
最終リビジョン: 2022 年 12 月

コース カタログ

Fully Automated Enterprise™ (完全に自動化したエンタープライズ環境)

の実現に向けてオートメーションの力を広く活用していただくための、

世界初の無料オンライン学習プラットフォームです。



RPA 学習プラットフォーム分野で第 1 位

300 種類以上の無料コースを 10 言語で提供
20 種類以上の UiPath 製品を網羅
1,000,000 名以上の登録ユーザー
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エグゼクティブ サマリー
ビジネス ユーザーと市民開発者

向けのコース
職種ベースの学習

コンテンツ

スライド 4～8 スライド 9～15 スライド 16～29
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誰でも利用できる、
オートメーションについての無料オンライン トレーニング

UiPath アカデミーは、企業内におけるポジションにかかわらず、自動化がもたらす変革をすべての人が
受け入れ、積極的に参加していくための道を開きます。

判断意思決定者 センター オブ
エクセレンス (CoE) 

のメンバー

市民開発者 ビジネス
ユーザー
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職種ベースの学習

RPA プログラム
マネージャー

ビジネス
アナリスト

ソリューション
アーキテクト

プロジェクト
マネージャー

オートメーション
開発者

インフラストラクチャ
エンジニア

RPA 運用マネージャー
テスト

エンジニア

自動化が、ビジネスを変えていきます。新たな職種が生まれています。また、スキルセットに自動化が加わる
ことで、既存の職種にも変化が起きています。どんな人でも、自分に合ったコースを選べます。

学習プランに移動する

学習プランに移動する (英語)

学習プランに移動する (英語)

学習プランに移動する 学習プランに移動する (英語)

プロセス
アナリスト

学習プランに移動する (英語)

オートメーション
ユーザー

市民開発者

https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-developer-foundation-v202010-jp
https://academy.uipath.com/channeldetail/rpa-solution-architect-foundation
https://academy.uipath.com/channeldetail/rpa-infrastructure-engineer-foundation
https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-citizen-developer-foundation-v202110-jp
https://academy.uipath.com/channeldetail/rpa-business-analyst-foundation
https://academy.uipath.com/channeldetail/process-mining-analyst-foundation
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製品別トレーニング

Discover 開発 管理 実行 協働

Automation Hub
UiPath Automation Hub 

基礎 コース

Task Capture
UiPath Task Capture 

コース (英語)

Process Mining
UiPath Process Mining 
App One コース (英語)

Task Mining
UiPath Task Mining 

コース (英語)

Studio
「RPA 開発へようこそ」

コース

StudioX
「StudioX による初めてのオート

メーション開発」コース

Document Understanding
UiPath Document Understanding 

Overview コース (英語)

Automation Ops
UiPath Automation Ops

コース (英語)

Orchestrator
「RPA 開発者

のための Orchestrator」コース

AI Center
UiPath AI Center 

Overviewコース (英語)

Test Suite
UiPath Test Suite 基礎コース

Data Service
UiPath Data Service 

コース (英語)

UiPath Insights
UiPath Insights コース (英語)

Robot – Attended と
Unattended

Get Started with UiPath Robots 
コース (英語)

IT オートメーション
IT Automation コース (英語)

Integration Service *new*
UiPath Integration Service

コース (英語)

アプリ
UiPath Apps コース (英語)

Assistant
UiPath Assistant コース (英語)

Action Center
UiPath Action Center

コース (英語)

Automation Cloud 製品別*new*                

使いたい製品に合わせたトレーニング

UiPath Platform デプロイ オプション

https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-hub-基礎コース
https://academy.uipath.com/courses/uipath-task-capture-2
https://academy.uipath.com/courses/uipath-task-capture-2
https://academy.uipath.com/courses/uipath-process-mining-appone
https://academy.uipath.com/courses/uipath-process-mining-appone
https://academy.uipath.com/courses/uipath-task-mining
https://academy.uipath.com/courses/uipath-task-mining
https://academy.uipath.com/jp/courses/get-started-with-rpa-development-v202010-jp
https://academy.uipath.com/jp/courses/get-started-with-rpa-development-v202010-jp
https://academy.uipath.com/courses/build-your-first-automation-with-studiox-v202110-jp
https://academy.uipath.com/courses/uipath-document-understanding-overview-3
https://academy.uipath.com/courses/uipath-document-understanding-overview-3
https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-ops
https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-ops
https://academy.uipath.com/jp/courses/orchestrator-for-rpa-developers-v202010-jp
https://academy.uipath.com/jp/courses/orchestrator-for-rpa-developers-v202010-jp
https://academy.uipath.com/jp/courses/uipath-ai-center-overview-
https://academy.uipath.com/jp/courses/uipath-ai-center-overview-
https://academy.uipath.com/courses/uipath-test-suite-基礎コース
https://academy.uipath.com/courses/uipath-data-service
https://academy.uipath.com/courses/uipath-data-service
https://academy.uipath.com/courses/uipath-cloud-insights
https://academy.uipath.com/learningpath/get-started-with-uipath-robots
https://academy.uipath.com/courses/it-automation
https://academy.uipath.com/courses/uipath-integration-service
https://academy.uipath.com/courses/uipath-integration-service
https://academy.uipath.com/courses/uipath-apps-2
https://academy.uipath.com/courses/uipath-assistant
https://academy.uipath.com/courses/uipath-action-center
https://academy.uipath.com/courses/uipath-action-center
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母国語で学べる学習コンテンツ

