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新機能について
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１．主要な新機能、および従来との差分等について

２．11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響

３．既知の事象について
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新機能追加及び機能改善により利便性が向上

新機能等について①

項目（機能） 内 容大分類

カスタムアクション
ステップ

新機能
「カスタムアクション」ステップは、ロボットから外部プログラムを呼び出すことでロボットの機能を拡張する
DAステップです。

DAワークフロー新機能
DAワークフロー新機能として、デバイスマッピング名をワークフロー内で定義することができるようになりまし
た。

電子メールから抽出
ステップ

文字列または MIME 形式で保存された .eml形式のメールファイルが格納されているテキスト変数から、
そのEメールの各種情報（件名、宛先、本文、添付ファイル…）を抽出できます。

PDFステップ
対象のPDFドキュメントの指定ページからテキストを抽出できます。
また、対象のPDFドキュメントの指定ページからテキストを抽出できます。

OmniPage OCR 
OmniPageエンジンを利用して、OCR処理機能を使用することができるようになりました。この機能によ
って、Desktop Automationワークフローにて、画像上の文字を認識しデータとして取得できます。

ロボット編集方法機能改善
Desktop Automationワークフローは別ロボット「Desktop Automationロボット」として独立し、
編集はWeb Automationワークフローと同一のエディタ内で行えるようになりました。

実行の準備ボタン
の表示

機能改善
Web Automationロボットファイルを開いた後「実行の準備」ボタンが表示されます。
これによって、DS上でロボットを開くのと同時に実行が行われることはなくなりました。

ステップ名の変更機能改善
従来の[Desktop Automation]ステップは、[Desktop Automationロボットの呼び出し]に名称が
変更されました

新機能

新機能

新機能

「クリック」ステップの
改善

機能改善
プロパティとして新しく下記の修飾子を設定できます。
固定キー修飾子：Shiftキー・Ctrlキー・Altキー / 計算キー修飾子：仮想キーコードが設定可

「開く」ステップの
刷新

機能改善
Desktop Automationの「開く」ステップは、分割された５つの専用ステップで構成され、各専用ステッ
プは、それぞれアプリケーションの操作を開始するために必要なオプションのセットを提供します。

電子メール
トリガー

MCは指定されたメールアカウントとそのメールボックスを監視し、メール受信があった場合、
それをトリガーとしてあらかじめ指定したロボットを実行します。

新機能
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新機能等について②

項目（機能） 内 容大分類

仮想入力ドライバーの
マウスへのサポート

仮想入力ドライバー適用により手動と一致ハードウェアのキーボードとマウスをシミュレートすることができま
す。これによりOSのセキュリティブロック等で従来は実現できない操作を実現できるようになります。

組み込みChromium
印刷動作の改善

機能改善
組み込みブラウザではWebページまたはドキュメントに対して印刷動作を行った場合、印刷ダイアログの
代わりに「WebページをPDFとして保存」ダイアログが表示されます。

組み込みChromium
プロパティの追加

機能改善

組み込みChromium
JavaScriptの実行

組み込みChromiumブラウザではブラウザに対してJavaScriptの実行が可能になりました。

Chromiumブラウザ操作に・ 画面サイズ・ユーザーエージェント・言語リストを承認・ ロード状態を無
視・認証・PDF設定・クライアント証明書のプロパティが追加されました。

組み込みChromium
の改善

機能改善
組み込みブラウザからドキュメントをダウンロードする際に、ダウンロード完了まで自動的にワークフローの
実行を待機します。

機能改善

機能改善

MCのロボット実行
方法の改善

MCでロボットを複数実行する際、DASやKCU、またRoboServerの空き状況を確認します。
実行タスクの最大実行効率で完了できるよう、各タスクを自動的に優先順位付けを行い、実行します。

機能改善

組み込みExcel
改善

従来の「開く」ステップに代わり、新ステップ「Excel」でBuilt In Excel機能を使用してExcelファイルを
編集することができるようになりました。

機能改善

DAS Provider用
クラスタの設定

機能改善
MC上の「設定」項目「Design Studio」にて、DSで使用されるDASまたはデータベースをクラスタ単位
で制限可能です。

ユーザーセキュリティ
管理の有効化

機能改善
組み込みモード（PoC)でSynchRoidを使用する場合、v11.1からManagement Consoleの
「ユーザー管理の有効化」は常にオンの状態となります。

MCプロジェクト
エクスポート機能

MC上のプロジェクトをエクスポートする場合、従来はMCからエクスポートファイルをエクスポートする必要
がありましたが、URLにアクセスするだけでダウンロードできるようになりました。

機能改善

キュー機能機能改善
「REST Webサービス呼出」ステップを使用して、別のロボットをMCの実行キューに投入できるようになり
ました。
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新機能等について③

項目（機能） 内 容大分類

Kapplet
UIの刷新

新しいユーザーインターフェースによるKappletは、外観と操作性が向上し、ロボットを実行し実行結果
を確認する業務をよりスムーズに行えるようになりました。また、キーボードショートカットを導入しました。

Kappletの
独立

機能改善 KappletはMCに付属しない、個別のアプリケーションとして独立しました。

機能改善

DS紹介ウィンドウ 「Design Studioにようこそ」ページがウインドウからタブ内での表示変更となりました。

マイプロジェクト
の統合

「マイプロジェクト」「Management Console」「データベース」が統合されました。

マイプロジェクトの
表示変更

Management ConsoleからDSの端末にダウンロードしたプロジェクトは、DS上では「Management 
Console」ツリーに表示されます。またDSから各プロジェクトを最新のものに更新できます。

操作性改善

操作性改善

操作性改善

MCのUI刷新操作性改善
MC（Management Console）のユーザーインターフェースが全面的に刷新されました。
従来よりも効率的にSynchRoidの管理業務を行えるようになります。

Kappletsへ
アクセス

Kapplets にWebブラウザ用のページは別に、スマートフォン・タブレット端末用のページが新しく用意さ
れています。

操作性改善
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【Design Studio】
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1. Design Studioの新しい「紹介」ウィンドウ

Design Studioでは、「Kofax RPA Design Studioにようこそ」ページがウィンドウからタブ内での表示に
変更となりました。

従来のバージョン

現在のバージョン

[紹介] タブを開いたまま、ロボットの編集や
実行を行うことができます。
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2. 「マイプロジェクト」パネルの刷新（1/3）

v11.1のDSでは、これまで別々のパネルとして独立していた「マイプロジェクト」「Management Console」
「データベース」が統合されました。

10.7.0.4 11.1
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2. 「マイプロジェクト」パネルの刷新（2/3）

Management Console（以下MC）からDSの端末にダウンロードしたプロジェクトは、DS上では
「Management Console」ツリーに表示されます。
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2. 「マイプロジェクト」パネルの刷新（3/3）

