
LabVIEW™アップグレードノート
このアップグレードノートは、Windows、OS X、およびLinux用のLabVIEWをLabVIEW 2015に
アップグレードする方法を説明します。アップグレードを行う前に、以下のトピックの情報
について、このドキュメントを参照してください。
• 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されたVIをロードする前に考慮するべき互換性の問題
• LabVIEW 2015に新たに追加された機能および動作
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LabVIEW 2015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
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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 2015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、VIのアップ

グレードによる動作の変化を修正できない場合に、VIをこのバージョンに復元できます。
LabVIEWでソースコード管理プロバイダを使用する方法については、『LabVIEWヘルプ』
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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→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。

• 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 2015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をテストして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の変化を検知できます。このため、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がある可能性がある場合に
特に有益です。この一括コンパイルログを生成するには、一括コンパイルダイアログ
ボックスで結果をログチェックボックスをオンににします。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
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• 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

• 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 2015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 2015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 2015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LabVIEW 2015に変換されて保存されます。しかし、各VIま
たはプロジェクトに対してファイル→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で開けなくなります。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て一括コ
ンパイルログを作成します。

メモ FPGAまたはリアルタイムリソースが含まれているVIを一括コンパイルする
と、一括コンパイルダイアログボックスに、これらのVIは実行不可能なVIであると
レポートされる場合があります。エラーを確認するには、FPGAまたはRTターゲット
の下にあるVIを、プロジェクト内で必要なFPGAリソースまたはリアルタイムリソー
スとともに開きます。
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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

b.壊れたVIを修正する
旧バージョンのLabVIEWとLabVIEW 2015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 2015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では、LabVIEWのバージョン間におけるVIの動作の違いを最小
限に抑えるために多大な努力を払っておりますが、VIの改善やバグ修正の結果、VIの動作が
変化することがあります。LabVIEWの新しいバージョンでVIの動作が変更するかどうかを素
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 2011
アップグレードVIアナライザテストで、変化する可能性のある動作が見つかった場
合は、そのトピックの「LabVIEW 2010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、

VIの動作に影響を与える可能性のある変更が記載されています。前のバージョンか
ら始めて、LabVIEWの各バージョンのサブセクションを参照します。

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 2015既知の問題リスト―LabVIEW 2015のリリース前および期間中に発見さ
れたバグが記載されています。このリストを参照するには、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InfoCodeに「lv2015ki」を入力して
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については、
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「アップグレード―動作の変化」と「アップグレード―移行」セクションがある場
合はそれ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特有のアップグ
レード問題が表示されています。

– 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 2015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 2015
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 2015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 2015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 2015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 2009以前からアップグレードする
LabVIEW 2009以前からLabVIEW 2015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 2010からアップグレードする
LabVIEW 2010からLabVIEW 2015へアップグレードすると、以下の互換性問題が発生する可能
性があります。発生する可能性のあるその他のアップグレード関連の問題については、この
ドキュメントのLabVIEW 2011からアップグレードする、LabVIEW 2012からアップグレードす
る、LabVIEW 2013からアップグレードする、およびLabVIEW 2014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。
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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。

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LabVIIEWの共有ライ
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
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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以降でNI I/O Traceに名前が変更されました。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 Studio8.0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 2011からLabVIEW 2015へアップグレードすると、以下の互換性問題が発生する可能
性があります。発生する可能性のあるその他のアップグレード関連の問題については、この
ドキュメントの、LabVIEW 2012からアップグレードする、LabVIEW 2013からアップグレード
する、およびLabVIEW 2014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。

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。
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。
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• 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。

名前が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 2015へアップグレードすると、以下の互換性問題が発生する可能
性があります。発生する可能性のあるその他のアップグレード関連の問題については、この
ドキュメントのLabVIEW 2013からアップグレードするおよびLabVIEW 2014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と関数の動作における変更点
LabVIEW 2013では以下のVIおよび関数の動作が変更されました。
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
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– 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
– 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

LabVIEWアップグレードノート 10 ni.com



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。
LabVIEWでのアセンブリのロードについては、『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
ンに対する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
サブパネルクラスにある「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。
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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
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。