日本語 * 中国語 * フランス語 * ドイツ語 * 韓国語 * ポルトガル語 * ロシア語 * スペイン語 * トルコ語

特に利用者が多い次のコースは、複数の言語で利用できます。

▪ RPA と自動化入門 (Introduction to RPA and Automation)
▪ RPA 市民開発者 基礎 (RPA Citizen Developer Foundation)
▪ RPA デベロッパー 基礎/上級 (RPA Developer Foundation and Advanced)
▪ RPA ビジネス アナリスト 基礎 (RPA Business Analyst Fundamentals)
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が選ばれる理由

ビデオ ベースの学習と開発の実践

受講者が実際に開発するように促す、高品質のビデオと
ダウンロード可能なリソース

認定の準備

UiPath 認定プロフェッショナル試験に備えるための、
専用トレーニング

職種ベースの学習プラン

自動化に取り組む 10 種類以上の職種に合わせて用意された、
学習コンテンツ

UiPath 製品トレーニング

UiPath Platform に含まれる 20 種類以上の製品それぞれに、
1 つのコースを用意

複数の言語で受講可能

最も重要なコースは、10 言語以上で受講可能



ビジネスユーザーと
市民開発者向けのコース



RPA スターター
ここがすべての出発点

どのような職種に就いていても、ロボティック プロセス オートメーション (RPA) 

や自動化についてまだよく知らない場合は、ここから始めるのが一番です。

基本的な概念について学習してから、ビジネス ユーザー向けのツールである UiPath StudioX を使用し、

ガイドに従って最初のオートメーションを実際に開発することができます。

次の 2 つのコースで構成される RPA スターターを使って、全員を対象としたトレーニングを実施できます。

▪ RPA と自動化入門

▪ StudioX による初めてのオートメーション開発

https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-starter-v202110-jp
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RPA と自動化入門

オートメーションの基本について学ぶコースで、RPA と自動化の

世界への入口になります。

RPA について紹介し、「なぜ RPA とオートメーションがこれほど

話題になっているのか」、「なぜ UiPath を選ぶのか」といった疑問

に答えます。

所要時間: 1 時間

ここからコースにアクセスできます

https://academy.uipath.com/courses/introduction-to-rpa-and-automation-v202110-jp
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StudioX による
初めてのオートメーション開発

RPA、オートメーション、関連する概念について把握できたら、

次は実践してみましょう。

StudioX について段階的に説明するこのコースで、オートメーション

の開発を体験できます。

StudioX はビジネス ユーザー用のオートメーション ツールで、

コーディングの経験がなくても使うことができます。

このコースは、オートメーションをどのように開発できるかを実際に

示すだけでなく、StudioX を使った業務自動化を目指した学習プラン

である「RPA 市民開発者 基礎」への橋渡しという役割も担っています。

所要時間: 2.5 時間

ここからコースにアクセスできます

https://academy.uipath.com/courses/build-your-first-automation-with-studiox-v202110-jp
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ロボットの使い方や使用する製品に応じて、十分に使いこなせるように

なるためのさまざまなコースが用意されています

▪ UiPath Assistant をインストールして、自分の業務の自動化に利用

していますか？

ぜひ、UiPath Assistant コース (英語) をチェックしてみてくだ

さい。

▪ 自分のマシン上にないロボットを使った自動化プロセスを開始しよ

うとしていますか？

プロセスの動作を検証しようとしていますか？

この 2 つのいずれかに当てはまる場合には、

UiPath Action Center コース (英語) をチェックしてみましょう。

▪ 自動化が必要なプロセスやタスクについて提案し、その実現を支援

する形で社内の自動化プログラムに関わっていますか？

では、UiPath Automation Hub 基礎コース を受講してみましょ

う。

ビジネス ユーザー向けのコース

https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-assistant
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-action-center
https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-hub-基礎コース
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RPA 市民開発者
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

簡単に言えば、RPA 市民開発者は自分の仕事とチームの仕事を可能な

限り自動化します。

財務、マーケティング、法務など、あらゆる部門で必要とされる可能

性があります。

▪ どのように学習を進めますか？

まず、「RPA スターター」の一部でもあり、StudioX の主な機能を

プレビューすることを目的としている「StudioX による初めてのオー

トメーション開発」コースから始めます。

次の「市民開発者のジャーニーへようこそ」コースでは、可能な限り

自動化するために必要な基本概念について学びます。

その後、ファイルとフォルダー操作、ユーザー インターフェイスの

自動化に関する専用コースに進み、反復処理やエラー処理などについ

ても学びます。

この流れで学習することで、ビジネスで使用される最も重要な

テクノロジー (Excel やメール) を自動化する方法を学ぶ準備も整って

いるでしょう。

次のスライドで、全体の構成とリンクを確認できます。
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RPA 市民開発者基礎

