページ（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に
「appbuilder_support」と入力してください。

[NIディスカッションフォーラムメンバーRavensFanの提案による]

スタンドアロンアプリケーションまたはインストーラにウェブサービスを含める
スタンドアロンアプリケーションまたはインストーラをビルドする際、作成したビルドの実
行時にウェブサービスが実行されるように、ビルドアプリケーションまたはビルドインス
トーラにウェブサービスを含めることができます。アプリケーションまたはインストーラに
ウェブサービスを含めるには、アプリケーションまたはインストーラのビルド仕様を右ク
リックして、プロパティを選択し、ビルド仕様のプロパティダイアログボックスの新しい
ウェブサービスページを参照します。ウェブサービスは、ビルド仕様と同じプロジェクトに
存在している必要があります。
LabVIEW 2013でのウェブサービス作成プロセスの改善点については、「LabVIEWウェブサー
ビスの作成とパブリッシュ」セクションを参照してください。

インストーラのキャッシュ動作の改善点
アプリケーションビルダを使用して追加のインストーラまたはコンポーネントを含むインス
トーラを作成するときに、配布メディアが使用できない場合、コンポーネントのオリジナル
配布の場所を指定するようにプロンプトされます。旧バージョンのLabVIEWでは、インストー
ラプロパティダイアログボックスの追加のインストーラページで、配布コンポーネントをメ
ディアの元の場所からキャッシュするか、インストーラの実行時にコンポーネントをキャッ
シュするか、その両方を行うかをオプションで指定することができます。
LabVIEW 2013では、以前のキャッシュオプションが1つのチェックボックスにまとめられま
した。選択されたインストーラおよび将来のすべてのインストーラがメディアの元の場所か
らコンピュータにコピーされるようにするには、将来の配布のためのキャッシュチェック
ボックスをオンにします。
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追加および変更されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2013には、次の新規および変更されたVI、関数、およびノードが追加されました。
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、以下の新しい関数が追加されています。
• 制御器値を指標で取得
• 制御器値を指標で設定
これらの関数は、制御器クラスの値プロパティなどの他のVIサーバオブジェクトで可能な方
法よりも高速に制御器値を取得したり、設定したりするために使用します。制御器端子と直
接配線した場合とほぼ変わらない速度で制御器値を取得したり、設定したりするために、こ
れらの関数を使用することができます。しかし、これらの関数を使用するには、制御器値を
取得/設定する他の方法よりも高度なアプリケーション設計が必要になります。
クラスタ、クラス、バリアントVIおよび関数
クラスタ、クラス、バリアントパレットには、以下の新しい関数が追加されています。
• LVクラス名を取得
• LVクラスデフォルト値を名前で取得
文字列を平坦化/非平坦化関数
新しい平坦化/非平坦化文字列パレットには、以下の新しい関数が含まれています。
• JSONに平坦化
• JSONから非平坦化
平坦化/非平坦化文字列パレットには、以下の関数も含まれています。
• 文字列に平坦化
• XMLに平坦化
• 平坦化文字列をバリアントに変換
• 文字列から非平坦化
• XMLから非平坦化
• バリアントから平坦化文字列に変換
メモリ管理関数
LabVIEW 2013には、以下の新しいメモリ管理関数が含まれています。
• DSNewAlignedHandle—指定されたサイズ、アライメント、アライメントオフセットの

メモリの可動ブロックの新しいハンドルを作成します。
• DSNewAlignedHClr—指定されたサイズ、アライメント、アライメントオフセットのメモ

リの可動ブロックの新しいハンドルを作成して、メモリをゼロに初期化します。
• DSSetAlignedHandleSize—指定したハンドルが参照しているメモリブロックのサイズ、

アライメント、アライメントオフセットを変更します。
• DSSetAlignedHSzClr—指定したハンドルが参照しているメモリブロックのサイズ、アラ

イメント、アライメントオフセットを変更して、新しいメモリをゼロに初期化します。
これらのメモリ管理関数を外部のC/C++コードから呼び出すことにより、特定のアライメン
ト特性をもったメモリブロックを割り当て、サイズを変更することができます。これらの関
数は、特定のアドレス境界にデータが揃っているときによりうまく動作する特定の操作を使
用してアクセスする予定のLabVIEWデータの配列を割り当てるときに最も役立ちます。たと
えば、SSEまたはAVXベクトル指示や、LabVIEWが割り当てたメモリとハードウェア間のDMA
データ転送を使用してアクセスする予定のLabVIEWデータの配列を割り当てるために、これ
らの関数を使用することができます。
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変更されたVIおよび関数
LabVIEW 2013では、以下のVIおよび関数が変更されました。
TDMストリーミングVIおよび関数
LabVIEW 2013では、TDMストリーミングのVIと関数で、複素単精度や倍精度浮動小数点数な
どのデータタイプが新たにサポートされています。このパレットには、以下の変更がありま
す。
• TDMSランダムデータを生成—このVIには、新しいCSGインスタンスおよびCDBインスタ