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。

キューメッセージハンドラテンプレートへの変更
キューメッセージハンドラテンプレートのエラー処理スキームは、LabVIEW 2013で変更され
ました。新しいエラー処理スキームでは、各ループがループ専用のエラー処理サブVIを使っ
てエラーを処理します。メッセージ処理ループでエラーが発生した場合、LabVIEWはエラー
メッセージを表示します。

連続測定とログサンプルプロジェクトへの変更
連続測定とログサンプルプロジェクトのエラー処理スキームは、LabVIEW 2013で変更されま
した。新しいエラー処理スキームでは、各ループがループ専用のエラー処理サブVIを使って
エラーを処理します。メッセージ処理ループでエラーが発生した場合、LabVIEWはエラーメッ
セージを表示します。
LabVIEW 2013以降では、集録メッセージループとログメッセージループに、ループがすでに
開始している場合は開始メッセージ、すでに停止している場合は停止メッセージを受信する
ケースを処理するためのステートが含まれています。

LabVIEW 2013からアップグレードする
LabVIEW 2013からLabVIEW 2015へアップグレードすると、以下の互換性問題が発生する可能
性があります。発生する可能性のあるその他のアップグレード関連の問題については、この
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ドキュメントのおよびLabVIEW 2014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。
「文字列をパスに変換」関数の動作変更
LabVIEW 2014以降では、「文字列をパスに変換」関数は、<Not A Path>文字列の何らかの
バリエーションを読み取った時に大/小文字を区別せず、常に<無効パス>定数を返します。た
とえば、文字列入力には<not a path>とも、<Not a Path>とも指定することができ、どち
らの場合も、この関数は、<無効パス>定数を返します。旧バージョンのLabVIEWでの「文字
列をパスに変換」関数の動作については、下表を参照してください。

LabVIEW 2011以前LabVIEW 2012および2013

LabVIEW 2014以降と同様、「文字列をパスに変換」関数は、
大/小文字を区別せず、<Not A Path>文字列の何らかのバリ
エーションが指定されたときには、<無効パス>定数を出力し
ます。<not a path>と指定された場合も、<Not a Path>
と指定された場合も、この関数は、<無効パス>定数を返しま
す。

「文字列をパスに変換」関数は、大/小文字に関係なく、<無
効パス>定数を返しません。<Not A Path>のあらゆるバリ
エーションが指定でき、この関数は、<無効パス>定数を返す
のではなく、<Not A Path>という名前のディレクトリのパ
スを返します。

タイプ定義を確認して更新する
LabVIEW 2013以前で表示されるタイプ定義から更新ショートカットメニュー項目は、確認し
てタイプ定義から更新ショートカットメニュー項目に変更されました。

廃止されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2014以降は、以下のVI、関数、ノードをサポートしていません。
AppleイベントVI
（OS X）LabVIEW 2014以降ではAppleイベントVIをサポートしていません。LabVIEW外部の
OS Xアプリケーションと通信するには、ライブラリ&実行可能ファイルパレットのRun
AppleScript CodeVIを使用してください。以下のいずれかのAppleイベントVIを含むVIをロー
ドしようとすると、LabVIEWはエラーを生成して、VIを実行できない可能性があります。
• AESend Do Script
• AESend Finder Open
• AESend Open
• AESend Open Document
• AESend Print Document
• AESend Quit Application
• Get Target ID
• AESend Abort
• AESend Close
• AESend Open、Run、Close
• AESend Run
• AESend VI Active?
• AECreate Comp Descriptor
• AECreate Descriptor List
• AECreate Logical Descriptor
• AECreate Object Specifier
• AECreate Range Descriptor
• AECreate Record
• AESend
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• Make Alias

アクターフレームワークVI
LabVIEW 2014以降では、「アクター:アクターを起動」VIはサポートされていません。代わり
に、「アクター:ルートアクターを起動」VI、または「アクター:ネストされたアクターを起
動」VIを使用してください。
「In Port」VIと「Out Port」VI
LabVIEW 2014以降では、「In Port」VIおよび「Out Port」VIはサポートされていません。

廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
LabVIEW 2014以降では、アプリケーションクラスの古いヘルプ情報メソッドはサポートされ
ていません。指定されたVIのVIプロパティダイアログボックスのドキュメントページからヘ
ルプ情報を返すには、代わりにVIを取得:ヘルプ情報メソッドを使用してください。

