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リリース ノート

Hub 4.5 – 2021年11月
このリリースノートは、Blue Prism Hub 4.5のリリース用です。

機能強化
このバージョンのHub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

高可用性 Blue Prism Hubは、高可用性インフラストラクチャのサポートを強化しました。組
織のロードバランサー、RabbitMQクラスター、SQL Serverクラスターでは、Blue 
Prism Hubサーバーの複数のインスタンスを使用できるため、Blue Prism環境の
ユーザーに対する可用性が向上します。

詳細については、高可用性構成ガイドを参照してください。

HUB-
1164

インストー
ラーと

アップグレー
ダー

 

 

 

 

Hubインストーラー、HubおよびInteractのアップグレーダーに対して、以下の機能
強化が行われました。

 • ローカリゼーション – ユーザーがウィザードの最初の画面で言語を選択できる
ようになりました。

サポートされている言語のリストについては、「ローカリゼーション」を参照してく
ださい。

 • Blue Prism Decisionの設定  – ユーザーがBlue Prism DecisionのURLと証
明書を入力できるように、新しいオプション画面がHubインストーラーに追加
されました。

 • Blue Prism Decision SQLを構成  – DecisionのURLを構成すると、追加の
画面が表示されます。この新しい画面では、Decisionのデータベースを構成
できます。

 • Blue Prism APIのURL画面  – ［スキップ］ボタンが追加され、ユーザーはAPI 
URLの設定をスキップして、ウィザードの次の部分に進むことができます。

詳細については、「Hubのインストールガイド」または「アップグレードガイド」を参
照してください。

HUB-
2443

 

Audit Hub管理者が、他の管理者のパスワードを変更できるようになりました。また、
［Hub Audit］エリアの［ユーザー管理］監査カテゴリーに、新しく［パスワードを変
更］イベントタイプが追加されました。パスワードの変更が生じると、Hub管理者
は以下を確認できます。

 • 変更を行ったユーザーのユーザー名

 • パスワードが変更されたユーザーのユーザー名

 • イベントが発生した日付

 • 変更が行われたコンピューターのIPアドレス

 • 発生したイベントのカテゴリー

HUB-
1312

HUB-
1522
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修正と改良
このバージョンのHubには、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

Hubの役割 Hub管理者の役割を割り当てられているHubユーザーは、Hub設定ページにア
クセスできるようになりました。これまでは、Hub許可を持つユーザーがHub管理
者の役割を割り当てられている場合、Hub設定ページへのアクセスは拒否され
ていました。

HUB-
2374

プラグインの更新

Automation Lifecycle Management( ALM)
このバージョンのALMプラグインに、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

Wireframer Wireframeアクション名は、アクション名が一意になるように大文字と小文字
を区別しなくなりました。2つのアクションに同じ名前 ( ひとつは大文字、もうひ
とつは小文字 ) が付けられている場合、エラーメッセージが表示され、2つのア
クションのうち最初のアクションのみが作成されます。これまでは、2つのアクショ
ンが別々に作成されていました。

HUB-
2913

Control Room
このリリースでは、Control Roomプラグインは変更されていません。

Decision – Hub 4.5の新機能

Blue Prism Decisionを使用すると、Digital Workforce内でインテリジェントな機械学習の意思決定モデルをト
レーニングおよびデプロイできます。データサイエンスの専門知識は不要です。Blue Prism Decisionのシンプルで
直感的なユーザーインターフェイスを使用すると、以下ができるようになります。

 • モデルの定義  – タイトル、説明、判断タイプ、判断変数を追加します。

 • モデルのトレーニング – モデルサービスが指定した定義済みの入力変数に基づいたアクティブラーニングを
使用します。統計的に精度が高い機械学習モデルを作成するためにデータサイエンスの知識が必要とさ
れることはありません。

 • モデルの調整  – モデルの入力と結果の予測をレビューし、必要に応じてモデルの判断を上書きします。

Blue Prism Decisionは、新しくライセンス管理されたプラグインで、4.5で使用できます。詳しくは、オンラインヘル
プの「」「Decision」を参照してください。

このリリースはHubとDockerコンテナの両方のインストールに依存するため、Blue Prismでは、Dockerコンテナの
インフラストラクチャに関するITポリシーを十分に理解している場合にのみ、Decisionをインストールすることを推
奨します。また、2022年の次回リリースもMSI経由で利用できるようになります。

Interact
Interactプラグインの改善と修正については、「」「Interact 4.5リリースノート」を参照してください。
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既知の問題
このリリースに関する重大な問題のリストについては、次のナレッジベースで維持されます。

