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2011年 10月 31日  

株式会社デジタル・ナレッジ 

KnowledgeDeliver 5.3 リリースノート 
 

日頃は弊社 KnowledgeDeliver / KnowledgeClassroom をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

本ドキュメントでは、KnowledgeDeliverの最新バージョン 5.3 と KnowledgeClassroom 1.3の更新について説明します。 

ご不明点がございましたら、弊社サポートセンタまでお問い合わせ願います。 

 

1. 新機能追加と仕様変更一覧  

下記の機能追加と仕様を変更しました。 

新機能  

・ ログイン制限 IPアドレス設定機能 ･･･ ログインを許可する固定 IPアドレスを設定する機能の追加 

・ コンテンツのエクスポート機能 ･･･ 登録されているコンテンツを CSV形式のファイルで出力する機能の追加 

※現在は文章型テスト問題のみ CSV形式のファイルで出力することがで 

きます。 

・ ページスキップ機能 ･･･ テキスト単元の受講画面で任意のページへ遷移させない機能の追加 

・ 表示切替機能 ･･･ インメーション一覧画面に各列の表示幅を文字列に合わせて自動調整する

機能を追加 

・ SCORM2004学習エンジン搭載 ･･･ SCORM1.2に加え、SCORM2004対応の学習エンジンを搭載 

※こちらは有償オプションになります。 

機能追加  

・ テスト問題情報のインポート機能拡

張 

･･･ 選択肢形式の指定項目に任意選択肢を追加 

有償オプション機能の追加  

・ SCORM2004学習エンジン搭載 ･･･ SCORM1.2に加え、SCORM2004対応の学習エンジンを搭載 
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仕様変更  

・ 受講者別受講状況機能の対象クラス選択方法と対象教科選択方法をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィン

ドウで選択する形式に変更 

・ 教科別受講状況機能のクラス選択方法と教科選択方法をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィンドウで選択す

る形式に変更 

・ 受講期間が終了したクラスの単元トップ画面で表示される領域やボタンを変更 

・ 部門のフォルダ表記を部門表記に統一 

不具合対応  

・ Microsoft Silverlightがインストールされていない場合に発生するWebページエラーの修正 

・ 全ての部門を兼務部門に登録すると発生するアプリケーションサーバエラーの修正 

・ ロールの「ユーザ管理 > ユーザ情報」権限が無効に設定されている管理者がユーザ検索を実行した場合に発生するア

プリケーションサーバエラーを修正 

・ コンテンツが割り当てられていないテスト単元で履歴が保存されてしまう不具合の修正 

・ PowerPoint型テキスト単元と映像参照型テキスト単元の受講画面で全画面表示モードに切り替わらない不具合の修正 
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2. 新機能  

2.1. ログイン制限 IP アドレス設定  

(1) ロールにログインを許可する IPアドレスを設定する機能を追加しました。 
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ログイン制限 IP アドレスの設定  [システム管理者 ] 

「システム設定 ▷ ロールテンプレート一覧」画面からログイン制限を行いたいロールを選択し、「ロール設定」画面の制限 IPアド

レス項目に固定 IPアドレスを入力してください。 

 

 

IPアドレスによるログイン判定の処理はログイン時にのみ実行され、許可されていない IPアドレスからログインしようとした場合

にはエラー通知メッセージが表示されます。 
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2.2. コンテンツのエクスポート機能  

(1) 登録されている文章型テスト問題を CSV形式のファイルで出力する機能を追加しました。 
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文書型テスト問題コンテンツのエクスポート [コンテンツ作成者 ] 

1. 「コンテンツを作る」画面にコンテンツのエクスポート機能を追加しました。 

 

 

2. コンテンツのエクスポート機能を実行する場合、「コンテンツのエクスポート」画面から CSV形式のファイルとして出力したい

文章型テスト問題が登録されているフォルダと出力される CSV ファイルのエンコードを指定後に［CSV作成］ボタンをクリッ

クしてください。 
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2.3. ページスキップ機能  

(1) テキスト単元の受講画面で任意のページへ遷移させない機能を追加しました。 

ページスキップの設定  [コンテンツ作成者 ] 

テキストの「単元設定」画面でページスキップ項目のプルダウンボックスから［許可しない / 許可する］を選択して設定を完了し

てください。 
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受講者側  

1. ページスキップ機能が［許可しない］に設定されている場合、受講画面のプルダウンボックスは非表示になります。 

 

 

2. ページスキップ機能が［許可する］に設定されている場合、受講画面のプルダウンボックスから任意のページへ遷移すること

ができます。 
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2.4. インフォメーション表示切替機能  

(1) 登録されているインフォメーションの各列の表示幅を文字列に合わせて自動調整する機能を追加しました。 

インフォメーションの表示切替  [システム管理者  / ユーザ管理者  / クラス運用者  / コミュニティ運用者 ] 