LabVIEW 2014からアップグレードする
LabVIEW 2014からLabVIEW 2015へアップグレードすると、以下の互換性問題が発生する可能
性があります。
LabVIEWアプリケーションにおけるバッファ割り当てを識別する
LabVIEW 2014 Service Pack 1以降には、LabVIEWアプリケーションにおけるバッファ割り当
てを特定および解析するためのバッファ割り当てをプロファイルウィンドウが追加されまし
た。このウィンドウを表示するには、ツール→プロファイル→バッファ割り当てをプロファ
イルを選択します。
フリーラベル内のハイパーリンク
LabVIEW 2015では、LabVIEWがフリーラベル内のURLを検出し、下線付きの青いテキストの
ハイパーリンクに変換します。LabVIEW 2014以前からアップグレードした場合、フリーラベ
ル内のURLは自動的にハイパーリンクに変換されません。フロントパネルのラベルのハイパー
リンクを有効にするには、フリーラベルを右クリックして、ショートカットメニューでハイ
パーリンクを有効化を選択します。ブロックダイアグラムのラベルのハイパーリンクは、有
効または無効にできません。
廃止されたVI、関数、ノード
LabVIEW 2015では、以下のVI、関数、ノードはサポートされません。
• 「スプレッドシートファイルから読み取る」—代わりに「区切られたスプレッドシート

を読み取る」VIを使用します。
• 「スプレッドシートファイルに書き込む」—代わりに「区切られたスプレッドシートに

書き込む」VIを使用します。

LabVIEW 2015の機能および変更点
意見交換アイコン は、ni.comのNI 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 2015
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。
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ショートカットメニューにカスタム項目を追加する
ショートカットメニュープラグインを作成すると、フロントパネルおよびブロックダイアグ
ラムのショートカットメニューにカスタム項目を追加できます。編集時のフロントパネルお
よびブロックダイアグラムオブジェクト、または実行時のブロックダイアグラムオブジェク
トを右クリックすると表示されるショートカットメニュープラグインを作成できます。

図 2

ショートカットメニュープラグインを作成するには、ユーティリティVI
（labview\resource\plugins\PopupMenus\Create Shortcut Menu Plug-in From
Template.vi）を開き、VIのフロントパネルにある手順を実行します。

ユーティリティVIは、プラグインに必要なファイルを生成します。これらのファイルをカス
タマイズしてショートカットメニューを作成し、プラグインを実行します。
LabVIEW 2015には以下のプラグインが含まれています。
• 配列または要素に変更―スカラー値をそのタイプの配列に変換するか、配列をその

要素タイプのスカラーに変換します。このプラグインは、制御器、表示器、制御器およ
び表示器の端子、および定数に作用します。このプラグインは、複数のオブジェクト選
択をサポートします。[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]

図 3

• リストボックスを空にする—リストボックスまたは複数列リストボックスからすべての
行を削除します。このプラグインは、フロントパネルのリストボックスおよび複数列リ
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ストボックスに作用します。このプラグインは、複数のオブジェクト選択をサポートし
ます。

• 調査―サブVI、クラス、またはタイプ定義のディスク上のファイルの位置を参照します。
このプラグインは、サブVI、クラス制御器および表示器、クラス制御器および表示器の
端子、クラス定数、タイプ定義制御器および表示器、タイプ定義制御器および表示器の
端子、およびタイプ定義定数に作用します。

• オブジェクトを削除および再配線―選択されているブロックダイアグラムオブジェクト
と選択されているオブジェクトに接続されたワイヤおよび定数を削除し、削除されたオ
ブジェクトの入力および出力に接続されていたものと同じデータタイプのワイヤを接続
します。このプラグインは、削除可能なブロックダイアグラムオブジェクトに作用しま
す。このプラグインは、複数のオブジェクト選択をサポートします。

• 配列定数を定数に合わせてサイズ調整―配列定数の幅を、配列内の最大幅の要素に
幅に合わせてサイズを調整します。このプラグインは、配列定数に作用します。[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]

• 2D配列転置―2D配列の内容を転置します。このプラグインは、2D配列制御器、表示
器、および定数に作用します。このプラグインは、複数のオブジェクト選択をサポート
します。[NIディスカッションフォーラムメンバーmoderator1983の提案による]

