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リリース ノート

Interact 4.3 – 2021年5月
このリリースノートは、オンプレミス構成で提供されるBlue Prism Interact( Interact) の4.3リリース用です。

機能強化
このバージョンのInteractには、次の新機能と機能強化が導入されています。

エリア 変更の説明 参考資料

フォーム

 

Interactフォームが次のように機能強化されました。

 • ［フォームを作成］ページの［キュー名］フィールドの隣に、キューが配信方
法として選択されたときに表示される更新アイコンがあります。クリックす
ると、選択した環境から更新アイコンがキューのリストを引き出し、ユー
ザーは必要なキューを選択できます。以前は、Hub管理者のみが［環
境管理］ページでキューを更新できました。

 • ［タイプを変更］アイコンが、異なるフィールドタイプの［{field type}を作
成］ページに追加されました。これにより、ユーザーは異なるフィールドタ
イプを選択して切り替えることができます。［{field type}を作成］ページに
入力した情報は失われます。

 • ［フィールドを検索］アイコンが［フォームを編集］ページに追加されまし
た。ユーザーがこのアイコンをクリックすると、［フィールドを検索］パネルが
表示されます。これにより、ユーザーはフィールドタイプ、または名前や説
明の一部を入力して、フォーム内のフィールドを見つけることができます。
一致する結果はすべてパネルに表示されます。

 • ［テストを実行］エリアは、［フォームを編集］ページの新しいテストエリアに
移動しました。ユーザーは、最終フォームのインタラクティブなモックアップ
を見て、フォームをデザインして作成しながらフィールドをテストすることが
できます。

 • ツールチップがラベルなしのアイコンに追加され、［フィールドを作成］また

は［ルールを作成］ラベルが  アイコンの横に追加されました。

 • ［フィールドを作成］ページまたは［ルールを作成］ページで［別に作成］を
選択すると、ユーザーは新しいページまたはルールの作成時にページの
先頭に戻り、次のアイテムの情報を入力できます。

HUB-791
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修正と改良
このバージョンのInteractでは、次のような修正とマイナーな改良が加えられました。

エリア 変更の説明 参考資料

フォーム ［時間タイプ］フィールドがフォームに追加され、初期状態が［読み取り専
用］に設定されている場合、テストエリアではユーザーが時間を変更するこ
とはできません。以前は［テストを実行］エリアで、時間フィールドの最後に
ある十字をクリックし新しい時間を入力していました。

HUB-694

番号フィールドタイプのプレフィックス文字の表示が改善され、定義されたプ
レフィックス文字が1行に収まるようになりました。以前は、番号フィールドの
作成時にスペースに［プレフィックス文字］フィールドが含まれていた場合、
文字は［テストを実行］とInteract自体の2行に表示されました。改行は、ス
ペースが入力された場所で行われます。

HUB-704

既知の問題
このリリースで顕著な問題のリストは、知識ベースで維持されます。詳細については、こちらをクリックしてくださ
い。
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HubとInteractをアップグレードする
HubとInteractのアップグレードは、専用ツールを使用するシンプルなプロセスです。現在使用しているバージョン
から、次の順序でアップグレードツールを実行する必要があります。

 • 4.0から4.1にアップグレードします。

 • 4.1から4.2にアップグレードします。

 • 4.2から4.3にアップグレードします。

アップグレードが完了したらHubにログインし、CTRL + F5を押してキャッシュをクリアするようユーザーに指示
します。これにより、すべてのWebページが更新され、ユーザーインターフェイスの変更が確実に更新されま
す。

HubとInteract 4.0をバージョン4.1にアップグレードする
営業時間外にアップグレードを実行するようスケジュールを立てることをお勧めします。

前提条件
 • HubとInteractのバージョン4.0がインストールされている。

 • 全員がIMSサーバーからログアウトしている。

 • すべての関連データベースをバックアップ済み。データベースはアップグレードの影響を受けませんが、アップ
グレードを実行する前にデータベースをバックアップすることをお勧めします。

