
 1 

TestStand 3.x においてファイルを配布する方法 

ここでは TestStand 開発システムにおいて開発されたシーケンスファイルやステップモジュールを、TestStand 開発シ

ステムがインストールされていない PC に配布する方法（TestStand Deployment Engine Installer を作成する方法）と、

TestStand Deployment Engine Installer に TestStand Engine を含める方法を解説します。TestStand 開発システムが

インストールされていない PC にファイルを配布する場合、単にファイルをコピー&ペーストするのではなく、必ずインス

トーラを作成し、そのインストーラを使用して配布してください。 

 

１． シーケンスファイルやステップモジュールなどのファイルを配布する場合、開発用 PC において TestStand 関連フ

ァイルを任意のディレクトリでなく、 <C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.x¥Components¥User¥> 

に置きます（具体的に、<... ¥Components¥User> 以下に TestSequence などとしたディレクトリを作成し、その中

にファイルを置くと良いでしょう）。 

ここでは例として、<C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.x¥Examples¥Demo¥LabVIEW> 以下のフ

ァイルを <C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.x¥Components¥User¥TestSequence> にコピーし

て、これらのファイルを配布する手順を説明します。 

 

２． TestStand のデプロイメントユーティリティを以下の場所から立ち上げます。 

ツール → TestStand システムデプロイメント… 

   そして、以下のウィンドウが起動します。 

 

 

３． システムリソースタブで、『TestStand User ディレクトリのファイルを配布』にチェックを入れます。このオプションを

選択することにより、 <C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.x¥Components¥User> ディレクトリ

以 下 の フ ァ イ ル を 配 布 イ ン ス ト ー ラ の 中 に 含 め る こ と が で き る よ う に な り ま す （ User デ ィ レ ク ト リ は 

<...¥ Components¥> 以外に、 <...¥ CodeTemplates¥> や <...¥OperatorInterfaces ¥> があります）。 

配布できるファイルはシーケンスファイルやステップモジュールなどです。 
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４． 次にデプロイメントファイルタブを選択する。 

   

  『ソースコードを解析しますか？』というダイアログが出てきたら、はい を選択する。 

   

  すると、User ディレクトリ以下に置いたファイルがツリーの中に表示されます。ここで配布したいファイル名の左横

の  欄を  とする。配布しないファイルについては  のままにします。 
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５． インストールオプションタブを選択します。TestStand Engine をインストールする場合、『TestStand Engine インスト

ール』にチェックを入れる（シーケンスファイルやステップモジュール等のみをインストーラに含める場合には、チェ

ックを入れない）。 

   

 

６． （バージョン 3.0, 3.1 の場合） 

さらに、『エンジンオプション』をクリックし、TestStand エンジンオプションウィンドウを立ち上げます。 

ツリーの中の、オペレータインターフェースにチェックする。インストールするオペレータインターフェースの 

言語を選択する場合には、更に展開して LabVIEW などの項目を選択します。 

オペレータインターフェースはデフォルトで次の 3 種類あります。 

- Full-Featured： シーケンスエディタに近く、細かい機能が搭載されている 

- Simple： シーケンスファイルを実行するための最低限の機能のみが搭載されている 

- TestStand 2.0.1 Operator Interfaces (Old)： 旧バージョンの API で搭載されている 
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（バージョン 3.5 の場合） 

インストーラを作成する際に、TestStand エンジンオプションダイアログにおいてオペレータインターフェースを 

含めることができません。そのため手順 1 に従って、オペレータインターフェースを <C:¥Program Files¥ 

National Instruments¥TestStand 3.5¥Components¥User¥TestSequence> などの User ディレクトリに 

コピーしておきます。その後手順 4 を再度行い、ファイルをインストーラに含めるようにします。 

例） <C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.5¥OperatorInterfaces¥NI¥Full-Featured¥ 

LabVIEW¥TestExec.exe> を <...¥Components¥User¥TestSequence¥> にコピーします。 
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７． TestStand デプロイメントシステムウィンドウに戻り、『保存』をクリックして、この設定内容を ”EngineInstaller.tsd” 

などとして保存します。 

 

８． 『作成』をクリックして、インストーラを作成します。PC のスペックに依存しますが、数十分ほどでインストーラの作

成が終了します。終了したら、<マイ ドキュメント>¥TestStand Deployment¥Installer にあるすべてのファイルを

CD にコピーするか、もしくはネットワーク経由でインストールする PC にコピーします。 

   

 

以上で、システム配布用のインストーラの作成は終了です。 
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ターゲット PC 上でのセットアップ方法 

 

１． コピーしたフォルダ内に ”setup.exe” があるので、ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。 

   

 

２． 『Next』をクリックします。 
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３． それぞれの項目に必要な情報を入力します 

   

 

４． ターゲット PC のどのフォルダに TestStand をインストールするか指定します。 
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５． 『Next』をクリックします。 

   

 

６． インストールが開始されます 
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７． デプロイメントエンジンのアクティブ化を行う必要があります。この場合、下記のように “Yes, I want to activate 

after rebooting”を選択し、PC の再起動を行います。 

 

 

 

８． 『Finish』をクリックします。 
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９． PC の再起動が終わった後、下記のようなウィンドウが表示されます。 

   

 

１０． アクティブ化を行うために、『安全なインターネット接続から自動的にアクティブ化』、もしくは『アクティブ化コ

ードを取得するためにウェブブラウザ、電子メールクライアント、またはファックス番号を使用』を選択します。 

もしウェブブラウザからアクティブ化を行う場合には、http://www.ni.com/license/ のサイトにアクセスし、 

そこから、『TestStand』を選択します。 
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『製品のアクティブ化』のページに進んだ後で、必要な情報を入力すると、アクティブ化コードを取得することが 

できます。 

   

 

１１． アクティブ化が終了したら、スタート → すべてのプログラム → National Instruments → TestStand 3.x 

→Operator Interfaces → LabVIEW と選択し、LabVIEW 用のオペレータインターフェースを起動します。 

（バージョン 3.5 の場合には、Windows エキスプローラよりオペレータインターフェースを起動します。） 
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１２． 実行したいシーケンスファイルを開く。 

例） <C:¥Program Files¥National Instruments¥TestStand 3.x¥Examples¥Demo¥LabVIEW¥ 

Computer Motherboard Test¥Computer Motherboard Test Sequence.seq> を開く。 

 

１３． シーケンスファイルを開いた後、アダプタの設定を行い、どのようにしてステップモジュールを実行するかを

設定します。TestStand Operator Interface ウィンドウから、Configure → Adapters で、Adapter Configuration ウィ

ンドウを開き、『Configure』をクリックします。 

   

 

１４． LabVIEW がインストールされていない PC 上で実行する場合には、Select or Type Which LabVIEW Server to 

Use より 『LabVIEW Run-Time Engine』を選択し、ステップモジュールを実行させるための LabVIEW Run-Time 

Engine のバージョンをプルダウンメニューより選択します。 

注） ここでは単一バージョンしか選択できないため、ステップモジュールは選択される単一バージョンで 

構築されている必要があります。 

 

   LabVIEW がインストールされている PC 上で実行する場合には、『Development System (Active Version: x.x)』も

しくは 『LabVIEW Run-Time Engine』を選択します。 

設定後、『OK』をクリックします。 
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１５． シーケンスを実行します。 

 