• すべての未配線端子を配線―選択されたブロックダイアグラムオブジェクトの未配線の
入力と出力に対して制御器、表示器、または定数を作成します。このプラグインは、配
線可能なブロックダイアグラムオブジェクトに作用します。このプラグインは、複数の
オブジェクト選択をサポートします。

カスタム項目をショートカットメニューに追加する方法については、『LabVIEWヘルプ』の
目次タブの基本機能→LabVIEW環境→操作手順→ショートカットメニュープラグインについ
て理解するトピックを参照してください。

フロントパネルまたはブロックダイアグラムのスペースの追加または縮小に関する
改善点

LabVIEW 2015では、フロントパネルまたはブロックダイアグラムでのスペースの追加および
スペースの縮小を容易に行えるようになりました。
グループ化されたオブジェクト間のスペースを大きくするには、<Ctrl>を押しながらスペース
を追加したい方向へドラッグします。（OSX）<Option>キーを押します。散乱したオブジェ
クト間のスペースを削除するには、<Ctrl-Alt>を押してスペースを小さくしたい方向へドラッ
グします。（OSX）<Option>キーを押します。オブジェクトは、ドラッグするマウスと一緒
にリアルタイムで移動します。ドラッグする方向が主に垂直または水平である場合、操作は
優先方向にスナップします。
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図 4

プローブの改善点
LabVIEW2015では、プローブが以下のように改善されました。
• ほとんどのプローブ表示は、プローブ監視ウィンドウのプローブ表示サブパネルにフィッ

トするようにスケールされます。
• 配列データの一般プローブは複数要素を表示します。要素がプローブ表示サブパネルに

フィットしない場合、スクロールバーが表示されます。
• 文字列データのデフォルトプローブはカスタムプローブです。デフォルト文字列プロー

ブを使用するには、ワイヤを右クリックしてショートカットメニューからカスタムプ
ローブ→デフォルト文字列プローブを選択します。文字列表示タイプを選択するには、
プローブ表示サブパネルの左にあるグレーのバーをクリックします。

文字列表示タイプについては、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→文字列、配列、
およびクラスタを使用してデータをグループ化する→データを文字列でグループ化するト
ピックを参照してください。

フリーラベル内のハイパーリンク
LabVIEW 2015では、LabVIEWがフリーラベル内のURLを検出し、下線付きの青いテキスト

のハイパーリンクに変換します。ハイパーリンクをクリックすると、デフォルトのウェブブ
ラウザでそのリンクが開きます。LabVIEW 2015では、デフォルトでハイパーリンクが有効に
なっています。フロントパネルのラベルのハイパーリンクを無効にするには、フリーラベル
を右クリックして、ショートカットメニューでハイパーリンクを有効化の選択を解除しま
す。ブロックダイアグラムのラベルでハイパーリンクを無効に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Rick Lの提案による]

アクターフレームワークのアクタークラスおよびメッセージクラスを作成する
アクターフレームワークのアクタークラスおよびメッセージクラスを作成する際、アクター
フレームワークを使用するプロジェクトをロードする必要がなくなりました。プロジェクト
エクスプローラウィンドウにある新しいショートカットメニューオプションを使用し、アク
ターフレームワークのアクタークラスおよびメッセージクラスを作成できます。このプロ
ジェクトエクスプローラウィンドウのショートカットメニューオプションが、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を置き換えることになります。
• アクタークラスを作成するには、プロジェクトエクスプローラウィンドウでターゲット

を右クリックし、ショートカットメニューから新規→アクターを選択します。
• メッセージクラスを作成するには、アクタークラスのパブリックメソッドVIを右クリッ

クし、ショートカットメニューからアクターフレームワーク→メッセージを作成を選択
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します。複数のパブリックメソッドVIを右クリックし、ショートカットメニューからア
クターフレームワーク→メッセージを作成を選択して、選択した各パブリックメソッド
VIのメッセージクラスを作成することもできます。

• アクタークラスの各パブリックメソッドVIのメッセージクラスを作成するには、アクター
クラスを右クリックし、ショートカットメニューからアクターフレームワーク→アク
ターのメッセージを作成を選択します。複数のアクタークラスを右クリックし、ショー
トカットメニューからアクターのメッセージを作成を選択して、選択した複数のアク
タークラスの各パブリックメソッドVIのメッセージクラスを作成することもできます。