アップグレーダーは、アップグレードプロセスの一環として実行中のWebサイトを自動的に停止します。手
動で停止する必要はありません。

アップグレード手順

 1. バージョン4.0から4.1用のBlue Prism InteractおよびHubアップグレーダーをBlue Prismポータルからダウン
ロードします。

 2. アップグレーダーを実行し、指示に従います。

 3. アップグレーダーが完了したら、Hubにログインし、プラグインリポジトリを開きます。

リポジトリには、現在インストールされているバージョンと使用可能なバージョンの詳細が表示され、更新
できるプラグインがあることが示されます。

 4. ［すべて］チェックボックスをオンにして、［更新を完了］をクリックします。

選択したプラグインの新しいバージョンがインストールされ、バージョン4.1へのアップグレードが完了します。

 5. Hubがインストールされているすべてのマシンで、このプロセスを繰り返します。
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HubとInteract 4.1をバージョン4.2にアップグレードする
営業時間外にアップグレードを実行するようスケジュールを立てることをお勧めします。

前提条件
 • HubとInteractのバージョン4.1がインストールされている。

 • 全員がIMSサーバーからログアウトしている。

 • すべての関連データベースをバックアップ済み。データベースはアップグレードの影響を受けませんが、アップ
グレードを実行する前にデータベースをバックアップすることをお勧めします。

 • このアップグレード中に使用するLicense Managerと通知センター用のDNSレコードを作成済み。この前
提条件は、単一のマシン環境では必須ではありません。

 • 新しいWebサイト用のSSL証明書。License Managerと通知センター。SSL 証明書の詳細については、
「」「Hubインストールガイド」を参照してください。

 • dbcreatorやsysadminなど、このアップグレードの一部として作成された新しいデータベースを構成するた
めの十分なデータベースのアクセス許可がある。

 • 2GBの空きディスク領域  - インストールプロセスが完了するまで作成されるバックアップに必要です。

アップグレーダーは、アップグレードプロセスの一環として実行中のWebサイトを自動的に停止します。手
動で停止する必要はありません。

アップグレード手順

 1. バージョン4.1から4.2用のBlue Prism InteractおよびHubアップグレーダーをBlue Prismポータルからダウン
ロードします。

 2. HubとInteract 4.1がインストールされているマシンのインストーラーを解凍します。これには、次の2つのファ
イルが含まれています。

 • Blue Prism Interact and Hub Upgrader.exe – アップグレーダー実行可能ファイル。

 • BluePrismHubAndInteractUpdate4.2.bin – 4.2へのアップグレードに必要なバイナリファイル。

これらのファイルは同じディレクトリに保存する必要があります。

 3. 実行可能なアップグレーダーをダブルクリックしてアップグレーダーウィザードを起動し、［HubとInteractの
アップグレーダーへようこそ］画面で［次へ］をクリックします。

 4. ［使用許諾契約書 ( EULA) ］画面で使用許諾契約書 ( EULA) を読み、条件に同意する場合は、チェッ
クボックスを選択して［次へ］をクリックします。

Interact 4.3  | リリースノート
HubとInteractをアップグレードする | HubとInteract 4.1をバージョン4.2にアップグレードする

Commercial in Confidence Page 7 of 23

https://bpdocs.blueprism.com/hub-interact/4-3/ja-jp/installation/install-hub.htm
https://portal.blueprism.com/product/related-products/blue-prism-interact-premise


 5. ［License Manager SQL接続を構成］画面で次の操作を行います。

 a. License Managerのデータベース設定を構成
するSQL Serverのホスト名またはIPアドレス
と、データベースを作成するためのアカウント
の認証情報を指定します。

 • ［Windows認証］を選択した場合、アカ
ウントには適切な許可が必要です。

 • ［SQL認証］を選択した場合、ユーザー
名とパスワードを入力します。

データベース名は、デフォルト値のままにする
か、必要に応じて変更できます。

 b. ［接続をテストして続行］をクリックしてSQL認
証情報をテストし、接続を確認します。
テストの結果を示す通知が表示されます。テ
ストが成功した場合のみ、次のステップに進
むことができます。

 c. ［次へ］をクリックします。

 6. ［License ManagerのIIS設定］画面で、次の手順を実行します。

  a. License ManagerのWebサイトを構成しま
す。

以下を行う必要があります。

 • サイト名を入力します。

 • 小文字でホスト名を入力します – これは
サイトのURLとして使用されます。デフォル
トのホスト名の最初の部分は変更できま
せん。ホスト名の.local部分のみを変更で
きます。ホスト名を選択するときは、DNS
とドメイン構造を考慮します。