各プロジェクトごとに更新の対象に含める
/含めないが任意に選択することができま
す。

プロジェクトが「更新」状態であれば、MC
ツリーを更新した時、そのプロジェクトは同
時にに更新されます。逆に「更新から除外」
状態であれば、更新は行われません。

これにより、MCツリーの更新時毎回すべて
のプロジェクトが更新されることはないため、
動作パフォーマンスの低下を防ぐことがで
きます。各プロジェクトは必要な時のみ更
新を行えます。

「更新」状態

「更新から除外」状態

MCツリーを更新する際「更新」状態のプロジェクト
のみMC上の最新の状態に更新されます

DSにてMCの各プロジェクトの内容をMC上の最新のものに更新できます。
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3. ロボット編集方法の改善（1/8）

v11.1からDesktop Automationワークフローは別ロボット「Desktop Automationロボット」として

独立し、編集はWeb Automationワークフローと同一のエディタ内で行えるようになりました。

（従来の「ロボット」は「Web Automationロボット」という名称となります）

従来の[ロボット」は、[Web オート
メーション ロボット]に名称が変更さ
れました

従来の[Desktop Automation]は、
[Desktop Automation ロボット]に名称が
変更され、Design Studio画面上で編集で
きるようになりましたこれにより、DAワークフローを別エディ

タとして開く必要はなくなり、開発が効
率化します。

DAロボットとそのワークフローを実行
するにはWeb Automationロボット
から後述の「Desktop 
Automationロボットの呼び出し」ス
テップを使って呼び出す必要がありま
す。
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ロボット編集方法の改善 – Web Automationロボット（2/8）

v11.1ではWeb Automationロボットファイルを開いた後「実行の準備」ボタンが表示されます。

以前のバージョンではロボットを開いたとき
に「デザイン」モード実行が自動的に実行さ
れていましたが、v11.1ではこのボタンが
押下されない限り、実行は行われません。
（ワークフロー編集は可能）

これによって、DS上でロボットを開くのと同
時に実行が行われることはなくなりました。
ユーザーは任意のタイミングで「デザイン」
モード実行を行うことができます。（ワーク
フロー確認などでファイルを開くなどの場合
は実行は不要）
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3. ロボット編集方法の改善 – Web Automationロボット（3/8）

前述の通り「実行待機」状態のままでもWeb Automationロボットワークフローの編集は可能です。

このため、以前のバージョンと異なりロボットをDS上で開くのと同時に「デザイン」モード実行を行うことなく、編集の
みを行うことも可能となりました。
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3. ロボット編集方法の改善 – Desktop Automationロボット
（4/8）

DAロボットとそのワークフローを編集するには、Web Automationワークフローから新ステップ「Desktop 
Automationロボットの呼び出し」（旧「Desktop Automation」ステップ）を使用してDAロボットを呼び出
します。

ツールバーの「DA ロボットにステップ イントゥー」ボタンを押下して編集を開始します

従来の[Desktop Automation]ステップは、[Desktop 
Automationロボットの呼び出し]に名称が変更されました

[ DA ロボットにステップ イントゥー]ボタンを押下し、
DAロボットの編集を開始します。
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3. ロボット編集方法の改善 – Desktop Automationロボット
（5/8）

同じエディターにDAロボットのワークフロー画面が表示されます。

この状態でDAワークフローの編集と実行が可能になりますので、前バージョンのDAワークフローと同じ要領で
編集・実行を行います。
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3. ロボット編集方法の改善 – Desktop Automationロボット
（6/8）

編集が終わりましたら、 「ロボットの終了」 ボタンあるいは「ステップアウト」ボタンでDAワークフローの編集を終了
し、Web Automationロボットに実行を戻します。

「ステップアウト」ボタンはDAロボット呼び出し元の「Call 
Desktop Automation Robot」ステップの実行を完了
し、次のステップに遷移した状態でDAロボット編集を終了し
ます。

「ロボットの終了」ボタンはDAロボット呼び出し元の「Call 
Desktop Automation Robot」ステップを未実行の状
態でDAロボット編集を終了します。

「ロボットの終了」ボタン

「ステップアウト」ボタン
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3. ロボット編集方法の改善 – Desktop Automationロボット
（7/8）

またv11.1のDAワークフロー新機能として、デバイスマッピング名をワークフロー内で定義することができるように
なりました。

使用中のDSまたはMCのデバイスマッピングのファイル名を変更したとしても、本箇所でデバイスマッピング名（例
えば変更前のマッピング名）を設定することで、そのマッピング名をDAワークフロー内で使用することができます。

これによって、デバイスマッピングのファイル
名の変更により、各DAステップが設定エ
ラーになる等悪影響を受けることを回避
できます。（例えばDAワークフロー上で
元のマッピング名を設定すれば、ステップ
のマッピングを設定しなおす必要はありま
せん）

Web Automationワークフローで設定したデバイスマッピング名（label1）

DAロボットで使用するデバイスマッピ
ングのファイル名（label2）

各DAステップで使用されるデバイスマッピング
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3. ロボット編集方法の改善 – Desktop Automationロボット
（8/8）

現行v10.7.0.4までのロボットのDAワークフローをv11.1で編集する場合、v11.1のDesign Studioでその
ロボットを開き、「Desktop Automation」ステップをv11.1にアップデートする必要があります。
（実行のみ行う場合はアップデートすることなく実行可能です）

旧バージョンのロボットをDSで開き、
「ロボットをエクスポートして開く」ボタン
を押下することで、そのDesktop 
Automationワークフローは自動的
にv11.1のDAロボットとして新規作成
されます。その後、前述の方法で編集
と実行を行えるようになります。

v10.7.0.4の「Desktop Automation」ステップを含むロボ
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4. 「カスタムアクション」ステップ（1/4）

「カスタムアクション」ステップは、ロボットから外部プログラムを呼び出すことでロボットの機能を拡張する
DAステップです。

この「カスタムアクション」ステップを使用することで、既存のアクションステップ以上の業務をロボットが担える
ようになります。

文書のPDF化やZIP圧縮・
解凍、SAP連携もできるよう

になったよ！

～Custom Action Stepのイメージ～

ブラウジング、Excel、
DA、DB処理などができ

るよ！

コネクター屋

Custom Action Stepで使用する
外部プログラムを、「Connector」と

呼びます。
（※次ページを参照）
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4. 「カスタムアクション」ステップ（2/4）

「カスタムアクション」ステップにて使用する外部プログラムを「Connector」と呼びます。

Connectorとして使用できる外部プログラムは以下の4種類です。
1. Node.js（JavaScript）
2. Python（v2系およびv3系）
3. Shell