ンスが含まれています。この2つのVIを使用することにより、単精度または倍精度の複素
浮動小数点の乱数を生成することができます。

• TDMSを開く—この関数には、新しく指標ファイルを作成?入力が含まれています。ここ
には、.tdmsファイルに対応する.tdms_indexファイルを自動的に作成するかどうかを
指定します。この指標ファイルにより、LabVIEWの.tdmsファイルへのアクセス速度が
向上します。ディスクの容量が限られている場合は、LabVIEWが.tdms_indexファイル
を生成しないように、この入力にFALSE値を配線します。デフォルトはTRUEです。

• TDMSファイルビューア—このVIには、TDMSファイルビューアダイアログボックスの値
（表）ページに新しくジャンプボタンが含まれています。このボタンは、表示したい
データ値の指標番号を指定するために使用します。

• TDMSを更新—この関数は、内部的に改善されており、前バージョンのLabVIEWの同じ関
数よりも信頼性が向上しています。この関数を使用することで、オペレーティングシス
テムにバッファデータのすべてを.tdmsファイルに書き込むことを強制することができ
ます。しかし、この関数を使用するとTDMSアプリケーションのパフォーマンスが低下す
る可能性があります。

波形ファイルI/O VI

• 波形をスプレッドシートファイルにエクスポート—このVIに、新たに波形をスプレッド
シートファイルにエクスポート（デジタル）インスタンスが追加されました。

• ファイルから波形を読み取る—このVIに、新たにファイルから波形を読み取る（デジタ
ル）インスタンスが追加されました。

• 波形をファイルに書き込む—このVIに、新たに波形をファイルに書き込む（デジタル）
インスタンスが追加されました。

その他のVIおよび関数の変更点
• 振幅とレベル計測—このExpressVIの振幅とレベル計測構成ダイアログボックスの振幅計
測パラメータで、以下のオプション名が変更されました。
– DCが平均（DC）に変更
– 最大値が正のピークに変更
– 最小値が負のピークに変更

• 計測ファイルへ書き込む—このExpressVIには、構成ダイアログボックスに新たにMicrosoft
Excel (.xlsx)オプションが追加されました。Microsoft Excelファイルにデータを書き込むに
は、このオプションを使用します。このExpress VIは、まずデータを一時ファイルに保存
してから、Excelファイルにデータを排出します。データを排出する周波数を指定するに
は、ブロックダイアグラムの新しい排出?入力を使用します。 （OS XおよびLinux）
LabVIEW 2012以前では、このExpress VIで保存できるのは.lvmファイルのみです。
LabVIEW 2013では、このExpress VIはこの他に.tdmsや.xlsxなどのファイルタイプで作
成および保存することができます。
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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 2013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 2013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 2013では、VIの依存項目を取得（名前&パス）メソッドが変更されました。別の呼
び出し設定VIを含むパラメータを使用して各呼び出しで再ロードを使用するサブVI呼び出し
を返すか、VI呼び出し構成ダイアログボックスで最初の呼び出しでロードして保持オプショ
ンを使用してください。LabVIEWがアプリケーションの依存関係を評価する前に、VIのブロッ
クダイアグラムをロードするには、ブロックダイアグラムをロード?パラメータを使用してく
ださい。

LabVIEWサンプルの更新
LabVIEW 2013では、LabVIEWプログラミングをよりわかりやすく説明するために、サンプル
の設計を刷新して、整理しました。これらのサンプルの新しい場所と更新を表示するには、
labviewディレクトリにあるサンプルフォルダを参照してください。

VI Package Manager（Windows）のインストールに関する改善
VI PackageManager（VIPM）ソフトウェアをLabVIEWプラットフォームDVDからインストー
ルすることができます。

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 2009アップグレードノート―jpyi85

• LabVIEW 2010アップグレードノート―upnote10jp

• LabVIEW 2011アップグレードノート―upnote11jp

• LabVIEW 2012アップグレードノート―upnote12jp
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