URLでの大文字の使用はサポート
されていません。

 • ポート番号を入力します。

 • 適切なSSL証明書を選択します。

 • ［One CertSSL証明書］を選択します。

 • ［ウェブサイトを開始］はオンのままにして
おきます。ただし、インストールの終了時
にWebサイトが自動的に開始されないよ
うにする場合を除きます。

 b. ［次へ］をクリックします。
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 7. ［通知センターSQL接続］画面で、次の操作を実行します。

 a. 通知センターのデータベース設定を構成する
SQL Serverのホスト名またはIPアドレスと、
データベースを作成するためのアカウントの認
証情報を指定します。

 • ［Windows認証］を選択した場合、アカ
ウントには適切な許可が必要です。

 • ［SQL認証］を選択した場合、ユーザー
名とパスワードを入力します。

データベース名は、デフォルト値のままにする
か、必要に応じて変更できます。

 b. ［接続をテストして続行］をクリックしてSQL認
証情報をテストし、接続を確認します。
テストの結果を示す通知が表示されます。テ
ストが成功した場合のみ、次のステップに進
むことができます。

 c. ［次へ］をクリックします。

 8. ［通知センターIIS設定］画面で次の操作を行います。

 a. 通知センターのWebサイトを設定します。

以下を行う必要があります。

 • サイト名を入力します。

 • 小文字でホスト名を入力します – これは
サイトのURLとして使用されます。デフォル
トのホスト名の最初の部分は変更できま
せん。ホスト名の.local部分のみを変更で
きます。ホスト名を選択するときは、DNS
とドメイン構造を考慮します。

URLでの大文字の使用はサポート
されていません。

 • ポート番号を入力します。

 • 適切なSSL証明書を選択します。

 • ［One CertSSL証明書］を選択します。

 • ［ウェブサイトを開始］はオンのままにして
おきます。ただし、インストールの終了時
にWebサイトが自動的に開始されないよ
うにする場合を除きます。

 b. ［次へ］をクリックします。
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 9. ［IADA SQL構成を設定］画面で、次の操作を行います。

 a. IADA設定を構成するSQL Serverのホスト
名またはIPアドレスと、データベースを作成す
るためのアカウントの認証情報を指定しま
す。

 • ［Windows認証］を選択した場合、アカ
ウントには適切な許可が必要です。

 • ［SQL認証］を選択した場合、ユーザー
名とパスワードを入力します。

データベース名は、デフォルト値のままにする
か、必要に応じて変更できます。

 b. ［接続をテストして続行］をクリックしてSQL認
証情報をテストし、接続を確認します。
テストの結果を示す通知が表示されます。テ
ストが成功した場合のみ、次のステップに進
むことができます。

 c. ［次へ］をクリックします。

 10. ［4.2へのアップグレード準備完了］画面で、［次へ］をクリックしてHubとInteractを4.2にアップグレードしま
す。

 11. ［Blue Prism HubとBlue Prism Interactのアップグレードを完了］画面で、以下を行います。

 • アップグレードが正常に完了したら、［終了］をクリックします。

 • インストールが失敗した場合は、［ログを表示］オプションに、発生したエラーの詳細が表示されま
す。詳細は、「アップグレードのトラブルシューティング」を参照してください。
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 12. 新しいデータベースに対するデータベースのアクセス許可が、以下であることを確認します。

アプリケーション名 サービス例

のアカウント名SQL 
Windows 
認証

SQL Server 
許可

中の要求インストール

データベース

許可

中の要求実行中のア

プリケーション

デフォルトのデータベース名

Blue Prism - 
Notification Center

IIS APPPOOL\ Blue 
Prism – Notification 
Center

dbcreator / sysadmin db_datawriter / db_
datareader

NotificationCenterDB

Blue Prism - 
License Manager

IIS APPPOOL\ Blue 
Prism – License 
Manager

dbcreator / sysadmin db_owner

または

実行権限のあるdb_
datawriter / db_
datareader( 以下を参

照 )

LicenseManagerDB

アプリケーションの実行中、License Managerはストアドプロシージャの実行に適切な許可を必要としま
す。許可レベルとしてdb_ownerを使用しない場合は、
db_datawriter/db_datareaderを使用し、次のSQLスクリプトを実行して、必要なレベルをユーザーに提
供できます。

USE [LicenseManagerDB]GRANT EXECUTE to "IIS APPPOOL\Blue Prism - License Manager"