4. 実行ファイル（.exe）

Connectorの機能をロボットから呼び出す
には、以下の手順を踏みます。
1. 外部プログラムをZIP圧縮
2. 拡張子を .connector に変更
3. DSのプロジェクトパスにコピーして反映
4. 「カスタムアクション」ステップをDAロボット

に追加
5. 「カスタムアクション」ステップのプロパティを

設定
6. ロボットを実行

プロジェクトに
反映

ZIP
圧縮

拡張子
変更

プロジェクトの
ファイルパスに

コピー

Custom Action 
Stepの追加

ロボット
を実行

例：QRコードを
生成するNode.js

プログラム

プロパティを設定
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4. 「カスタムアクション」ステップ（3/4）

Connectorの構成は以下の通りです。
1. manifest.json ファイル（必須）
2. プログラムのソースコード（必須）
3. 2. の実行に必要なモジュール（任意）

Connectorには、以下の情報をJSON形式で
定義したmanifest.jsonファイルを含む必要が
あります。
1. Connector名称
2. 「カスタムアクション」ステップで使用する機能名称
3. プログラムを実行するコマンドライン

※パラメータ、返り値は任意

Pythonを使用する場合は、ロボットの実行先環
境（DASを使用して自動化する環境）に予め
Pythonをインストールしておく必要があります。

記述中
略

Connecto
r
名称

機能名
称

パラメー
タ

記述中
略

返り値

コマンド
ライン

一方、Node.jsを使用する場合は、特に指定が無ければ、SynchRoid に同梱されたNode.js実行環境が
使用されます。
また、プログラムの実行に必要なモジュールを「node_modules」フォルダに格納して実行することができます。
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4. 「カスタムアクション」ステップ（4/4）

サンプルとなるコネクタ（翻訳機能やSNS連携機能）はRPAテクノロジーズのWebサイトにて
公開しております。
（今後ユーザー様の要望をアンケートし、それに従った要望の操作が可能なコネクタを定期的に公開予定）
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5. 「電子メールから抽出」ステップ

本ステップは文字列または MIME 形式で保存された .eml形式のメールファイルが格納されているテキスト変数
から、そのEメールの各種情報（件名、宛先、本文、添付ファイル…）を抽出できます。
詳細は以下のオンラインヘルプをご参照ください。
https://docshield.kofax.com/RPA/ja_JA/11.1.0_vwsnqu4c9o/help/kap_help/designstudio/c_extract_email.html

※現在の仕様では、Office Outlook
で標準使用されるメール形式.msgファイ
ルに対する使用はサポートされていません。

今後本機能におけるサポートを追加する
予定です。
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6. 「PDF」ステップ

本ステップでは対象のPDFドキュメントの指定ページからテキストを抽出できます。

本ステップは下記のPDFドキュメントに対して使用できます。
①ローカルファイル
②ロボットファイルシステム上にあるPDF

ドキュメント
③バイナリ変数に格納されたPDFドキュメント

PDFファイル内任意のページを指定して
表示し、操作することも可能です。

「レコードビュー」内でPDFドキュメントを
開き、ビュー内の右クリックメニュー、「アプ
リケーショアクション」メニューからPDFドキ
ュメントの各種操作（次のページ、前のペ
ージ、テキストを抽出…）を実行できます。
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7. OmniPage OCR （1/3）

v11.1よりOmniPageエンジンを利用して、OCR処理機能を使用することができるようになりました。

この機能によって、Desktop Automationワークフローにて、画像上の文字を認識し、ワークフローで使用する
データとして取得できます。

DAS内のタブ「OCR」からOCR機能有効化のチェックボックスを
チェックし、OCR言語を設定します。

Desktop Automation Service（DAS）
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7. OmniPage OCR （2/3）

複数言語（英語と日本語）をOCR読み取り文字として使用する場合、下図のような設定により、OCR認識が
可能となります。

有効なOCR言語に[eng+jpn]を設定すれば英語と日本語を
同時にOCRの認識対象として使用できます。
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7. OmniPage OCR （3/3）

DAS上でOCR有効化と各種設定後、Desktop Automationワークフロー上で、画像上の文字を認識、
テキストデータとして使用できるようになります。

画像上の文字をOCRでテキストデータとして認識し、
変数「テキスト文字」に格納します

Design Studio – Desktop Automationワークフロー

変数にテキストデータが格納されました。
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8. 「クリック」ステップの改善（1/2）

v11.1ではDesktop Automationの「クリック」ステップが改善されました。

プロパティとして新しく下記の修飾子を設定できます。

固定キー修飾子
Shiftキー
Ctrlキー
Altキー

計算キー修飾子
仮想キーコードを設定できます
例：
VK_LSHIFT – 左Shiftキー
VK_RCONTROL－右Ctrlキー

10.7.0.4

11.1

新プロパティとして「固定キー修飾子」「計算キー修飾子」を
選択できます



28

8. 「クリック」ステップの改善（2/2）

これによって、「クリック」ステップ単体で実現可能な操作の範囲が広がりました。

例として、エクスプローラー上のファイルを複数選択するなど、
これまでの「クリック」ステップでは実現できなかった操作を、
クリックと修飾子（こここでは「Ctrl」キー）の組み合わせに
よって実現できます。

「左クリック」ステップにて「左クリック」と「Shift」キーを同時押下する設定
（キーボードでの「左クリック」＋「Shiftキー」押下と同じ）

このステップでDA端末上のエクスプローラーのファイルを複数選択しています。
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9. 「開く」ステップの刷新

Desktop Automationの「開く」ステップは、５つの専用ステップに分割されています。
各専用ステップは、それぞれアプリケーションの操作を開始するために必要なオプションのセットを提供します。

✓ 参照（Browse）ステップ
組み込みChromiumブラウザをDAワークフロー上で開きます

✓ ウィンドウ（Windows）ステップ
デスクトップ上でファイルを開きます

✓ セッションの開始（Initiate Session）ステップ
RDP 接続によりDA端末に接続します

✓ Excelステップ
組み込みExcelをDAワークフロー上で開きます

✓ ターミナル（Terminal）ステップ
ターミナルに接続して端末を自動化します
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10. 組み込みExcel（Built In Excel）改善（1/4）

v11.1より従来の「開く」ステップに代わり、新ステップ「Excel」でBuilt In Excel機能を使用してExcelファイル
を編集することができるようになりました。

本ステップではExcelファイルに対し、以下の操作を行うことができます。

ファイルを開く
指定したファイルパスのExcelファイル、または
新規作成Excelを開き、Built in Excelにて
編集を開始できます。

ファイル作成
DAワークフローにて編集中のExcelファイルを
指定したファイルパス名で新規保存または上書き
できます。

機能名称
Excelステップが､追加され､
ファイル開くとファイル作成は､
できるようになりました｡

v11.1
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10. 組み込みExcel（Built In Excel）改善（2/4）