• アクタークラスの抽象メッセージクラスを作成するには、アクタークラスを右クリック
し、ショートカットメニューからアクターフレームワーク→発呼者の抽象メッセージを
作成を選択します。抽象メッセージクラスは、メッセージデータを定義するだけで、
メッセージクラスを受信するためのアクタークラスは定義しません。
– 抽象メッセージクラスの子メッセージクラスを作成する前に、その抽象メッセージ

クラスを作成する必要があります。子メッセージクラスを作成するには、抽象メッ
セージクラスを受信するアクタークラスのパブリックメソッドVIを右クリックし、
アクターフレームワーク→抽象メッセージの子を作成を選択します。抽象メッセー
ジクラスを受信するアクタークラスは、新しい子メッセージクラスを使用して抽象
メッセージクラスを送信したアクタークラスと通信します。抽象メッセージクラス
を送信するアクタークラスは、どのアクタークラスが抽象メッセージクラスを受信
するか、およびアクタークラスがどの方法でメッセージクラスを受信するかを知る
必要がありません。

• メソッドVIのコネクタペーンを変更した後、関連する既存のメッセージクラスを作成し
直すには、ショートカットメニューからアクターフレームワーク→メッセージを再スク
リプトを選択します。

フロントパネルの改善点
LabVIEW 2015では、フロントパネルが以下のように改善されました。

Tabキーを使った場合エラー入力クラスタをスキップする
LabVIEW 2015では、新規のエラー入力クラスタは、デフォルトでプロパティダイアログボッ
クスのキー操作ページにあるTabキーでこの制御器を選択しないオプションのチェックマー
クがオンになっています。VIを実行中に<Tab>キ―を押すと、エラー入力クラスタ制御器がス
キップされます。タブ順序にエラー入力クラスタを含めるには、このオプションのチェック
マークをオフにします。

メモ 旧バージョンのLabVIEWからアップグレードされたエラー入力クラスタで
は、手動でこのオプションを有効にしてTabキーでこの制御器をスキップする必要
があります。

環境の改善点
LabVIEW 2015では、LabVIEW環境が以下のように改善されました。

コンパイラの最適化における改善点
LabVIEW 2015では、コンパイラの最適化により、VIコードの複雑度がしきい値を超える場合
の、大きなVIの実行速度を改善できます。この改善により、コンパイル時間の速度が低下す
る可能性があります。複雑度のしきい値調節は、オプションダイアログボックスの環境ペー
ジにあるコンパイラセクションで実行することができます。複雑度のしきい値を変更する
と、そのしきい値に相対するVIコード複雑度に基づいて、VIをコンパイルする際に使用され
るコンパイラ最適化プロファイルで使用されます。
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複雑度のしきい値の調節については、『LabVIEWヘルプ』の目次タブで基本機能→パフォー
マンスおよびメモリを管理する→操作手順→エディタの応答性かVIの実行速度を選択するト
ピックを参照してください。

VIのロード後、欠損しているコンポーネントを一覧表示する
VIのロード中、ユーザは欠損しているコンポーネント（LabVIEWモジュール、ツールキット、
ドライバ、および他社製アドオンなど）を検索する必要がなくなりました。VIがロードされ
た後、ロード時に発生した警告の履歴ダイアログボックスまたは旧バージョン用保存で発生
した警告ダイアログボックスの詳細を表示をクリックするか、表示→ロード/保存時の警告の
リストを選択してロード/保存時の警告のリストダイアログボックスを開きます。ロード/保
存時の警告のリストダイアログボックスには、新しい欠損しているコンポーネントセクショ
ンがあり、VIのロード中にLabVIEWで必要な欠損しているコンポーネントを一覧表示します。

その他の環境の改善点
LabVIEW 2015では、その他の環境が以下のように改善されました。
• 発呼者VIにインライン化されているサブVIでエラーリングを使用できます。
• LabVIEW2015には、アップグレードされたバージョンのWindowsおよびLinux用Mathカー

ネルライブラリ（MKL）11.1.3ソフトウェアが含まれています。MKLは、線形代数VIのパ
フォーマンスを改善するためにLabVIEWで使用される他社製のソフトウェアです。MKL
の詳細については、Intel Developer Zoneウェブサイト
（software.intel.com/en-us/intel-mkl）を参照してください。