 • Hubの既知の問題については、こちらをクリックしてください。

 • Decisionの既知の問題については、こちらをクリックしてください。

 • Interactの既知の問題については、こちらをクリックしてください。

セキュアな開発ポリシー
セキュアな開発ポリシーの一環として、Blue Prism製品は以下のセキュリティ基準で評価されています。

 • OWASP Top 10 – アプリケーション開発に最も大きなリスクをもたらすセキュリティ脆弱性。詳細情報

 • SANS CWE Top 25 – ソフトウェア開発業界で最も一般的に見られるソフトウェアセキュリティの脆弱性。
詳細情報

 • 連邦情報処理標準 ( FIPS) 文書140-2 – 情報技術製品の暗号化モジュールに対する最小セキュリティ
要件を定義した米国政府規格。

 • ペイメントカード業界データセキュリティ基準 ( PCI DSS) 。
 • 医療保険の携行性と責任に関する法律 ( HIPAA) 。
 • 連邦情報セキュリティマネジメント法 ( FISMA) 。

コンプライアンスハイライトサマリーレポートを入手するには、製品サポートにリクエストしてください。
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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。

 • 4.3から4.4にアップグレードします。

 • 4.4から4.5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。
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 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。

Hub 4.5  | 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 10 of 38



 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。

Hub 4.5  | リリースノート
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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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HubとInteract 4.3をバージョン4.4にアップグレードする
4.4の新規インストールでは、Cacheのデータベースは使用されません。フォルダー内にファイルを保存する代わり
に、File Serviceのデータベースにファイルが保存されます。アップグレードの場合、これらの変更は適用されず、こ
の機能はそのまま残ります。

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4.3がインストールされている。

 • 全員がAuthentication Server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. Hub 4.4では、.NET Frameworkのバージョン3.1.11が必要です。このバージョンをお持ちでない場合は、
HubのWebサーバーを更新する必要があります。

ス
テ
ッ
プ

詳細

1 次のコンポーネントをダウンロードし、C:\\tempなどの一時的な場所に保管します。

 • .NET Core 3.1.11 Windows Server Hosting

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.11-
windows-hosting-bundle-installer

 • .NET Core 3.1.11 Windows Desktop Runtime

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-3.1.11-
windows-x64-installer

2 .NET依存関係をインストールするには、PowerShellコマンドプロンプトを使用して次の各コマンド
を実行し、各コマンドが完了するまで待機してから、次のコマンドを実行します。

start-process "C:\temp\dotnet-hosting-3.1.11-win.exe" /q -waitstart-
process "C:\temp\windowsdesktop-runtime-3.1.11-win-x64.exe" /q -wait

ファイルパスが、手順1でファイルが格納された場所と一致することを確認します。

このインストール手順を視聴するには、.NETのインストールビデオを参照してください。
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 2. バージョン4.3から4.4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。

 3. HubとInteract 4.3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。

 • BluePrismHubAndInteractUpdate4.4.bin – 4.4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。

 4. 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。

.NET Framework 3.1.11以降をインストールしていない場合、［前提条件］画面が表示され、イン
ストーラーを終了して.NET Frameworkを更新する必要があります。

 5. ［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。

 6. ［4.4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4.4にアップグレードしま
す。

 7. ［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。

 8. RabbitMQ サービスを再起動します。

 9. すべてのアプリケーションプールを再起動します。

 10. IISを再起動します。

 11. 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 4.4をバージョン4.5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4.4がインストールされている。

 • 全員がAuthentication Server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。

 • Hubおよび/またはInteractのインストール先サーバーに2.5GB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。

Blue Prism Decisionの追加前提条件
Blue Prism® Decisionは、Hub 4.5で利用可能な新しいオプションのライセンス制御プラグインです。組織が
Decisionを使用する場合、アップグレーダーを実行する前に次の追加前提条件が必要です。

 • 新しいBlue Prism Decisionモデルサービスコンテナには、SSL証明書が必要です。

 • Decisionが使用するBlue Prism Decision Model Serviceコンテナをインストールする必要があります。

詳細については、「」「Blue Prism Decisionをインストールする」を参照してください。

URLとSSL証明書の詳細は、Blue Prism InteractおよびHubアップグレーダーに入力する必要があります。以下
の手順5を参照してください。

アップグレード手順

 1. バージョン4.4から4.5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 4.4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。

 • BluePrismHubAndInteractUpdate4.5.bin – 4.5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。

［HubおよびInteractアップグレーダーへようこそ］画面では、Blue Prismがサポートしている任意の言
語でアップグレードを実行できます。必要に応じて、ドロップダウンリストから別の言語を選択しま
す。デフォルト言語は英語 ( 米国 ) です。

 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. ［Blue Prism Decisionの設定 ( オプション) ］画面で［Decision］を使用する場合、次の情報を入力しま
す。

この手順は、Blue Prism Decisionを使用する場合にのみ必要です。それ以外の場合は、［スキッ
プ］をクリックして手順7に進みます。

 a. Blue Prism Decision Model Serviceコンテナ
のURLに続けてポート番号を入力します。
URLはhttps://<FQDN>:<ポート番号>の形
式にする必要があります。
例：https://decision.blueprism.com:5005
1。