Build in Excel内のコンテキストメニューに「コンポーネント アクション」が追加され、Excelファイルに対する
操作を選択できます。

要素を右クリックして､コンポーネント アクションを選択すれば､
操作できます｡
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10. 組み込みExcel（Built In Excel）改善（3/4）

同じくBuild in Excelタブのコンテキストメニューにも「アプリケーションアクション」が追加され、Excelファイルに
対する操作を選択できます。

アプリケーションを右クリックして､アプリケーション アクションを選択すれば､
操作できます｡
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10. 組み込みExcel（Built In Excel）改善（4/4）

また、「Excel」ステップではBuild in Excel内で表示される行×列の範囲を指定することができます。

ここでは例として行：60、列：35までを
Build in Excel内に表示させるよう指定しています。
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11. 組み込みChromiumブラウザ（Built In Browser）の改善
（1/5）

v11.1ではDesktop Automationにおける組み込みChroｍiumブラウザの機能が改善されました。
新ステップ「参照」を使用します。
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11. 組み込みChromiumブラウザ（Built In Browser）の改善
（2/5）

Chromiumブラウザ操作における各種プロパティが追加されました。

・ 画面サイズ

– ブラウザ ウィンドウの幅と高さをピクセル単位で指定できます。

・ ユーザーエージェント

– 組み込みブラウザからのHTTPリクエストでのユーザーエージェントヘ
ッダーに対し、Web ブラウザ名、オペレーティング システム、デバイ
ス タイプ、およびその他の情報を指定できます

・ 言語リストを承認

– ブラウザを指定した言語でロードできます

・ ロード状態を無視

– 広告バナーの読み込みなどのバックグラウンドで行われる読み込み
要求が無視します
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11. 組み込みChromiumブラウザ（Built In Browser）の改善
（3/5）

・ 認証

– Webページロード時認証ポップアップ ダイアログ ボックスが表示さ
れる場合、ここで設定した資格情報で認証が行われます

・ PDF設定

– 組み込みブラウザの「PDF保存」ボタンでWebページを保存する際
の各種設定ができます

・ クライアント証明書

– Web サイトでクライアント の認証にクライアント証明書が使用され
ている場合は、この項目で設定された証明書を自動的に渡します
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11. 組み込みChromiumブラウザ（Built In Browser）の改善
（4/5）

v11.1の組み込みブラウザではWebページまたはドキュメントに対して印刷動作を行った場合、印刷ダイアログの
代わりに「WebページをPDFとして保存」ダイアログが表示されます。

本ダイアログで、ページまたはドキュメントを
PDFファイルで保存後、印刷を行ってください。
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11. 組み込みChromiumブラウザ（Built In Browser）の改善
（5/5）

組み込みブラウザからドキュメントをダウンロードする際に、ダウンロード完了まで自動的にワークフローの実行を
待機します。

• プロパティ「アクション」の選択し「ダウンロードを待機」
を選択することで、「Browser」ステップをファイルダウン
ロードを待機する処理に使用できます。

（「ページ読込」はこれまで通り組み込みブラウザ内で
Webページを開くのに使用します）

• その他ダウンロード待機の設定に使用する各種項目

• 「設定」

- ダウンロード実行可否を設定

（ダウンロード不要の場合、ダウンロードを

キャンセルすることも可能）

• 秒

- 待機時間を設定

• Results

- 変数でダウンロード数を設定

を設定し、ダウンロード処理に対して意図する操作を実行
させることができます。
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12. 組み込みChromiumブラウザにおけるJavaScriptの実行
（1/2）

v11.1の組み込みChromiumブラウザではブラウザに対してJavaScriptの実行が可能になりました。

レコーダービューのブラウザタブを右クリックすると「アプリケーションアクション」を表示できます。
この中から「JavaScriptの実行」を選択します。

実行するブラウザタグを右クリック。
アプリケーションメニュー配下のJavaScript
実行を左クリック。
これによって、JavaScriptを実行するステップ
が挿入できます。
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12. 組み込みChromiumブラウザにおけるJavaScriptの実行
（2/2）

DAワークフロー上に「JavaScriptの実行」ステップが作成されます。

当ステップの項目「JavaScript」欄に実行したいJavaScriptコードを記述します。

項目「Results: JS 実行結果」には、この実行によって得た結果を格納する変数を入力します。
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13. 仮想入力ドライバーのマウスへのサポート(1/3)

仮想入力ドライバーは、ハードウェア キーボードとマウスをシミュレートできるWindowsデバイス ドライバーです。

仮想入力ドライバー適用により手動と一致ハードウェアのキーボードとマウスをシミュレートすることができます。これ
によりOSのセキュリティブロックなどのために、従来のロボットで実現できない操作を実現できるようになります。

左図は本機能によりセキュリティ制御された
OSデスクトップに対する結果結果です。仮
想入力ドライバーにより、セキュリティ制限さ
れたデスクトップに対して「DAよりクリック、
キープレス」操作が可能になっています。

セキュリティ制御有のOSデスクトップに対するロボット操作結果

仮想入力ドライバー 操作 結果

未適用 DAよりクリック、キープレス NG

物理マウスクリック、キープレス OK

適用 DAよりクリック、キープレス OK

物理マウスクリック、キープレス OK
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13. 仮想入力ドライバーのマウスへのサポート(2/3)

ソフトウェア「Keymill」を使って本機能の動作を確認してみます。左図の通り、物理キーボード（①）でデスクトッ
プへ入力されたデータと仮想入力ドライバー適用後のロボットからの操作（③）による入力は同一のものとなって
います。

ソフトウェア「Keymill」を使って
本機能の動作を確認してみます。
左図の通り、物理キーボード
（①）でデスクトップへ入力され
たデータと仮想入力ドライバー適
用後のロボットからの操作
（③）による入力は同一のもの
となっています。

②仮想入力ドライバー未適用時ロボットの「キー
プレス」ステップで「右Ctrlキー」押下

③仮想入力ドライバー適用時ロボットの
「キープレス」ステップで「右Ctrlキー」押下

①物理キーボードで手動で「右Ctrlキー」押下

ロボットから入力された操作は物理キーボードでの
入力と同じデータになっています。
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13. 仮想入力ドライバーのマウスへのサポート(3/3)

仮想入力ドライバー機能の適用方法を説明します。

Desktop Automationサービス（DAS）をインストール時に、「仮想入力ドライバーをインストールします」を
チェックすることで本機能をDASに適用することができます。

DAS端末のデスクトップでキーボード
及びマウス操作の仮想入力ドライバ
ーを有効にするには、環境変数
「KOFAX_RPA_VIRTUAL_IN
PUT」を「Y」に設定します。仮想入
力ドライバーの使用をキャンセルには、
環境変数を「N」に設定します。