ここでは、

 • [LicenseManagerDB]は、License Managerのデータベース名です。

 • 「IIS APPPOOL\Blue Prism - License Manager」はユーザー名です。

 13. Windows認証を使用する場合：

 a. 新しくインストールされたLicense Managerと通知センターのアプリケーションプールIDを、Hubと
Interactにすでに存在するアプリケーションプールと一致するように変更します。

 b. IISプールを実行するIDに、BPC_SQL_CERTIFICATE証明書へのアクセスを付与します。これを行
うには、Windowsタスクバーから［コンピューター証明書の管理］を開きます。［個人］フォルダーで、
証明書を右クリックし、［すべてのタスク］ > ［秘密キーの管理］を選択します。IDに一致するユー
ザーを追加し、ユーザーにフルコントロールを与えます。

この証明書へのアクセスは、Blue Prism – HubとBlue Prism – IADAアプリケーション プールを
実行するIDが必要とします。

 c. 以下の新しいフォルダーのサービスアカウントのファイルアクセス許可が［フルコントロール］に設定さ
れていることを確認します。

 • C:\Program Files (x86)\Blue Prism\Notification Center

 • C:\Program Files (x86)\Blue Prism\License Manager.

 14. RabbitMQ サービスを再起動します。

 15. すべてのアプリケーションプールを再起動します。

 16. IISを再起動します。

 17. Hubがインストールされているすべてのマシンで、このプロセスを繰り返します。

プラグインは、アップグレードプロセスの一環として、自動的に最新バージョンに更新されます。
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HubとInteract 4.2をバージョン4.3にアップグレードする
営業時間外にアップグレードを実行するようスケジュールを立てることをお勧めします。

4.3では、IMSはAuthentication Serverに置き換えられ、新規インストールによって、この変更を反映する
URL、アプリケーションプール、データベース名が作成されます。このアップグレーダーを使用すると、IMS フォ
ルダーとサイト名のみがIMS からAuthentication Serverに変更されますが、アプリケーションプール、URL 、
IMSデータベース名は変更されません。また、Blue Prism – Email Senderサイトの名前もBlue Prism – 
Email Serviceに変更されますが、アドレスは変更されません。このアップグレードを実行するときは、全員
がIMSサーバーからログアウトしていることが重要です。

前提条件
 • HubとInteractのバージョン4.2がインストールされている。

 • 全員がIMSサーバーからログアウトしている。

 • すべての関連データベースをバックアップ済み。データベースはアップグレードの影響を受けませんが、アップ
グレードを実行する前にデータベースをバックアップすることをお勧めします。

 • dbcreatorやsysadminなど、このアップグレードの一部として作成された新しいデータベースを構成するた
めの十分なデータベースのアクセス許可。

 • 2.5 GBの空きディスク領域  - インストールプロセスが完了するまで作成されるバックアップに必要です。以
前のアップグレードからバックアップを削除します。

アップグレーダーは、アップグレードプロセスの一環として実行中のWebサイトを自動的に停止します。手
動で停止する必要はありません。

アップグレード手順

 1. バージョン4.2から4.3用のBlue Prism InteractおよびHubアップグレーダーをBlue Prismポータルからダウン
ロードします。

 2. HubとInteract 4.2がインストールされているマシンのインストーラーを解凍します。これには、次の2つのファ
イルが含まれています。

 • Blue Prism Interact and Hub Upgrader.exe – アップグレーダー実行可能ファイル。

 • BluePrismHubAndInteractUpdate4.3.bin – 4.3へのアップグレードに必要なバイナリファイル。

これらのファイルは同じディレクトリに保存する必要があります。

 3. 実行可能なアップグレーダーをダブルクリックしてアップグレーダーウィザードを起動し、［HubとInteractの
アップグレーダーへようこそ］画面で［次へ］をクリックします。

 4. ［使用許諾契約書 ( EULA) ］画面で使用許諾契約書 ( EULA) を読み、条件に同意する場合は、チェッ
クボックスを選択して［次へ］をクリックします。
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 5. ［Email Service SQL接続を構成］画面で次の操作を行います。

 a. Email Serviceのデータベース設定を構成し
ますSQL Serverのホスト名またはIPアドレス
と、データベースを作成するためのアカウント
の認証情報を指定します。