URLは証明書に指定されたFQDNと一
致させる必要があります。ポート番号
は、コンテナの実行時に定義したポート
と一致させる必要があります。詳しく
は、「Blue Prism Decisionをインストー
ルする」を参照してください。

 b. 適切なSSL証明書を選択します。

 c. ［次へ］をクリックします。

 6. ［Blue Prism Decision SQL接続を構成］画面で、次の操作を実行します。

 a. Blue Prism Decisionデータベースの設定を
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。

 7. ［4.5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4.5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. RabbitMQ サービスを再起動します。

 10. すべてのアプリケーションプールを再起動します。
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 11. IISを再起動します。

 12. 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。
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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4.5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。
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旧リリース

Hub 4.4.1 – 2021年10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 Hubの4.4.1リリース用です。

Control Room
このバージョンのControl Roomには、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

アプリケー
ション

Control Roomダッシュボードのダッシュボードウィジェットの問題が修正されまし
た。ウィジェットにデータが表示され、フィルターが意図したとおりに機能するように
なりました。Hubバージョン4.4では、この問題によりウィジェットにデータが表示さ
れず、ウィジェットにフィルターを適用すると空白のページが表示されます。

HUB-
2447

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。

セキュアな開発ポリシー
セキュアな開発ポリシーの一環として、Blue Prism製品は以下のセキュリティ基準で評価されています。

 • OWASP Top 10 – アプリケーション開発に最も大きなリスクをもたらすセキュリティ脆弱性。詳細情報

 • SANS CWE Top 25 – ソフトウェア開発業界で最も一般的に見られるソフトウェアセキュリティの脆弱性。
詳細情報

 • 連邦情報処理標準 ( FIPS) 文書140-2 – 情報技術製品の暗号化モジュールに対する最小セキュリティ
要件を定義した米国政府規格。

 • ペイメントカード業界データセキュリティ基準 ( PCI DSS) 。
 • 医療保険の携行性と責任に関する法律 ( HIPAA) 。
 • 連邦情報セキュリティマネジメント法 ( FISMA) 。

コンプライアンスハイライトサマリーレポートを入手するには、製品サポートにリクエストしてください。
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4.4.0から4.4.1へのアップグレード
Blue Prismは、最新のプラグインファイルをBlue Prismポータルに公開しました。これにより、Hub管理者はプラグ
インを4.4.0から4.4.1に更新し、Control Roomウィジェットの使用を復元できます。

プラグインファイルを更新するには、Hub管理者である必要があります。プロセスの一部としてシステムが再
起動するため、プラグインは他のユーザーがログインしていないシステム保守期間中に更新する必要があ
ります。

4.4.0から4.4.1に更新するには：

 1. 4.4.1 HubプラグインパッケージをBlue Prismポータルからダウンロードし、コンピューターのフォルダーに解凍
します。

 2. Hubで、プロファイルアイコンをクリックして［設定］ページを開き、［プラグイン管理］をクリックします。

［プラグイン管理］ページが表示されます。

 3. ［プラグインを追加］をクリックします。

［開く］ダイアログが表示され、ローカルファイルを検索します。

 4. 手順1からフォルダーに移動し、プラグインパッケージから解凍したすべてのプラグインファイルを選択して
［OK］をクリックします。

ファイルが正常にアップロードされたことを示す通知メッセージが表示されます。

 5. ブラウザーウィンドウの［更新］アイコンをクリックして、［プラグイン管理］ページを更新します。

［すべて更新］アイコンがアクティブ化され、更新するプラグインの数を示す番号が表示されます。

 6. ［すべて更新］をクリックします。

更新の進行状況とインストールされているプラグインのリストを示すメッセージが表示されます。

 7. ［プラグインをインストール］画面で［OK］をクリックしてサイトを再起動します。

サイトの再起動メッセージが表示されます。これは数分間表示されます。再起動後、プラグインは4.4.1.x
の形式のバージョン番号 ( 4.4.1.2など) で表示されます。

更新されたシステムを使用する準備ができました。
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Hub 4.4 – 2021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 Hubの4.4リリース用です。

機能強化
このバージョンのHub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

アプリケー
ション

ユーザーインターフェイスに、次の改良が行われました。

 • 送信プロセスの進行中にフィールドを編集できなくなりました。

 • 情報の編集または選択時に、黄色の枠線が、フォーカスされているフィール
ドの周りに表示されるようになりました。

 • ドロップダウンリストがコンボボックスに置き換えられました。アイテムの名前を
テキストフィールドに入力し始めると、表示されたオプションがフィルターされ
て、テキストに一致する項目のみが表示されます。

INTER-56

HUB-
1557

HUB-
1714

Audit

 

次のカテゴリーとイベントが「」「Auditページ」に追加されました。

 • ビジネスプロセス
 

 • 作成済みビジネスプロセス

 • アクティブ化済みビジネスプロセス

 • 廃止済みビジネスプロセス

 • プロセス定義 (ALMプラグインがインストールされている場合のみ)
 