その他のダイアログボックスの改善点
LabVIEW 2015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。
• 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に、表示され

るランタイムインストーラをフィルタするための新しいランタイムインストーラのみを
表示チェックボックスが追加されました。ランタイムインストーラのみを表示するに
は、このチェックボックスをオンにします。デフォルトではこのオプションは有効で
す。

• プロジェクト項目を検索ダイアログボックスにエクスポートボタンが新たに追加されま
した。このボタンをクリックすると、検索結果がテキストファイルにエクスポートされ
ます。

追加および変更されたVIおよび関数
LabVIEW 2015では、以下のVIおよび関数が新たに追加または変更されました。
VI、関数、およびノードについては、『LabVIEWヘルプ』の目次タブのVIと関数のリファレ
ンスを参照してください。

新しいVIおよび関数
LabVIEW 2015には、以下のVIおよび関数が新たに追加されました。
上級TDMS VIおよび関数
上級TDMSパレットに、メモリ内の.tdmsファイルを開く、閉じる、読み取る、および書き込
むために使用できるメモリ内TDMSサブパレットが新たに追加されました。このサブパレット
には以下の関数が含まれています。
• メモリ内のTDMSを閉じる
• メモリ内のTDMSを開く
• メモリ内のTDMSバイト読み取り

© National Instruments 19 LabVIEWアップグレードノート



「上級TDMS」パレットには、TDMSデータを削除関数も新たに追加されました。この関数は、
グループ内のチャンネルまたは複数のチャンネルからデータを削除するために使用します。
データタイプ解析VI
バリアントパレットに、以下のVIを含むデータタイプ解析サブパレットが新たに追加されま
した。
• 含まれたデータタイプを確認
• タイプ定義を接続解除
• 配列情報を取得
• クラスタ情報を取得
• 固定小数点情報を取得
• LabVIEWクラス情報を取得
• 数値情報を取得
• 多態性VI情報を取得
• Refnum情報を取得
• タグ情報を取得
• タイプ定義パスを取得
• タイプ情報を取得
• ユーザ定義のRefnum情報を取得
• ユーザ定義のタグ情報を取得
• VI情報を取得
• 波形情報を取得
• タイプ定義、またはタイプ定義を含む
データタイプ解析VIは、バリアントのデータタイプの取得およびそのデータイプの情報を取
得するために使用します。また、バリアントのデータタイプが特定のデータタイプと一致し
ているかチェックすることもできます。
区切られたスプレッドシートからの読み取りおよび書き込み
ファイルI/Oパレットに、以下のVIが新たに追加されました。
• 区切られたスプレッドシートを読み取る―区切られたテキストファイルを読み取りま

す。このVIは「スプレッドシートファイルから読み取る」VIの代わりに使用されます。
• 区切られたスプレッドシートに書き込む―データを区切られたテキスト文字列に変換

し、その文字列をファイルに書き込みます。このVIは「スプレッドシートファイルに書
き込む」VIの代わりに使用されます。
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図 5

その他の新しいVIおよび関数
LabVIEW 2015には、その他、以下のVIおよび関数が新たに追加されました。
• 離散数学パレットに、「素数を確認」VIが新たに追加されました。このVIは、数字が素

数かどうかをチェックするために使用します。
• 上級ファイルパレットに、「増分する接尾辞と一緒にファイルを作成」VIが新たに追加

されました。このVIは、ファイルを作成し、指定されたパスにそのファイルが既に存在
する場合にファイル名の末尾に増分番号を追加するために使用します。

• ダイアログ&ユーザインタフェースパレットに、「システムログに書き込む」VIが新たに
追加されました。このVIは、nierrlogシステムログにエラーログメッセージを書き込む
ために使用します。メッセージは、ご使用のオペレーティングシステムのシステムログ
ビューアを使用して表示できます。（NI Linuxリアルタイム）NIWeb-basedConfiguration
& Monitoringのシステムログビューアページを開きます。

その他のVIおよび関数の変更点
LabVIEW 2015には、この他に以下のVIおよび関数が変更されました。
• ファイル拡張子を取得—このVIに、ファイルで指定したファイルの拡張子をピリオド