注 スクリーンロック機能や「RDP」 ステップなどにより、
DAS端末のデスクトップがロックされている場合は仮
想入力ドライバーは機能しません。
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【Management Console】
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1. MCのUI刷新

MC（Management Console）のユーザーインターフェースが全面的に刷新されました。

新しいユーザーインターフェースによるMCで、従来よりも効率的にSynchRoidの管理業務を行えるように
なります。
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2. 電子メールトリガー(1/5)

v11.1から電子メールの動作をトリガーとして、ロボットの実行を行えるようになりました。

MCは指定されたメールアカウントとそのメールボックスを監視し、メール受信があった場合、それをトリガーとしてあ
らかじめ指定したロボットを実行します。
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2. 電子メールトリガー(2/5)

設定 > 電子メールアカウントで、トリガーとなるメールボックスのアカウントを設定します

対応している電子メールアカウントタイプは
Google Gmail 
Microsoft 365
IMAP
となります。
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2. 電子メールトリガー(3/5)

設定 > 電子メールアカウントで、トリガーとなるメールアカウントを設定します。

設定項目は

・メールアプリケーション名

・説明

・プロジェクト名

・ユーザー名（メールアドレス）

・メールアカウントパスワード

などです。詳細はWebサイトを
参照ください。
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2. 電子メールトリガー(4/5)

リポジトリ > 電子メールトリガーでトリガーマッピングを作成します。

設定項目は

・トリガー名
・プロジェクト名
・電子メールアカウント
（前項で設定済みのアカウント）
・実行するロボット
・トリガーとなるメールフォルダ

です。
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2. 電子メールトリガー(5/5)

指定したメールフォルダに受信メールが届くと、指定したロボットが実行されます。
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3. MCのロボット実行方法の改善 (1/4)

MCでロボットを複数実行する際、DAS（Desktop Automation Service）やKCU、またRoboServerの
空き状況を確認します。

MCは上記の各リソースにおいて複
数の実行タスクの最大実行効率で
完了できるよう、各タスクを自動的
に優先順位付けを行い、実行する
になりました。

この改善により、従来のバージョン
では同じDASを使用するロボットを
同時に実行すると、一方が実行で
きずにエラーとなっていた事象が解
消され、どちらも順次実行されるよ
うになりました。

～改善イメージ～ 同一スケジュール内
でロボットA・Bを同時

実行

MC/RoboServer

ロボットA

ロボットB

DA端末

ロボットAは正常に
実行されます

ロボットAとBが
順次実行されます

ロボットBは実行されず
エラーとなります

WAIT
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3. MCのロボット実行方法の改善 – DASの占有エラーの解決 (2/4)

v10.7とv11.1のMCにおいて２つのロボットを同時にスケジュール実行した結果です。
v10.7のMCでは、一方のロボットがDASを使用している最中に、もう片方のロボットの実行も開始されてしまった
ため、後者のロボットはDASがビジー（使用中）状態によりエラー終了してしまっています。

v11.1のMCでは、双方とも
正常に実行完了したことが分
かります。
（一方のロボットがDASを終了
してから、もう片方のロボットの実
行が開始されるようMCが自動
的にそれぞれのロボの実行開始
の制御を行います）

Before（Ver.10.7） After（Ver.11.1）
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3. MCのロボット実行方法の改善 – スケジュール実行における複数実行
の制御 (3/4)

MCの「スケジュール」設定ダイアログにおいて、新しく「優先順位」項目が追加されました。
MC > スケジュール > スケジュール作成画面 > ジョブの優先順位から選択できます

スケジュールが複数実行された
場合、実行リソース（DASや
KCU、またRoboServerの
空きスロット等）を参照して、
最適な各スケジュール実行順
序を自動的に決定します。

その後、各スケジュールに対し
て設定した優先順位に従い、
実行リソースに空きがある限り
上記の実行順序の変更を行い
ます。（リソースに空きがなく、
変更によりスケジュール実行エ
ラーが生じる場合は変更は行
われません）
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3. MCのロボット実行方法の改善 – スケジュール実行における複数実行
の制御 (4/4)

複数スケジュール実行のイメージを説明します。

各スケジュールA～Eは前述のMC「優先
順位」項目でそれぞれ優先実行レベル
（最大～最小まで）が設定されていま
す。また、各スケジュールは同時に実行さ
れるものとします。

設定した時間に実行された場合、
①実行リソース
②各スケジュールの優先順位設定
の順に実行順序が自動的に決定さ

れ、実行が行われます。

三

実行時間を
同一に設定

MC/RoboServer

スケジュールA
優先順位：最大

DA端末

①MCは実行リソースの確認を行い、スケジュールA～Eまでの実行順序を
決定します

②実行リソースに空きがある限りにおいて、各スケジュールに設定されている
優先順位に従い実行順序の変更が行われます。

三

三

三

三

スケジュールB
優先順位：高

スケジュールC
優先順位：中

スケジュールD
優先順位：低

スケジュールE
優先順位：最小

1

2

3

4

5
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4. Desktop Automation Service Provider用クラスタの設定

Management Console（MC）上の「設定」項目「Design Studio」にて、Design Studio（DS）で
使用されるDesktop Automation Service（DAS）またはデータベースをクラスタ単位で制限可能です。

本項目で任意のクラスタを選
択すると、このクラスタにマッピ
ングされているDAS・データベ
ースのみがDesign Studio
から使用可能であるように制
限できます。

本機能によって、意図しない
DASやデータベースが使用さ
れてしまうことを防ぐことができ
ます。

注 「RoboServer」のロール（権限）を持つユー
ザーと 「RPA 管理者」グループに属するユーザーは、
本機能での設定に関わらずすべてのDASにアクセス
できます。

DSにてNon Productionクラスタ
に接続されているDASのみ参照可
能となります
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5. ユーザーセキュリティ管理の有効化(1/2)

組み込みモード（PoC）（※1）でSynchRoidを使用する場合、v11.1からManagement Consoleの
「ユーザー管理の有効化」は常にオンの状態となります。（以前のバージョンのように任意で変更できません）

これによって、組み込みモー
ドでもManagement 
Consoleに対しては常にユ
ーザーアカウントによりログ
インすることが必要になりま
した。

これによって、他のコンピュ
ータからManagement 
Consoleへの不正アクセス
による潜在的なセキュリティ
リスクを軽減することができ
ます。

※1 Tomcatなどの外部Webサーバーでは
なく、SynchRoid組み込みのサーバーで
Management Consoleを起動する方法

v10.7.0.4まで
（任意でユーザー管理機能の使用可否を変更できる）

v11.1
（項目が消え、ユーザー管理は常にオンとなります）

RoboServer Settings
（組み込みManagement Consoleの設定を行えます）
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5. ユーザーセキュリティ管理の有効化(2/2)