 • 作成済みプロセス定義

 • 削除済みプロセス定義

 • メジャーリリースを増やす - プロセス定義のメジャーバージョンを増やすた
めの監査ログ

 • 開始済みサインオフ

 • プロセス定義をサインオフ

 • 編集済みプロセス定義

 • 完了済みサインオフ

 • Interact(Interactプラグインがインストールされている場合のみ)
 

 • 作成済みフォーム

 • 削除済みフォーム

 • フォームのメジャーバージョンを増加  - プロセス定義のメジャーバージョン
を増やすための監査ログ

これらのすべてのイベントをサポートするために、Audit機能が追加されました。

HUB-
1117

ユーザー管
理

Interactに接続していないときに、［ユーザー］エリアで新しいユーザーを作成で
きるようになりました。

HUB-944

セキュリティ セキュリティを向上させるため、RabbitMQを使用するアプリケーションには、オプ
ションのシングルソケットレイヤー( SSL) 設定が追加されました。

HUB-74
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修正と改良
このバージョンのHubには、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

アプリケーション

 

「何らかの問題が生じました」というエラーメッセージを表示しながら、
Hubが継続的に再ロードしようとしたという問題が解決されました。こ
の問題は、不正なトークン更新によって発生し、Windows認証を
使用してSQL Serverで認証を行う環境で報告されました。

HUB-1201

ALMライセンスを適用してシステムを再起動した後、HubとInteract
にアクセスできなかった問題が修正されました。ログイン後に表示さ
れる選択画面からHubを選択すると、「HTTPエラー502.5 - ANCM
プロセス外起動失敗」というメッセージが表示され、選択画面では
Interactが利用不可と表示されました。Blue Prism HubとBlue 
Prism Interactに、これらの問題が発生することなくアクセスできるよ
うになりました。

DS‐597

HUB-2300

IADA-102

Audit ［Audit］ページの［編集］ビューペインに若干の調整が行われまし
た。以前は、［日付 /時刻］というラベルが付けられたフィルターカテゴ
リー/列の見出しが、一貫性を保つために［作成日］に変更されまし
た。

HUB-1127

Authentication 
Server

Authentication Serverのログインページでブラウザーウィンドウの幅を
992px以下に変更すると、言語ドロップダウンリストが無効になると
いうヘッダースタイルのエラーが修正されました。

HUB-1223

環境管理 以前の失敗した試行の後に、ユーザーが新しい環境をHub環境管
理ページに追加できない、という問題が解決されました。これは、試
行の失敗後に、接続しているデータベースから環境データがクリアさ
れていないために起こっていました。

HUB-1356
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エリア 変更の説明 参考資料

インストーラー Hubインストーラーには、次の変更が行われました。

 • ［前提条件2 – RabbitMQ］画面：仮想ホストとプロトコルに新し
いフィールドが追加されました。

 • ［Distributed Cache SQL接続］画面が削除されました。

 • ［File Service SQL接続設定］画面が追加されました。これによ
り、ファイルがサーバーハードディスク上のフォルダーシステムに保
存されるのではなく、ファイルを保存するための新しいFile Service
データベースが作成されます。

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。

HUB-1515

HUB-1516

HUB-1654

マシンにインターネットアクセスがない場合、または互換性のない
バージョンのPowerShell SqlServerモジュールがコンピューターにイン
ストールされている場合でも、インストールに失敗しないようになりま
した。以前は、列の暗号化スクリプトがオフライン環境で実行された
場合、インストールは失敗していました。

HUB-2020

すべてのサイトのホスト名に、カスタムホスト名を使用できるようにな
りました。大文字と小文字を組み合わせることができます。

これまではインストール中にデフォルトのホスト名の最初の部分 ( アプ
リケーション名 ) を変更して大文字と小文字が混在した場合、［メー
ル構成］ページ、［Audit］ページ、ライセンスのアップロードなど、Hub
の特定のページにアクセスすると500エラーが表示されました。

HUB-906

LDAP Hubで、10,000人を超えるActive Directoryユーザーと同期できる
ようになりました。以前は、HubはLDAPサーバーの
MaxTempTableSize内で設定されたデフォルトの制限によって制限
されていました。

HUB-1538

SMTP 3つ以上の記号を含むSMTPホスト名を［SMTPホスト］フィールドに
入力できるようになりました。

HUB-1222

設定

 

 

［カスタマイズ］ページの問題が修正されました。以前は、［名前］
フィールドに誤った形式のテキストを含むテーマを保存しようとする
と、システムはエラーメッセージを表示せず、名前の検証を無制限に
試みる(そして失敗 )していました。

HUB-1134

［接続を追加］ページで［Windows認証を使用したSQL］が選択さ
れている場合、［接続を追加］ページのデータベース認証ヘッダーが
フォームに表示されなくなります。