（.）なしで返す未修正のファイル拡張子出力が追加されました。

アプリケーションビルダの改善点
LabVIEW 2015には、LabVIEWアプリケーションビルダおよびビルド仕様に関して以下の改善
点が含まれています。

（Windows）タイプライブラリを組み込んだ共有ライブラリを作成する
LabVIEW2015では、更新されたアプリケーションビルダを使用して、共有ライブラリ（DLL）
を作成する際にタイプライブラリを組み込むかどうかを明示的に指定できます。TestStandま
たはLabVIEWのライブラリ関数呼び出しノードを使用する場合は、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にあるTestStandまたはライブラリ関数呼び出しノードにタ
イプライブラリを追加するのチェックボックスをオンにしてこの機能を手動で有効にする必
要があります。TestStand C/C++ DLL Adapter、LabWindows/CVI Adapter、およびLabVIEWの
ライブラリ関数呼び出しノードは、タイプライブラリを使用して、共有ライブラリ内の関数
および関数のパラメータおよびデータタイプのリストを表示します。タイプライブラリを組
み込むには、追加のツールをインストールする必要があります。追加のツールのダウンロー
ド方法については、ni.com/jp/infoでnfo Codeに「DownloadMSDTBuildTools」と入力し
てください。
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LabVIEWビルドアプリケーションおよび共有ライブラリのロード時間の改善
LabVIEWで高速なファイル形式を使用することにより、より高速にロードできるスタンドア
ロンアプリケーション（EXE）およびDLLを作成できます。
高速なファイル形式を使用するには、共有ライブラリプロパティダイアログボックスまたは
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にある高速なファイル形式を
使用チェックボックスをオンにします。このオプションはデフォルトでは無効です。高速な
ファイル形式を有効にすると、LabVIEWはアプリケーションビルダのオブジェクトキャッシュ
を使用しません。このため、スタンドアロンアプリケーションおよび共有ライブラリのビル
ドにかかる時間が長くなる可能性があります。

メモ 高速なファイル形式を使用するには、上級ページのデバッグを許可チェック
ボックスがオフになっていることを確認します。

追加および変更されたクラス、プロパティ、メソッド、およびイベント
LabVIEW 2015では、以下のクラス、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。

VIサーバのプロパティとメソッド
LabVIEW 2015には、以下のVIサーバプロパティとメソッドが新たに追加されました。
• ハイパーリンクを有効化（クラス:テキスト）―テキストがフリーラベル内のURLを検出

して下線付きの青いテキストのハイパーリンクに変換するかどうかを制御する設定の読
み取りおよび書き込みを行います。

• 端子を切断メソッド（クラス:ワイヤ）―未接続の配線を削除せずに、端子からワイヤを
接続します。

• 検出された依存項目名プロパティ（クラス:Gオブジェクト）―オブジェクトのメモリに
ロードされたすべての外部ファイル依存項目の修飾名の配列を読み取ります。たとえ
ば、ある制御器が.ctlまたは.xctlファイルに対して依存性があるとします。この依存
性がメモリにある場合、その修飾名が配列に含まれます。

• 検出された依存項目パスプロパティ（クラス:Gオブジェクト）—オブジェクトのメモリ
にロードされたすべての外部ファイル依存項目のパスの配列を読み取ります。たとえ
ば、ある制御器が.ctlまたは.xctlファイルに対して依存性があるとします。この依存
性がメモリにある場合、そのパスが配列に含まれます。

• 欠損している依存項目名プロパティ（クラス:Gオブジェクト）―オブジェクトの欠損し
ているすべての外部ファイル依存項目の修飾名の配列を読み取ります。たとえば、ある
制御器が.ctlまたは.xctlファイルに対して依存性があるとします。この依存性が欠損
している場合、その修飾名が配列に含まれます。

• 欠損している依存項目パスプロパティ（クラス:Gオブジェクト）―オブジェクトの欠損
しているすべての外部ファイル依存項目のパスの配列を読み取ります。たとえば、ある
制御器が.ctlまたは.xctlファイルに対して依存性があるとします。この依存性が欠損
している場合、そのパスが配列に含まれます。

• 欠損しているVI名プロパティ（クラス:サブVI）―欠損している場合のみにそのサブVIに
より呼び出されるVIの修飾名を読み取ります。それ以外の場合は、空の文字列を返しま
す。