 • ［Windows認証］を選択した場合、アカ
ウントには適切な許可が必要です。

 • ［SQL認証］を選択した場合、ユーザー
名とパスワードを入力します。

データベース名は、デフォルト値のままにする
か、必要に応じて変更できます。

 b. ［接続をテストして続行］をクリックしてSQL認
証情報をテストし、接続を確認します。
テストの結果を示す通知が表示されます。テ
ストが成功した場合のみ、次のステップに進
むことができます。

 c. ［次へ］をクリックします。

 6. ［Blue Prism API URL( オプション) ］画面で、次の操作を行います。

必要に応じて、Blue Prism APIのURLを入力しま
す。このURLは、Control Roomプラグインを使用す
る場合に不可欠です。Control Roomプラグイン
は、Blue Prism 7.0以降と互換性があります。

Control Roomプラグインを使用することにし、この
時点でURLを入力していない場合は、構成ファイ
ルを更新する必要があります。 この方法の詳細に
ついては、『Blue Prism Hubインストールガイド』の
「Hubのインストールのトラブルシューティング」セク
ションを参照してください。

 7. ［4.3へのアップグレード準備完了］画面で、［次へ］をクリックしてHubとInteractを4.3にアップグレードしま
す。

 8. ［Blue Prism HubとBlue Prism Interactのアップグレードを完了］画面で、以下を行います。

 • アップグレードが正常に完了したら、［終了］をクリックします。

 • インストールが失敗した場合は、［ログを表示］オプションに、発生したエラーの詳細が表示されま
す。詳細は、「アップグレードのトラブルシューティング」を参照してください。

 9. 新しいデータベースに対するデータベース許可が、以下であることを確認します。

アプリケーション名 サービス例

のアカウント名SQL 
Windows 
認証

SQL Server 
許可

中の要求インストール

データベース

許可

中の要求実行中のアプリ

ケーション

デフォルトのデータベー

ス名

Blue Prism - Email 
Service

IIS APPPOOL\ Blue 
Prism – Email Service

dbcreator / sysadmin db_datawriter / db_
datareader

EmailServiceDB
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 10. RabbitMQ サービスを再起動します。

 11. すべてのアプリケーションプールを再起動します。

 12. IISを再起動します。

 13. Hubがインストールされているすべてのマシンで、このプロセスを繰り返します。

プラグインは、アップグレードプロセスの一環として、自動的に最新バージョンに更新されます。
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Interact API VBOをアップグレードする
Interact API VBOは、Blue Prismインタラクティブクライアント内で使用され、Interactがアップグレードされたとき
に利用可能なInteract APIサービス内の新しい機能を利用するために個別に更新されます。最新バージョンの
VBOは、Blue PrismポータルのInteract API Serviceリリースzipファイルで入手できます。

VBOのアップグレードに必要なのは、ユーティリティ - Interact VBOのアップデートだけです。

 1. Blue PrismポータルからInteract APIサービスのリリースファイルをダウンロードします。

 2. Interact APIサービスのリリースファイルを解凍します。

 3. Blue Prismインタラクティブクライアントで、［ファイル］ > ［インポート］ > ［リリース/スキル］の順に選択しま
す。

［入力ファイルを選択］画面が表示されます。

 4. ［参照］をクリックし、抽出したInteract APIリリース.bpreleaseファイルを選択してから、［次へ］をクリックしま
す。

［インポートの競合を解決］画面が表示されます。

 5. ［解決策］列で、次の操作を実行します。

 a. ユーティリティ - Interact APIの設定を既存のビジネスオブジェクトに上書きしたままにします。

 b. 他のすべてのコンポーネントの設定を［このビジネス オブジェクトをインポートしない］に変更します。

 6. ［次へ］をクリックします。

［プロセスログの概要］画面が表示されます。

 7. ユーティリティ - Interact APIのみがインポート用にリストされていることを確認します。もし、

 • その他のコンポーネントがリストされている場合は、［戻る］をクリックし、上記の手順5で説明したよ
うに設定を変更します。

 • これが唯一のコンポーネントなら、［次へ］をクリックしてインポートを完了します。

 8. ［終了］をクリックします。

Interact 4.3  | リリースノート
HubとInteractをアップグレードする | Interact API VBOをアップグレードする

Commercial in Confidence Page 15 of 23

https://portal.blueprism.com/product/related-products/blue-prism-interact-premise
https://portal.blueprism.com/product/related-products/blue-prism-interact-premise