組み込みモードのManagement Consoleに初回ログインするとき、デフォルトのスーパー ユーザーとそのパスワ
ード（admin/admin）を使用します。

ログイン後、Management Consoleのユーザータブで、パスワードを変更できます。

v11.1のMCログイン

MCログイン後のPW変更
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6. URLによるMCプロジェクトエクスポート機能

MC上のプロジェクトをエクスポートする場合、従来はMCからエクスポートファイルをエクスポートする必要がありま
したが、下記のURLにアクセスするだけでダウンロードできるようになりました。

ダウンロード用URLは以下の通りです。
http://[MCユーザー名]:[MCパスワード]@[MCのURL]/secure/BackupProjectByName?projectName=[エクスポートするプロジェクト名称※]
（※プロジェクト名に日本語が含まれる場合はエンコードが必要となります）

この方法により、APIを使用してプロジェクトファイルをダウンロードする等の行為がより容易に行えるようになります。
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7. RESTサービスによるロボットのキュー機能 (1/3)

「REST Webサービス呼出」ステップを使用して、別のロボットをMCの実行キューに投入できるようになりました。

実行キューに投入するロボット名や変数名、値等はJSON等の形式で外部指定が可能です。

「REST Webサービス呼出」ステ
ップを使用して、別のロボットを
MCの実行キューに投入できるよう
になりました。

実行キューに投入するロボット名や
変数名、値等はJSON等の形式
で外部指定が可能です。

タイプ名

タイプ内変
数名と値

チケット番号
※次ページにて使用

ステップ
実行

プロジェクト名

ロボット名

「REST Webサービス
呼出」ステップのJSON

設定
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7. RESTサービスによるロボットのキュー機能 (2/3)

「REST Webサービス呼出」ステップにてキューの投入が成功すると、チケット番号がMCから返却されます。

このチケット番号を使用して、予めMCにログインの上、下記のURLにアクセスすることでキューの実行結果をMCを
開かずにWeb上で確認することができます。
【実行結果確認URL】
http://{MCのURL}/api/mc/tasks/getRobotOutput/{チケット番号}

チケット番号
実行結果
確認

キューの
実行結果
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7. RESTサービスによるロボットのキュー機能 (3/3)

この実行キューには、以下の項目をJSONの下記プロパティに設定して実行させることができます。

①優先度
以下の5段階を設定できます

最大 (MAXIMUM)
高 (HIGH)
中 (MEDIUM)
低 (LOW)
最小 (MINIMUM)

②タイムアウト時間（秒）

「優先度」の高いキューは低い
キューよりも先に実行されます。

「タイムアウト時間」を超過した
未実行のキューは、実行されず
に削除されます。

優先度

タイムアウト時間

キュー
実行

MCのタスクビュー画面
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【Kapplets】
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1. Kappletの独立とUIの刷新 (1/3)

v11.1よりKappletはMCに付属しない、個別のアプリケーションとして独立しました。

新ファイル「kapplets.war」をTomcat
サーバー上に展開することで、Kappletを
使用できるようになります。

このため、例えばMCとKappletをそれぞれ
別のサーバー上で動作させるといった柔軟
な運用が可能になります。
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1. Kappletの独立とUIの刷新 (2/3)

Kappletのユーザーインターフェースは、MCと同様に全面刷新されました。

新しいユーザーインターフェースによるKappletは、外観と操作性が向上し、ロボットを実行し実行結果を確認す
る業務をよりスムーズに行えるようになり、デジタルレイバーとしてのロボットとの協業・連携体制がより密接になりま
す。
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1. Kappletの独立とUIの刷新 (3/3)

また、本バージョンより新たにキーボードショートカットが導入されました。

キーボードショートカットの導入により、Kappletの操作性がさらに向上されます。
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２. PC以外の端末からKappletsへアクセス、操作可能

Kapplets にWebブラウザ用のページは別に、スマートフォン・タブレット端末用のページが新しく用意されていま
す。このページを使用してPC以外の端末からKappletsへアクセス・操作が可能です。
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１．主要な新機能、および従来との差分等について

２．11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響

３．既知の事象について
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v10.2.0.3からのv11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットの影響について

Ver.10.2.0.3で作成されたロボットをVer.11.1.0.4に移行した場合の影響は下記が該当します。事象の概要に
ついては「1-1. v11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響」を、各事象の詳細については「移行時の影響
詳細」を参照ください。
※検証内容は、スキルトレーニングでよく利用される36ステップを対象としています。

移行元バージョン
11.1.0.4
（GA） 対応方法
日本語版

10.2.0.3 英語版
影響あり
④

＜英語版→日本語版へ移行時＞
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、Excelファイルを開いた後、クリッ
ク ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実行」でExcelファイルを開く。
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v10.3.0.2からのv11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットの影響について

Ver.10.3.0.2で作成されたロボットをVer.11.1.0.4に移行した場合の影響は下記が該当します。事象の概要に
ついては「1-1. v11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響」を、各事象の詳細については「移行時の影響
詳細」を参照ください。
※検証内容は、スキルトレーニングでよく利用される36ステップを対象としています。

移行元バージョン
11.1.0.4
（GA） 対応方法
日本語版

10.3.0.2

日本語版
影響あり
①②③④

＜日本語版→日本語版へ移行時＞
①移行元または、移行先バージョンで、読み取り専用で開いたExcel(View As Excel)に対して
「Set Current Window」を行う場合は、ウィンドウ名のリストからウィンドウ番号を設定する。
例：「ウィンドウ #2（View）」
②ファインダーでExcelのシート名に「シート」を設定している場合は、「sheet」に変更する必要あり。
③SetCurrentWindowステップにてウィンドウ設定に「名前がありません」を設定している場合は、
「Unnamed」に変更する必要あり。
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、ウィンドウステップに変更後に
Excelファイルを開いた後、クリック ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実
行」でExcelファイルを開く。

英語版
影響あり
④

＜英語版→日本語版へ移行時＞
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、Excelファイルを開いた後、クリッ
ク ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実行」でExcelファイルを開く。
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Ver.10.3.0.7で作成されたロボットをVer.11.1.0.4に移行した場合の影響は下記が該当します。事象の概要に
ついては「1-1. v11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響」を、各事象の詳細については「移行時の影響
詳細」を参照ください。
※検証内容は、スキルトレーニングでよく利用される36ステップを対象としています。

移行元バージョン
11.1.0.4
（GA） 対応方法
日本語版

10.3.0.7

日本語版
影響あり
①④

＜日本語版→日本語版へ移行時＞
①移行元または、移行先バージョンで、読み取り専用で開いたExcel(View As Excel)に対して
「Set Current Window」を行う場合は、ウィンドウ名のリストからウィンドウ番号を設定する。
例：「ウィンドウ#2（View）」
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、ウィンドウステップに変更後に
Excelファイルを開いた後、クリック ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実
行」でExcelファイルを開く。