HUB-1163

Hubで新しい役割を作成する場合、すべての名前は一意である必
要があります。Hubの役割とInteractの役割に同じ名前を付けること
はできなくなりました。

HUB-2036

サービスアカウント サービスアカウント :Interact Remote APIに新しい権限が追加され
ました。これにより、他のBlue Prism製品でInteract Remote APIを
セットアップするときに使用できるサービスアカウントを作成できるよう
になります。

HUB-1564
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プラグインの更新

Automation Lifecycle Management( ALM)
このバージョンのALMプラグインに、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

すべて また、プロセス定義、ワイヤーフレーム、例外、テンプレートの変更時の使いや
すさと読みやすさを向上させるため、ユーザーインターフェイスをさらに改良しま
した。ユーザーインターフェイスの詳細については、「ALMユーザーガイド」「

HUB-
1093

ビジネスプロセ
ス

 

ユーザーがビジネスプロセスを廃止できるように、新しい［削除］ボタンが追加
されました。ビジネスプロセスは、ビジネスプロセスオーナーのみが削除できま
す。ビジネスプロセスにプロセス定義または関連付けられたInteractフォームが
ある場合、削除することはできません。詳しくは、「ALM – ビジネスプロセス」を
参照してください。

HUB-
895

ビジネスプロセス概要ページの［名前］列と［ステージ進行］列のデータを並べ
替える場合、最初のクリックでデータをアルファベット順に並べ替え、2回目の
クリックで逆アルファベット順に並べ替えます。以前は、並べ替えが間違って適
用され、逆に行われていました。

HUB-
1159
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エリア 変更の説明 参考資
料

プロセス定義 Blue Prism Captureバージョン1.0、2.0、2.1からエクスポートしたJSONファイル
をALMにインポートできるようになりました。これにより、ALMユーザーは手動
で手順を文書化することなく、迅速かつ効率的にプロセス定義を生成できま
す。

ユーザーは以下を行うことができます。

 • プロセス定義に追加する決定ステップごとに最大15のカスタム選択を追
加する。

 • ステップとセクションをドラッグ アンド  ドロップして、プロセス定義内で並べ替
える。

 • プロセス定義内の特定のセクションまたはステップのすぐ上または下に、セ
クションとステップを移動する。

 • 自動的にインポートできなかった場合は、不足している画像を手動でアッ
プロードできます。

 • ALMにまだリストされていないアプリケーションすべてを、インポート時に［ア
プリケーション］ページに自動的に追加するよう選択する。

次のアイテムがインポートに含まれます。

 • メモのキャプチャ。

 • また、プロセス定義でアクションステップを作成するときに、［アクションタイ
プ］ドロップダウンリストに［カスタムアクション］オプションが追加されました。

 • ホールドをクリック、リリースをクリック、キーを押す、トリプルクリックのアクショ
ン。

詳細については、「」「JSONファイルをアップロードする」を参照してください。

HUB-
593

プロセス定義を削除できるようになりました。プロセス定義は、Process 
Definition Documentの所有者のみが削除でき、他のユーザーが編集するた
めにロックしている場合、削除できません。詳細については、「プロセスを削除
する」を参照してください。

HUB-
896

サインオフステータスと呼ばれる新しいフィルターがプロセス定義ページに追加
されました。このフィルターでは、サインオフが開始されているがまだ完了してい
ないプロセス定義のみを表示できます。

HUB-
496

プロセス定義ワークフローイベントの監査が追加されました。プロセス定義カテ
ゴリー内のイベントについての詳細は、「Audit」ページを参照してください。

HUB-
1117

［要素名］フィールドの最大文字数が50から75に増えました。 HUB-
638

「編集を定義」ページのアクションステップでサムネイルイメージが正しく表示さ
れない、という問題が解決されました。

HUB-
1234

Wireframer

 

［レポートを送信］ボタンをクリックしてもエラーは発生せず、正しいページが開
きます。

HUB-
1227

ユーザーが従来のSMTP設定をセットアップし、［レポートの送信］をクリックし
たときに誤った通知が表示されるという問題が修正されました。今後は正しい
通知が表示されます。

HUB-
1171
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Control Room
このリリースでは、Control Roomプラグインは変更されていません。

Interact
Interactプラグインの改善と修正については、Interact 4.4リリースノート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。

セキュアな開発ポリシー
セキュアな開発ポリシーの一環として、Blue Prism製品は以下のセキュリティ基準で評価されています。

 • OWASP Top 10 – アプリケーション開発に最も大きなリスクをもたらすセキュリティ脆弱性。詳細情報

 • SANS CWE Top 25 – ソフトウェア開発業界で最も一般的に見られるソフトウェアセキュリティの脆弱性。
詳細情報

 • 連邦情報処理標準 ( FIPS) 文書140-2 – 情報技術製品の暗号化モジュールに対する最小セキュリティ
要件を定義した米国政府規格。

 • ペイメントカード業界データセキュリティ基準 ( PCI DSS) 。
 • 医療保険の携行性と責任に関する法律 ( HIPAA) 。
 • 連邦情報セキュリティマネジメント法 ( FISMA) 。