アップグレードのトラブルシューティング
アップグレードが途中で終了しました。どうすればよいですか。

アップグレードプロセスは、障害が発生した場合に、インストールをロールバックし、アップグレード元のバージョンに
戻すように設計されています。アップグレード中、インストール場所 ( デフォルトではC:\Program Files (x86)\Blue 
Prism\) にbackup_4.nフォルダーが作成されます。4.nには、既存のバージョン番号が反映されます。これには既
存のインストール済みファイルのコピーが含まれ、インストール中にエラーが発生した場合は、ロールバックソースと
して使用されます。

アップグレーダーの再実行を試します。アップグレードを再試行する前に、アップグレード中に作成されたエラー
メッセージとログファイルのすべてに目を通し、問題がすべて解決されていることを確認してから、アップグレードを
再試行してください。

問題が解決しない場合は、Blue Prismサポートにお問い合わせください。

バージョン4.3にアップグレードしましたが、4.1のユーザーインターフェイスがまだ表示されています。

これが発生した場合は、ブラウザーのキャッシュをクリアして、ページを再ロードします。

4.1からアップグレードしましたが、新しいキューが作成されません。

これはRabbitMQでquorumキュー機能が有効になっていないことが原因である可能性があります。Hubのログを
確認すると「'quorum_queue'機能が無効です」というエラーが表示されます。

 1. メッセージブローカーサーバーで、RabbitMQコマンドを実行します。

rabbitmqctl enable_feature_flag quorum_queue

 2. Hub Webサーバーで、アプリケーションプールを再起動します。

キューが作成されます。

アップグレード後、InteractまたはHubにログインしようとすると、IISでSignalRのWebサーバーのオーバーロードに
関するエラーが表示されます。  

このエラーはごくまれにしか発生しませんが、発生した場合はサイトを再ロードし、IISでアプリケーション プールを
再起動します。

アップグレードプロセス中にインストールをキャンセルしましたが、エラーが表示されます。

アップグレードプロセス中は、インストールをキャンセルしないことをお勧めします。ただし、エラーが表示されても
ロールバックは正常に完了します。

Interact 4.3  | リリースノート
HubとInteractをアップグレードする | アップグレードのトラブルシューティング

Commercial in Confidence Page 16 of 23



旧リリース

Interact 4.2 – 2021年4月
このリリースノートは、オンプレミス構成で提供されるBlue Prism Interact( Interact) の4.2リリース用です。

機能強化
このバージョンのInteractには、次の新機能と機能強化が導入されています。

エリア 変更の説明

API ［送信を作成］と［送信を生成］でファイルのアップロードが可能になりました。
「Web APIサービスの更新  次のページ」を参照してください。

アプリケーション Interactユーザーインターフェイスが再設計されました。

履歴 ［履歴］はInteractの新しいタブです。［履歴］タブには、送信履歴、承認待ちアイ
テム、アーカイブ済みアイテムが含まれます。

ローカリゼーション IMSのログインページとInteractは、ブラウザーのユーザーの言語設定と互換性の
ある言語で表示されるようになりました。ユーザーがブラウザー設定でサポートされ
ていない言語を選択した場合、デフォルトとして英語が使用されます。必要に応
じて、ユーザーはログインページのドロップダウンリストから使用する言語を手動で
変更できます。

マイワーク ［マイワーク］はInteractの新しいタブです。これには、下書きと受信トレイが含まれ
ます。

通知 ［通知］はInteractの新機能です。次のタイプの通知が表示されます。

 • 送信が承認されました

 • 送信が却下されました

 • 送信にはあなたの承認が必要です

 • Digital Workerが送信を割り当てました

この機能強化の一環として、通知パネルの下部にある［アーカイブされた通知を
表示］リンクをクリックして、アーカイブされた通知を表示することもできます。アーカ
イブされた表示では、タイプに基づいて通知をフィルタリングできます。

詳しくは、「Interact通知」を参照してください。

サポート対象のソフト
ウェア

InteractはAzure SQLデータベースの使用をサポートするようになりました。

修正と改良
このバージョンのInteractでは、次のような修正とマイナーな改良が加えられました。

エリア 変更の説明

アプリケーション Interactの承認者は、送信を却下する場合、理由の入力を求められるようになり
ました。

インストーラー Interactインストーラーには、次の変更が行われました。

 • SignalRをインストールする画面が削除されました。これは、Hubのインストール
の一部としてインストールされます。

 • IADA SQL接続を構成する画面が追加されました。
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Web APIサービスの更新
このバージョンのInteractでは、Web APIサービスとユーティリティ( Interact API Blue Prism VBO) に以下の新機
能と機能強化が導入されています。