下記画面の［表示切替］ボタンをクリックすることで各列の表示幅を文字列に合わせて表示することができます。 

対象画面は下記になります。 

・ 「システム設定 ▷ インフォメーション一覧」画面 

・ 「部門管理 ▷ ユーザ管理 ▷ インフォメーション一覧」画面 

・ 「部門管理 ▷ インフォメーション一覧(全体)」画面 

・ 「クラス管理 ▷ タスク選択(クラスの名称) ▷ インフォメーション一覧」画面 

・ 「コミュニティ管理 ▷ タスク選択(コミュニティの名称) ▷ インフォメーション一覧」画面 
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3. 機能追加  

3.1. テスト問題情報のインポート機能拡張  

(1) テスト問題情報のインポート機能で選択肢形式の指定項目に任意選択肢を追加しました。 

任意選択肢形式に対応  [コンテンツ作成者 ] 

文章型テスト問題の選択肢形式項目で設定可能な任意選択肢をテスト問題情報のインポートでも指定することが可能になりま

した。 
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4. 有償オプション機能の追加  

4.1. SCORM2004 学習エンジン搭載  [有償オプション] 

(1) 今回新たに SCORM1.2に加え SCORM2004対応の学習エンジンを搭載しました。 

こちらを利用することで SCORM2004規格に準拠した教材を扱えるようになります。 

こちらの有償オプションをご要望の際は営業担当者、またはサポートセンタにお問い合わせください。 

SCORM コンテンツの登録  [教科設計者 ] 

教科一覧画面から［SCORM新規登録］ボタンをクリックすることで SCORM設定画面が表示されますので、SCORM2004規

格に準拠した教材を指定して登録を完了してください。 
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5. 仕様変更  

5.1. クラス選択方法と教科選択方法の変更  

(1) 受講者別受講状況機能の対象クラス選択方法と対象教科選択方法をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィン

ドウ選択形式に変更しました。 

(2) 教科別受講状況機能のクラス選択方法と教科選択方法をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィンドウ選択形

式に変更しました。 
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受講者別受講状況機能  [ユーザ管理者  / クラス運用者 ] 

1. 下記画面の対象クラス選択項目、対象教科選択項目をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィンドウ選択形式に

変更しました。［選択］ボタンをクリックすることで対象クラス、対象教科を選択することができます。 

対象画面は下記になります。 

・ 「部門管理 ▷ 受講者別受講状況」画面 

・ 「クラス管理 ▷ タスク選択(クラスの名称) ▷ 受講者別受講状況」画面 

 

 

2. ポップアップウィンドウ内から対象クラス、対象教科のラジオボタンを選択することで検索対象に指定されます。 
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教科別受講状況機能  [ユーザ管理者  / クラス運用者 ] 

1. 下記画面のクラス選択項目、教科選択項目をプルダウンボックス選択形式からポップアップウィンドウ選択形式に変更しま

した。［選択］ボタンをクリックすることで対象クラス、対象教科を選択することができます。 

対象画面は下記になります。 

・ 「部門管理 ▷ 教科別受講状況」画面 

・ 「クラス管理 ▷ タスク選択(クラスの名称) ▷ 教科別受講状況」画面 

 

 

2. ポップアップウィンドウ内から対象クラス、対象教科のラジオボタンを選択することで表示対象に指定されます。 
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5.2. 受講期間終了時の画面表示  

(1) ホーム画面［クラス一覧］ガジェット内［受講期間終了］タブに表示されるクラスの単元トップ画面にて、表示領域や［受講開

始］ボタンの仕様を変更しました。 
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受講期間表示領域とボタン表示  [受講者側 ] 

1. ［受講期間中］タブに表示されているクラスの単元トップ画面では、単元に設定されている受講期間が表示されます。 

 

 

2. ［受講期間終了］タブに表示されているクラスの単元トップ画面では、単元に設定されている受講期間が非表示になり、［受

講開始］ボタンがグレー表示になります。［受講開始］ボタンをクリックすると受講期間外であることの通知メッセージが表示さ

れます。 
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5.3. フォルダの表記変更  [ユーザ管理者 ] 

(1) 部門管理機能の各画面に表記されていた「フォルダ」表記を「部門」表記に変更しました。 
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6. 不具合対応  

6.1. WEB ページエラーの修正  [受講者側 ] 

(1) PowerPoint型テキスト単元の受講画面にて、Microsoft Silverlightがインストールされていない場合に発生するWeb

ページエラーを修正しました。 

 

6.2. アプリケーションサーバエラーの修正  [ユーザ管理者 ] 

(1) 「兼務部門登録」画面にて、全ての部門を兼務部門に登録した場合に発生するアプリケーションサーバエラーを修正しまし

た。 

(2) 「部門管理 ▷ ユーザ管理 ▷ ユーザ検索」画面にて、ロールの「ユーザ管理 > ユーザ情報」権限が無効に設定されてい

る管理者がユーザ検索を実行した場合に発生するアプリケーションサーバエラーを修正しました。 

 

6.3. テスト単元の履歴保存  [受講者側 ] 

(1) コンテンツが割り当てられていないテスト単元にて、受講を終了するとテスト履歴が保存されてしまう不具合を修正しまし

た。 

 

6.4. 全画面表示モード [受講者側 ] 

(1) PowerPoint型テキスト単元と映像参照型テキスト単元の受講画面にて、テキスト表示領域をクリック後に全画面表示モー

ドに切り替わらない不具合を修正しました。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