コンプライアンスハイライトサマリーレポートを入手するには、製品サポートにリクエストしてください。
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Hub 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 Hubの4.3リリース用です。

機能強化
このバージョンのHub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

Control 
Room

新しいプラグイン、Control RoomがHubに追加されました。このプラグイン
は、Blue Prismバージョン7.0以降でのみ使用でき、Blue Prismインタラク
ティブクライアントのControl Room機能を補完します。

新しいControl Roomでは、ダッシュボードとデータビューが提供され、ユー
ザーはすべての環境のBlue Prismアクティビティを表示および管理できます。
Control Roomには、既存のBlue Prismインタラクティブクライアント機能を補
足する4つのプラグイン機能があります。

 • ワークキュー – ワークキュー項目のステータスを監視し、キューアクティビ
ティを追跡します。

 • スケジュールとタスク – スケジュールとタスクの表示と監視を行います。

 • セッション – 環境内のセッションアクティビティを表示、フィルタリング、整理
します。

 • Digital Workerの健全性  – 環境内のDigital Workersを表示、監視し
ます。

また、Control Roomプラグインには、ダッシュボードでデータをグラフィカルに
表示するために使用できる多数のウィジェットも導入されています。

BP-131

BP-1581

インストー
ラー

次の新機能がHubインストーラーに追加されました。

 • Authentication Server SQL構成とIIS設定  - ID管理サーバー( IMS) の
名前がAuthentication Serverに変更されました。また、Authentication 
Server機能は、サービスアカウント ( Blue Prismプラットフォームの選択し
たコンポーネントに一元的な認証を使用 ) やControl Roomプラグインな
ど、Blue Prism 7.0の新機能を活用する統合を強化しました。

インストーラーの［Authentication Server］画面は、以前のバージョ
ンで使用されていたIMS画面に取って代わるものです。

 • Email Service SQL構成  - メール設定では、Microsoft OAuth 2.0認証
と既存のユーザー名およびパスワード認証方法がサポートされるようにな
りました。これをサポートするため、Email Service用のデータベースを構
成できるよう、インストーラーに新しい画面が追加されました。

 • Email Service IIS設定  – 以前のリリースでは、Email ServiceはEmail 
Senderと呼ばれていました。インストーラー画面は、この名前変更により
更新されました。また、デフォルトのWebサイト名も変更されていますが、
デフォルトのURLはemail.localのままです。

 • Blue Prism API URL – Blue Prism APIのURLをキャプチャする新しい画
面がインストーラーに追加されました。新しいControl Roomプラグインを
Blue Prism 7.0で使用するにはこのURLが必要です。このURLがない場
合、画面は空白のままになる可能性があります。

HUB-867

HUB-947

BP-2895
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エリア 変更の説明 参考資料

ローカリゼー
ション

ロシア語とポルトガル語 ( ブラジル) の2つの言語のサポートが削除されまし
た。ブラウザー設定または以前のバージョンのHubでログインページの言語ド
ロップダウンを使用して、これらの言語を選択したユーザーには英語が表示
されます。

BP-3601

SMTP ［」「メール設定］ページは、SMTPによるMicrosoft OAuth 2.0認証、および
既存のユーザー名とパスワードの認証方法をサポートするように機能強化さ
れました。SMTP設定に対する変更は監査され、［監査］ページで確認でき
ます。

HUB-713

ユーザー
管理

［」「ユーザー］ページが機能強化されました。

 • デフォルトで表示されるのは、ライブユーザー( 廃止されていないユー
ザー) のみです。廃止されたユーザーは、［ライブ］フィルターの設定を変
更することで表示できます。［ライブ］フィルターをオフにすると、すべての
ユーザーを表示できます。

 • 管理者は、［ユーザー］ページでユーザーの情報を表示し、新しい［パス
ワードを変更］アイコンをクリックしてパスワードを変更できます。管理者
は、別の管理者のパスワードを変更することはできません。

HUB-865

修正と改良
このバージョンのHubには、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

ALM 管理者がALMライセンスを以前のバージョンから4.3と互換性のあるバージョンに
アップグレードできるように、［」「プラグイン管理］ページに［ライセンスをアップリフ
ト］オプションが追加されました。

これにより、ALMライセンス制限を超えたことを示す警告メッセージがシステムの
一部のページに表示され続けるという、以前に文書化された既知の問題が解
決されます。

HUB-722

プロセス定義文書 ( PDD) の作成者は、独自のアクセスレベルを割り当てること
ができるようになりました。以前は、PDDの所有者がデフォルトとして設定されて
おり、変更できませんでした。現在は共同作成者または表示者となるよう選択
できるようになりましたが、少なくとも1人の所有者がない限り、PDDを保存する
ことはできません。