エリア 変更の説明

アクション 新しい［ファイルをアップロード］アクションがInteract Web APIとユーティリティ
( Interact API Blue Prism VBO) に追加されました。ファイルをアップロードして、
［送信を作成］および［送信を生成］アクションで使用できます。

Interact Web APIサービスの詳細については、「」「ユーザーガイド」を参照してください。
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Interact 4.1 – 2020年11月
このリリースノートは、オンプレミス構成で提供されるBlue Prism Interact( Interact) の4.1リリース用です。

アップグレード
Blue Prism InteractおよびHubアップグレーダーは、カスタマーポータルからダウンロードできます。この使いやすい
ツールは4.0から4.1にアップグレードされます。詳しくは、「HubとInteractをアップグレードする ページ6」を参照し
てください。

機能強化
このバージョンのInteractには、次の新機能と機能強化が導入されています。

エリア 変更の説明

API 2つの新しいAPIが導入されました。

 • 送信を生成  – Digital Workerは、Interactユーザーに代わって送信を実行で
きます。これにより、人間とDigital Workerのコラボレーションが根本的に強化
されます。

 • フォームアクセス別にユーザーを取得  – Digital Workerは、指定したフォームに
アクセスできるさまざまなユーザーを表示できます。これは、上述の新しい「送
信を生成」APIに必要です。

フォーム Interactフォームがワークキューに送信された場合に、送信者の詳細が含まれるよ
うになりました。送信者の情報は、自動化の一部として使用できます。この情報
には、ユーザーのHub ID、ユーザー名、名、姓が含まれます。

インストーラー Interactインストーラーには、次の機能強化が行われました。

 • APIキーを画面に表示する – インストールの終了時にInteract Remote API
シークレットキーが表示され、ユーザーのクリップボードにコピーできます。この
キーは、Blue PrismでInteract APIをセットアップするために使用されます。この
キーは、インストールのルートディレクトリに保存されます。

 • SQL画面の強化：
 • ［接続をテスト］ボタン – 入力した情報でSQL接続を正常に確立できること

を確認します。接続が正常に完了しないと、インストールの次のステップに
進めません。

 • 前のSQL画面から継承された値  – ユーザーは複数の画面で同じSQL情
報を入力する必要がなくなります。
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修正と改良
このバージョンのInteractでは、次のような修正とマイナーな改良が加えられました。

エリア 変更の説明

インストーラー Interactインストーラーには、次の改良が行われました。

 • 最大ユーザー数の増加  – 以前は、最大プールサイズにデフォルト値が使用さ
れていました。最大プールサイズが500に設定され、より多くのユーザーが使用
できるようになりました。

 • 法的および視覚的な強化：
 • 使用許諾契約書 ( EULA) が再フォーマットされました。

 • インストーラー全体で、発行者名が「Blue Prism Limited」に更新されまし
た。

Web APIサービスの更新
Interactのこのリリースの一部として、Interact APIサービスリリースファイルがバージョン1.2.1に更新されました。

このバージョンのInteractでは、Web APIサービスとユーティリティ( Interact API Blue Prism VBO) に以下の新機
能と機能強化が導入されています。

エリア 変更の説明

アクション バージョン1.2.1には、次の新しいアクションが含まれています。

 • 送信を生成

 • フォーム名別にユーザーを取得

次のアクションは、ユーティリティ( Interact API VBO) にのみ表示され、Web API
サービスの［構成を更新］アクション( アクションの変更 ) と［ステータスを更新］アク
ション( アクションの移動 ) にマッピングされます。

 • フィールドの状態をオプションに変更

 • フィールドの状態を必須に変更

 • フィールドの状態を読み取り専用に変更

 • フィールドの状態を非表示に変更

 • ページの状態を表示に変更

 • ページの状態を非表示に変更

 • 送信を履歴に移動

 • 送信を承認済みに移動

 • 送信をレビューに移動

 • 送信を却下済みに移動

 • 送信を下書きに移動

 • 送信を受信トレイに移動

 • 送信をアーカイブ済みに移動
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エリア 変更の説明

アクション ユーティリティ( Interact API VBO) の次のアクションは、上記のアクションに置き換
えられました。

 • 構成を更新

 • 更新ステータス

この2つのアクションは、今後のリリースで削除されます。

Interact Web APIサービスの詳細については、「」「ユーザーガイド」を参照してください。

既知の問題
このリリースで顕著な問題のリストは、知識ベースで維持されます。詳細については、こちらをクリックしてくださ
い。
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Interact 4.0 – 2020年9月
このリリースノートは、オンプレミス構成で提供されるBlue Prism Interact( Interact) の4.0リリース用です。