英語版
影響あり
④

＜英語版→日本語版へ移行時＞
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、Excelファイルを開いた後、クリッ
ク ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実行」でExcelファイルを開く。

v10.3.0.7からのv11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットの影響について
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v10.4.0.4からのv11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットの影響について

Ver.10.4.0.4で作成されたロボットをVer.11.1.0.4に移行した場合の影響は下記が該当します。事象の概要に
ついては「1-1. v11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響」を、各事象の詳細については「移行時の影響
詳細」を参照ください。
※検証内容は、スキルトレーニングでよく利用される36ステップを対象としています。

移行元バージョン
11.1.0.4
（GA） 対応方法
日本語版

10.4.0.4

日本語版
影響あり
①④

＜日本語版→日本語版へ移行時＞
①移行元または、移行先バージョンで、読み取り専用で開いたExcel(View As Excel)に対して
「Set Current Window」を行う場合は、ウィンドウ名のリストからウィンドウ番号を設定する。
例：「ウィンドウ#2（View）」
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、ウィンドウステップに変更後に
Excelファイルを開いた後、クリック ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実
行」でExcelファイルを開く。

英語版
影響あり
④

＜英語版→日本語版へ移行時＞
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、Excelファイルを開いた後、クリッ
ク ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実行」でExcelファイルを開く。
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v10.7.0.4からのv11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットの影響について

Ver.10.7.0.4で作成されたロボットをVer.11.1.0.4に移行した場合の影響は下記が該当します。事象の概要に
ついては「1-1. v11.1.0.4へバージョンアップ時のロボットへの影響」を、各事象の詳細については「移行時の影響
詳細」を参照ください。
※検証内容は、スキルトレーニングでよく利用される36ステップを対象としています。

移行元バージョン
11.1.0.4
（GA） 対応方法
日本語版

10.7.0.4

日本語版
影響あり
①④

＜日本語版→日本語版へ移行時＞
①移行元または、移行先バージョンで、読み取り専用で開いたExcel(View As Excel)に対して
「Set Current Window」を行う場合は、ウィンドウ名のリストからウィンドウ番号を設定する。
例：「ウィンドウ#2（View）」
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、ウィンドウステップに変更後に
Excelファイルを開いた後、クリック ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実
行」でExcelファイルを開く。

英語版
影響あり
④

＜英語版→日本語版へ移行時＞
④移行元バージョンでDAのOpenステップを使用している場合は、Excelファイルを開いた後、クリッ
ク ステップ等でアクティブにする。または、「ファイル名を指定して実行」でExcelファイルを開く。
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移行時の影響詳細 事象①

事象① 詳細

View As Excelに対して行ったカレント
ウィンドウ設定(Set Current 
Window)ステップにてエラー

読み取り専用で開いたExcel(View As Excel)に対して「Set Current 
Window」を行った際に、「Set Current Window」ステップのウィンドウ名称には
v11では「View」に変更となった。10.3.xから10.7.xの日本語版DSでは「表示」
となっているため、対象のバージョンのロボットを11.1.0.4に移行した場合エラーとな
る。
v11.1.0.4ではView As Excelのウィンドウ名に「View」がデフォルトで設定される
10.3.xから10.7.xの日本語版ではView As Excelのウィンドウ名に「表示」がデ
フォルトで設定される

ウィンドウ名のリストからウィンドウ番号を設定する。
例：「Window #1（View）」

対応方法

v10.3.x~v10.7.x v11.1.0.4

ウィンドウ名
“表示"

ウィンドウ名
“view"
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移行時の影響詳細 事象②

事象② 詳細

セルのコンテンツ設定(Set Content of 
Cell)ステップにてエラー

Ver10.3.0.2のDS内で新規Excelを開くとシート名が“シート”となっているため、
10.3.0.7以降のバージョンでロボットを実行するとシート名が異なり、設定先のシー
トが特定できずエラーとなる。
10.3.0.2のシート名は“シート“
10.3.0.7以降はのシート名は”Sheet”

Ver 10.3.0.7以降Ver 10.3.0.2

ファインダーに設定しているシート名を“Sheet”に変更する。対応方法
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移行時の影響詳細 事象③

事象③ 詳細

カレントウィンドウ設定(Set Current 
Window)ステップにてエラー

Load Page アクションの前段に Set Current Window アクションが自動で生成
されるが、10.3.0.2ではウィンドウ設定に“名前がありません”が設定されており、
10.3.0.7以降のバージョンでロボット実行するとエラーとなる。
10.3.0.2は「名前がありません」
10.3.0.7以降は、「unnamed」

カレントウィンドウ設定のウィンドウ設定を“名前がありません”を正しいウィンドウ名に変更する。対応方法

Ver 10.3.0.2 アクションタブ
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移行時の影響詳細 事象④ 1/3

Excelが非アクティブ状態

事象④ 詳細

DAワークフローのOpenステップの後続ス
テップにてエラー

DAワークフローでOpenステップを利用してExcelファイルを起動した場合、Excelが
非アクティブになり、次のステップでエラーとなる。
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移行時の影響詳細 事象④ 2/3

ステップ実行

クリックステップを追加

アクティブ状態

Excelファイルを開いた後、クリック ステップ等を追加してアクティブにする。
対応方法

①
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移行時の影響詳細 事象④ 3/3

テキストを入力 または テキストの置き換えで
開きたいExcelファイルを指定

キー プレス ステップにて“Win + R”を押す
（計算キーにて設定）
→ 「ファイル名を指定して実行」が起動

アクティブ状態

「ファイル名を指定して実行」を利用して、Excelファイルを開く。
対応方法

②
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１．主要な新機能、および従来との差分等に
ついて

２．旧バージョンからの変更点について

３．既知の事象について
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未解消事象があるものの、回避策適用によりの影響は軽微

11.1.0.4既知の事象と顧客への影響について (1/2)