• 欠損しているVIパスプロパティ（クラス:サブVI）―欠損している場合のみにそのサブVI
により呼び出されるVIのパスを読み取ります。それ以外の場合は、空の文字列を返しま
す。
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• 値（取り消し可能）プロパティ（クラス:制御器）―制御器の値プロパティを書き込む機
能と同じですが、スクリプト処理システムが書き込みを登録するため、値変更の取り消
しが可能です。このプロパティは書き込み専用です。

• デフォルト値（取り消し可能）プロパティ（クラス:制御器）―制御器のデフォルト値プ
ロパティを書き込む機能と同じですが、スクリプト処理システムが書き込みを登録する
ため、値変更の取り消しが可能です。このプロパティは書き込み専用です。

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 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

• LabVIEW 2013アップグレードノート—upnote13jp

• LabVIEW 2014アップグレードノート—upnote14jp
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契約（EULA）及び他社製品の法的注意事項はご使用のNI製品のReadmeファイルにあります。National
Instrumentsの輸出関連法規遵守に対する方針について、また必要なHTSコード、ECCN（Export Control
Classification Number）、その他の輸出入に関する情報の取得方法については、「輸出関連法規の遵守に関
する情報」（ni.com/legal/ja/export-compliance）を参照してください。NIは、本書に記載の情報の正
確性について、一切の明示または黙示の保証を行わず、技術的な誤りについて一切の責任を負いません。米
国政府のお客様へ:本書に含まれているデータは、民間企業の費用により作成されており、民間機関用の連邦
調達規則52.227-14と軍事機関用の国防省連邦調達規則補足252.227-7014および252.227-7015に基づく限定権利
及び制約付データ権利の条項の適用を受けます。

© 1998–2015 National Instruments. All rights reserved. 371780L-0112 2015年 06月


	LabVIEWアップグレードノート
	目次
	LabVIEW 2015へのアップグレード
	1.VIおよびマシン構成のバックアップを作成する
	2.VIの既存の動作をテストして記録する
	3.LabVIEW、アドオン、デバイスドライバをインストールする
	4.VIを変換し、動作の変化を検証する
	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

	アップグレードおよび互換性の問題
	LabVIEW 2009以前からアップグレードする
	LabVIEW 2010からアップグレードする
	VIと関数の動作の変更点
	プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
	廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
	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
	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
	特定のLabVIEW共有ライブラリのエラーレポートの改善点
	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からアップグレードする
	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
	プロパティ、メソッド、イベントの動作変更
	廃止されたプロパティ、メソッド、イベント
	名前が変更されたプロパティ、メソッド、イベント

	LabVIEW 2012からアップグレードする
	VIと関数の動作における変更点
	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
	デフォルト.NET Frameworkに関する変更
	システムボタンに関する変更
	値および値（信号）プロパティに関する変更
	条件トンネルのパフォーマンスの改善点
	カスタム制御器をサブパネルに配線する
	NI Web-Based Configuration & MonitoringをSSL付きで使用する
	LabVIEWウェブサービスの作成とパブリッシュ
	キューメッセージハンドラテンプレートへの変更
	連続測定とログサンプルプロジェクトへの変更

	LabVIEW 2013からアップグレードする
	タイプ定義を確認して更新する
	廃止されたVI、関数、ノード
	廃止されたプロパティ、メソッド、イベント

	LabVIEW 2014からアップグレードする

	LabVIEW 2015の機能および変更点
	ショートカットメニューにカスタム項目を追加する
	フロントパネルまたはブロックダイアグラムのスペースの追加または縮小に関する改善点
	プローブの改善点
	フリーラベル内のハイパーリンク
	アクターフレームワークのアクタークラスおよびメッセージクラスを作成する
	フロントパネルの改善点
	Tabキーを使った場合エラー入力クラスタをスキップする

	環境の改善点
	コンパイラの最適化における改善点
	VIのロード後、欠損しているコンポーネントを一覧表示する
	その他の環境の改善点

	追加および変更されたVIおよび関数
	新しいVIおよび関数

	アプリケーションビルダの改善点
	（Windows） タイプライブラリを組み込んだ共有ライブラリを作成する
	LabVIEWビルドアプリケーションおよび共有ライブラリのロード時間の改善

	追加および変更されたクラス、プロパティ、メソッド、およびイベント
	VIサーバのプロパティとメソッド


	旧バージョンのLabVIEWの機能と変更点