重要なお知らせ
このリリースをインストールする前に、制限事項のセクションを確認してください。

機能強化
このバージョンのInteractには、次の新機能と機能強化が導入されています。

説明

Interactはサポート性を確保するために.NET Core 3.1に移行されました。

［送信］タブに新しい受信トレイ機能が追加されました。受信トレイは、人間とDigital Workerのコラボレー
ションを可能にする場所です。送信はInteract Web APIサービスを使用して受信トレイに移動されます。こ
れにより、ユーザー( 人間 ) はDigital Workerと協力して、要求された情報を更新し、返されたコンテンツを確
認することで応答できるようになります。

インストールプロセスの管理と調整のために、Interactインストーラーが追加されました。以前のインストールで
は、Blue Prismコンサルタントが必要でした。

セキュリティを強化するため、このリリースでInteractにコード難読化が導入されました。

Interactのappsettings.jsonの秘密情報がすべて暗号化されるようになりました。

負荷分散インフラストラクチャがInteractでサポートされるようになりました。

修正と改良
以下の表に、Interactのこのリリースで加えられた修正と改良を示します。

説明

Interactのオンプレミスバージョンをサポートするため、クラウドサービスは廃止予定であり、代替のサービスは
RabbitMQメッセージブローカーやファイルサービスです。

Kentoフォントを使用する日本語以外のすべての言語のフォントが、ユーザーインターフェイスでRobotoに変
更されました。

制限事項
以下の表に、Interactのこのリリース内の制限を示します。

テーマ 説明 回避策

IADA 数値要素は「テキスト」形式でBlue Prismキューに送られます Blue Prism内で一度
数値にキャストを行う

送信を取
得

［送信を取得］Web APIサービスを使用する場合、数値要素は
「テキスト」形式で送られます

Blue Prism内で一度
数値にキャストを行う
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テーマ 説明 回避策

送信を取
得

Get Submission Web APIサービスを使用して［日付］要素を取得
すると、日付が「DateTime」形式で返されます

Blue Prism内で一度テ
キストにキャストを行い
ます。Interact内のさま
ざまな日付形式をサ
ポートするには、テキス
トの使用を推奨します

送信を作
成

Web APIサービスを使用して新しい送信を作成する場合、［数
値］要素が空白のままのとき、送信は成功しません

数値が設定された数
値要素フィールドを送
信します

送信を作
成

Web APIサービスを使用して新しい送信を作成する場合、［ラジオ
グループ］要素が空白のままのとき、送信は成功しません

値が設定されたラジオ
グループ要素フィールド
を送信します

送信を作
成

Web APIサービスを使用して新しい送信を作成する場合、［アップ
ロード］要素を使用すると何も返送することはできません

なし、ロードマップ機能

送信を編
集

Web APIサービスを使用して送信を編集する場合、［アップロー
ド］要素を使用すると何も返送することはできません

なし、ロードマップ機能

Interact
フォームの
優先度と
SLA

優先度とSLAはInteractフォームクリエーターで設定できますが、
IADAの［次の優先度のアイテムを取得］( GNPI) 機能はオンプレミ
ス構成では使用できないため、このリリースでは重要ではありませ
ん。

適用不可

ルール Blue PrismからInteractフォームを更新する場合、ルールは強制さ
れません。たとえば、フラグが設定されているときに非表示フィールド
を表示するルールは、更新時にフラグが正しく設定されていると起
動されません。フィールドが読み取り専用でない場合、ユーザーは
フィールド内をクリックしフォーム内の別の場所をクリックすると、適用
されたルールを確認できます

Interact APIオブジェク
トの［構成を更新］アク
ションを使用して、いく
つかのルールを置き換
えることができます。

検証 Blue PrismからInteractフォームを更新する場合、正規表現や文
字列の長さなどのその他の検証は実行されません。フィールドが読
み取り専用でない場合、ユーザーはフィールド内をクリックしフォーム
内の別の場所をクリックすると、適用されたルールを確認できます

なし

これらの新機能を使用するには、「」「Interactユーザーガイド」を参照してください。
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