対象 事象 影響度 解消 回避策

1 MC
ログビューのDASメッセージに表示されている時刻は、UTC（協定世界時）で表示されています。日本時間に
変換するには9時間を加える必要があります。(v10.7.xから発生)

小 未決 有り

2 MC ログビューのフィルター設定に時間を設定することができません。 小 未決 無し

3 MC
「ユーザーおよびグループ」タブの「ユーザー」リストで「電子メール」値が表示されません。
ユーザー登録時に設定した電子メールの情報は保持されています。ユーザーの編集画面で確認できます。

小 未決 有り

4 MC
[スケジュールの編集]ダイアログを開くと、スケジュールサイクルの単位は、分または時間で登録した場合でも、常
に秒で表示されます。

小 未決 無し

5 MC
「DetabaseDriver」と「KTAsetting」の削除ボタンをクリックすると、警告ダイアログが表示されずに設定から削
除されます。

小 未決 無し

6 MC
権限の「パスワードストアクライアント」は、v11.1MCで旧バージョンのバックアップからの復元時にプロジェクトとグ
ループの設定が解除されます。復元後にユーザグループとプロジェクトの権限を再設定が必要です。

小 未決 有り

7 MC

ロボットAをコピーしてロボットBを作成し無変更でMCへアップロードした場合、ロボットAとロボットBはMC上で同じ
アクセストークンが設定されます。アクセストークンが同一である場合、パスワードストアに設定された内容がロボッ
トAとロボットBで利用できる状態となります。またRFSでアクセストークンで利用許可を設定した場合、ロボットAと
ロボットBのどちらも利用できる状態となります。ロボットをコピーして利用される場合はご注意ください。コピー元ま
たはコピー後のロボットに変更を加えることで別のアクセストークンが設定されます。

小 未決 有り

8 MC
LDAP連携をして環境を構築した場合、以下の事象が発生することから利用を推奨できません。
MC上で変更した設定がMCの画面上に反映されません。MCにログインしたユーザと違うユーザとしてMCの画面
が表示されます。ユーザ名称やMCのメニューが正しく制御されません。

小 未決 無し

詳細はAppendixの「３．既知の事象について」をご確認ください
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11.1.0.4既知の事象と顧客への影響について (2/2)

対象 事象 影響度 解消 回避策

9
新

Kapplets
新Kappletsでバックアップファイルからユーザとグループを復元すると、ユーザとグループの紐づきが解除される場合
があります。バックアップからデータ復元後、新Kappletsでユーザとグループの再設定を行う必要があります。

小 未決 有り

10
新

Kapplets

ライセンスの上限ユーザーを超えるユーザーがいるバックアップデータを新Kappletsで復元する場合、スーパーユー
ザー（管理者）でも数制限のためKappletsにログインできなくなります。
Kappletsのユーザ数制限のないライセンスが発行される予定です。
v10.xからのバージョンアップのお客様についてはライセンスの切り替えが必要となります。

中 未決 有り

11
新

Kapplets

新Kappletsではロボット実行後に停止ボタンが存在しますが、新Kappletsで停止ボタン押下すると、新
Kappletsの画面ではロボットの実行が正常に停止したように見えているにも関わらず、実際にはロボットの実行
は停止していません。そのため新Kappletsで実行したロボットを停止する場合は、MC側にて停止する必要があ
ります。

中 未決 有り

12
新

Kapplets

Kappletを新規作成時に名前と説明を入力後にワークスペースを選択した場合、名前と説明がワークスペース
の名前と説明で上書きされます。ワークスペース選択後にKappletの名前を説明を入力することで任意の入力
が可能です。

小 未決 有り

13
新

Kapplets
新Kappletsではスケジュール実行の提供はありません。(v10.xではスケジュール実行が可能) 小 未決 無し

14 DA
DAワークフローでウィンドウステップを利用してExcelファイルを起動した場合、Excelが非アクティブになり、後続ス
テップでエラーとなる場合があります。（ウィンドウステップはv11より登場）

中 未決 有り

15 DS
ステップの設定で、エクスプレッション内の関数を表示した時に、表示される関数のリストが見切れている。
画面の解像度にもよるが、画面に表示できていない関数のリストが存在します。（v10.4.xから発生）
発生する解像度の例：1600*900

小 未決 無し

詳細はAppendixの「３．既知の事象について」をご確認ください
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番1：ログビューにおいて、DASメッセージに表示されているDASの日付及びログの日付は、UTC(協定世界時)
で表示されます。表示された時刻に9時間加えることで他のログの表示時間と揃います。

DASの日付（UTC） → 実際の時間（日本標準時）
2020-11-25 06:19:03.075 → 2020-11-25 15:19:03.075
ログの日付
2020-11-25 06:19:03.078 → 2020-11-25 15:19:03.078
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番2：ログビューのフィルター設定に時間を設定することができません。

V10.7.0.4 V11.1.0.4

V11.1.0.4では時間
の指定は不可

V10.7.0.4では時間
の指定が可能
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番3：「ユーザーおよびグループ」タブの「ユーザー」リストで「電子メール」値が表示されません。
ユーザー登録時に設定した電子メールの情報は保持されています。ユーザーの編集画面で確認できます。

ユーザ編集画面では
電子メールの情報は
保持されています。
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番4：作成済みの[スケジュールの編集]ダイアログを開くと、スケジュールサイクルの単位が常に秒で表示されます。

スケジュール登録時 スケジュール編集時

新規作成時は「1時間」で
指定したが「3600秒」の
表示となる

スケジュール新規作成時
は「秒」「分」「時」「日」で
設定が可能
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番6：権限の「パスワードストアクライアント」は、v11.1.0.4MCで旧バージョンのバックアップからの復元時にプ
ロジェクトとグループの設定が解除されます。復元後にユーザグループとプロジェクトの権限を再設定が必要です。

v10.7.0.4 v11.1.0.4

バックアップファイルをリストア後
プロジェクトからロールの設定
が解除されている

プロジェクトに
「Password Store Client」
として割当られている
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番7：ロボットAをコピーしてロボットBを作成し、変更せずMCへアップロードした場合、ロボットAとロボットBが
異なるプロジェクトであっても、MC上で同じアクセストークンが設定されます。

同じアクセストークンが
設定されている
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番10：Kappletsでは、ライセンスのユーザ数を超えて作成されたユーザはログインできません。
Kappletsのユーザ数制限のないライセンスが発行される予定です。
v10.xからのバージョンアップのお客様についてはライセンスの切り替えが必要になります。

ユーザ数の制限を超えている場合、
エラーとなりログイン不可
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番11：Kapplet実行中に、「キャンセル」ボタンを押してもロボットの実行はキャンセルされません。

MCで確認するとロボットは実行中のままと
なっており、実行はキャンセルされていない。

キャンセル押下後、メッセージはロボットを
停止したように見える。
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番12：Kappletを新規作成時に名前と説明を入力後にワークスペースを選択した場合、名前と説明がワークス
ペースの名前と説明で上書きされます。ワークスペースを選択後に再設定してください。

名前と説明を入力

テンプレートを入力
Kappletの名前と
説明がテンプレート
の内容に変更される
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番13：DAワークフローでウィンドウステップを利用してExcelファイルを起動した場合、Excelが非アクティブにな
り、次のステップでエラーとなります。

Excelが非アクティブ状態
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v11.1.0.4 既知の事象詳細

項番14：＜対応策＞現状は無し。ただし上下矢印キーで見えないリストを選択することは可能です。

画面内に表示されていない
関数リストが存在