HUB-866

監査 ［監査］ページの2つの列の名前が変更されました。

 • ユーザー名が監査者に - 監査レコードをユーザーだけでなくシステムコンポー
ネントによっても作成できることを反映するために、監査者になりました。

 • 日時が作成日時に - この列の目的を明確に定義するために、作成日時に
なりました。

BP-2935

環境 Hubは、同じサーバーに存在する、つまり同じサーバーのIPまたはホスト名を持つ
複数のRPAデータベースへの接続もサポートするよう機能強化されました。以前
は複数のデータベースは、異なるサーバー間で接続されていた場合にのみ接続
されていました。接続は、既存の［」「環境管理］ページを使用して構成されま
す。

HUB-723
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エリア 変更の説明 参考資料

LDAP HubへのActive Directoryユーザーのインポートが修正されました。以前はActive 
DirectoryユーザーをHubにインポートする際に、いずれかのActive Directoryユー
ザーアカウントで、Hub認証設定で定義されたマッピング済み属性のいずれかが
欠落していた場合、インポートはすべてのユーザーに対して失敗していました。

インポートでは、検出されたユーザーの合計数に対して有効なユーザー数を示
すカウンタが表示され、有効なユーザーのリストが表示されるため、管理者は
Hubと同期する必要なユーザーを選択できます。

また、詳細なLDAPログ機能も追加されました。これは、［アプリケーションサー
バー］フォルダー内のappsettings.jsonファイルを更新することで有効にできます。
Ims > Logging > LogLevelで、次の行を追加します。
"ImsServer.IntegrationServices.Services.LdapConnectionServic
e": "Debug" 
 この変更が完了したら、アプリケーションプールを更新します。

参考：
 • 新規インストールの場合、アプリケーションプールはAuthentication 

Serverと呼ばれます。

 • アップグレードされたシステムの場合、アプリケーションプールはIMSと呼
ばれます。

HUB-718

LDAPを使用してHubにインポートしたユーザーが［パスワードをお忘れですか］リ
ンクをクリックしても、Hub内でパスワードをリセットするためのメールが送信されな
くなりました。以前はこのメールが送信され、ユーザーがプロセスを実行した場
合、LDAPアカウントに加えてネイティブユーザーアカウントも作成されました。

LDAPを使用してHubに同期されたユーザーは、Active Directoryドメインのパス
ワードを使用してHubにログインします。パスワードをリセットする必要がある場合
は、Windowsを使用してリセットしてください。

HUB-1152

ライセン
ス

プラグインの無効なライセンスファイルのアップロード時に表示されるエラーメッセー
ジが改善されました。管理者が、無効なファイルタイプ、または大きすぎるライセ
ンスファイルをアップロードした場合、［ライセンスキーを更新］機能を使用すると、
より詳細なメッセージが表示されます。

100Kb未満の.licファイルのみが受け付けられます。

HUB-841

プラグイ
ン

プラグインリポジトリ内のプラグインをクリックすると、プラグインの概要が表示され、
製品の詳細を確認できるリンクが表示されます。このリンクからオンラインヘルプが
開きます。プラグインのダウンロードは、概要の下に表示されます。

HUB-972

HUB-1063

SMTP 選択した暗号化方法に従ってメールが送信されるように変更されました。ユー
ザー名とパスワード認証方式を使用するSMTP設定では、暗号化方式を［な
し］または［SSL-TLS］に設定できます。以前は、Hubは暗号化の設定に関係な
く、SSLでメールを送信しようとしていました。

HUB-717

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 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 Hubの4.2リリース用です。

機能強化
このバージョンのHub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

アプリケーション Hubのユーザーインターフェイスが再設計されました。

ヘルプが更新され、変更が反映されました。「」「Hubユーザーガイド」を参照してく
ださい。ヘルプは、Hubのサイドナビゲーションのリンクからもアクセスできます。

構成 依存関係のないRPAデータベースをHubから削除できるようになりました。

詳細については、「環境管理」を参照してください。

インストーラー 次の新機能がHubインストーラーに追加されました。

 • 通知センターSQL構成とIIS設定  – Interact内の新しい通知機能を有効にす
るには、通知センターが必要です。

 • License Manager SQL構成とIIS設定  – ライセンスの管理はHub内から新し
いLicense Managerに移動しました。この利点は、Hubが利用できない場合
でもInteractにアクセスできることです。以前は、Hubが使用できない場合、
Interactも使用できませんでした。

 • SignalR IIS設定  – これはInteractインストーラーから取り除かれ、Hubインス
トーラーに移動されました。

ライセンス ライセンスタスクを処理する新しいWebサイト ( License Manager) が作成されまし
た。この利点は、HubがオフラインでもユーザーはInteractにアクセスできることで
す。以前は、Hubがライセンスタスクを処理していましたが、Hubがオフラインの場
合、Interactも使用できませんでした。新しいWebサイトは、Hubインストーラーを
使用してインストールおよび構成されます。

すべてのライセンスが使用されている場合、Hubに警告が表示されます。たとえ
ば、すべてのALMライセンスが割り当てられている場合、ユーザーや役割に対して
メッセージが表示されます。

 
ローカリゼーション IMSログインページとHubが、ブラウザーで設定したユーザーの言語設定セットと互

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。

サポート対象のソフト
ウェア

HubはAzure SQL Databaseの使用をサポートするようになりました。
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修正と改良
このバージョンのHubには、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

監査 次のイベント  オプションが「」「監査ページ」に追加されました：
 • 送信されたフォーム

 • 却下されたフォーム

 • 承認されたフォーム

［Digital Worker］カテゴリーが［監査］ページから削除されています。これにより、
次のイベントオプションも削除されます。

 • 編集されたDigital Workerログ

 • 廃止された仮想ワーカーログ

 • ライブになった仮想ワーカーログ

構成 次のフィールドが削除されたか、置き換えられました。

 • メール設定の［SMTPホスト］フィールドが修正され、設定された制限的な検
証が削除されました。組織のSMTPホスト名はフィールドに入力され、フィール
ドによって承認されるようになりました。

 • ［IADA URL］フィールドは、環境マネージャーからアクセスするデータベース接
続情報から削除されました。

 • ［ユーザーのパスワードを作成］チェックボックスが［ユーザーの作成］ページから
削除されています。代わりに、新しいユーザーの詳細を入力し［ユーザーを作
成］をクリックすると、新しい［パスワードを作成］ダイアログが表示されます。ここ
から、管理者はパスワードを作成するか、パスワード更新メールをユーザーに
送信するかを選択できます。

ユーザーインターフェイ
ス

ビジュアルカスタマイズのレベルが縮小されました。UIのカスタマイズは、以下に制
限されるようになりました。

 • テーマ名

 • ブランドカラー

 • ブランドロゴ

詳細については、「カスタマイズ」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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Hub 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 Hub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7」を参照し
てください。

機能強化
このバージョンのHub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

認証 LDAPを用いたActive Directory認証を使用して、シングルサインオンの利点を活
用できるようになりました。この接続が確立されると、ユーザーは会社のログインを
使用してHubまたはInteractにサインインできるようになります。これにより、Hub管
理者がローカルユーザーを設定する必要がなくなります。

インストーラー Hubインストーラーに、以下の機能強化が行われました。

 • サーバーマネージャーの役割と機能の自動インストール - インストール後にVM
を再起動する必要があります。すぐに再起動するか、後で再起動するかを選
択できます。

 • インストール後に、appsettings.jsonファイル内でcustomeridキーを手動で更
新するのではなく、新しい画面で顧客 IDを入力できるようになりました。

 • 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。

ツール 接続文字列の暗号化と復号のための新しいツールが追加されました。
セキュリティ上の理由から、すべてのWebサイトのappsettings.jsonファイルは暗号
化されます。このファイルの構成設定に変更が必要な場合、暗号化 /復号コン
ソールアプリケーションによって、ファイルを復号してから、再度暗号化できます。

詳細については、「Blue Prism Data Protectorツール」を参照してください。
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修正と改良
このバージョンのHubには、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

認証 以前は、Hubデータベース設定でWindows認証が選択されていた場合、ユー
ザー名とパスワードのフィールドが引き続き使用可能でした。［Windows認証］オ
プションが選択されている場合、これらのフィールドは使用できなくなりました。これ
により、潜在的なSQLエラーの可能性が軽減されます。

インストーラー Hubインストーラーに、以下の改良が行われました。

 • インストーラーが、Blue Prism BaseからBlue Prism Hubに名称変更されまし
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。

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 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 Hubの4.0リリース用です。

機能強化
このバージョンのHub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

プラグイン Hubのプラグインリポジトリには、以下の機能強化が行われました。

 • すべてのプラグイン、無料プラグイン、ライセンス済みプラグインのドロップダウン
の区別

 • すべてのプラグイン、無料プラグイン、ライセンス済みプラグインのラベルの区別

 • ［ライセンスファイルを入力］モーダル

 • ［プラグインライセンスを更新］タブ

 • ［ライセンスを更新］モーダル

Hubのプラグイン有効期限機能に、以下の機能強化が行われました。

 • プラグインの有効期限がまもなく切れるときに警告が表示されるようになりまし
た

 • プラグインライセンスの期限が切れると、以下にアクセスできなくなります。

 • Interactプラグイン

カスタマイズ Hubのカスタマイズ機能に以下の変更が加えられました。

 • 新しいデフォルトのBlue Prismインラインイメージ

 • IMSの新しいデフォルトのBlue Prismロゴ画像

 • ［会社］と［ストラップライン］の値が［カスタマイズ］から削除されました

インストーラー ベースインストーラー

セキュリティ Hubのセキュリティ向上のため、次の機能強化が追加されました。

 • IMSのコード難読化

 • Hubのコード難読化

プラグインの更新

リリースでは多数のプラグインが提供されます。新しいプラグインと更新されたプラグインを以下に示します。

更新されたプラグイン

プラグイン 説明

Interact Interactフォームの作成時に、優先度とSLAが必須フィールドではなくなりました。

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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