学習プランの構成と必須情報

StudioX による初めての
オートメーション開発

StudioX での
UI 操作の自動化

市民開発者のジャーニー
へようこそ

StudioX でのファイル、
フォルダー操作の自動化

StudioX での
分岐と繰り返しの処理

StudioX での
エラー処理方法

StudioX での
メール操作の自動化

StudioX での Microsoft 
Excel 操作の自動化

前提条件: 技術面で進歩したいという気持ちさえあれば、特にほかの前提条件はありません。

所要時間: 14 時間

完全ローカライズ済みの言語: 日本語、フランス語、トルコ語、中国語、スペイン語、ドイツ語、韓国語

学習プランにアクセスする

ご注目！コースはすべて、学習プランの一部として受講することも、個別に受講することもできます。

https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-citizen-developer-foundation-v202110-jp


職種ベースの学習
Fully Automated Enterprise (完全に自動化されたエンタープライズ環境) を目指す企業には、
自動化の機会を見つけ、オートメーションの開発と管理を行えるだけの専門知識を社内に用意し、
広げていくことが求められます。

このような専門知識は「センター オブ エクセレンス (CoE)」の形をとります。

センター オブ エクセレンスを社内に形成し、この重要な役割を果たしてもらうために活用できる、
職種に合わせた学習コースについてご紹介します。



17

オートメーション開発者
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

オートメーション開発者は、すべての自動化プログラムのエンジン役

です。

自動化の機会に対して企業規模のオートメーションを開発することで、

自動化を実現します。

そのために、UiPath Studio や UiPath Platform のその他のコンポー

ネントを活用し、技術面のスキルとビジネス面のスキルの両方を駆使

します。

▪ どのように学習を進めますか？

まず RPA デベロッパー 基礎から始めます。

修了時には、企業規模のオートメーションのコンポーネントを開発

できるようになるでしょう。

RPA アソシエイト資格試験を受けることもできます。

続いて RPA デベロッパー 上級を受講すれば、企業のオートメーショ

ンを最初から最後まで独力で開発する準備ができます。

RPA デベロッパー 上級資格試験を受けることもできます。

その後も、UiPath アカデミーにあるほかのコースを利用して新しい

スキルや技術を継続的に学習できます。
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RPA デベロッパー基礎

学習プランの構成と必須情報

前提条件: 基本的なプログラミング スキル（言語不問）

所要時間: 36 時間

学習プランにアクセスする

ご注目！コースはすべて、学習プランの一部として受講することも、個別に受講することもできます。

RPA 開発へようこそ Studio での変数、
引数、制御フロー

Studio でのエラー
および例外処理

Studio での
ロギング入門

RPA 開発者のための
Orchestrator

Studio とバージョン
管理システムの連携

Studio Pro による
RPA テスト

Studio による
UI 操作の自動化

Studioによるデータ
テーブルおよび

Excel 操作の自動化

Studio の
セレクター

Studio での
プロジェクト構成

Studio でのデバッグ Studio による
メール操作の自動化

Studio での
PDF 操作の自動化

RPA 開発者の一日
Studio でのデータ操作

https://academy.uipath.com/learning-plans/rpa-developer-foundation-v202010-jp
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RPA デベロッパー上級

学習プランの構成と必須情報

前提条件: UiPath Studio および UiPath Platform のその他のコンポーネントを使用したRPA 開発についての専門知識

所要時間: 43 時間

学習プランにアクセスする

ご注目！コースはすべて、学習プランの一部として受講することも、個別に受講することもできます。

REFramework 概論コース UiPath Studio 開発上級コース

https://academy.uipath.com/learning-plans/rpaデベロッパー-上級プログラム
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RPA デベロッパーの継続的な学習

UiPath アカデミーでは、RPA 開発者のための継続的な学習の機会を多数ご用意しています。

RPA 開発者が新しいシナリオの中で出会う新技術や、新たな自動化の機会に対応するための新製品や新機能、さらには

既存のシナリオでの自動化のもっと優れた手法について知ることができるでしょう。

関連するコースの一覧を見るには、[コース (Courses)] ページのフィルターをご利用ください。

▪ 自動化できるタスクを引き受けてくれるアシスタントがいることには、

大きな価値があります。有人オートメーション機能をフル活用する方法は、

Attended Automation for RPA Developers コース (英語) で学べ

ます。

▪ RPA の開発では UI 要素が非常に重要なので、複数のオートメーション間

で再利用する方法が必要でした。UiPath の UI 要素ライブラリである

Object Repository コース (英語) をご確認ください。

▪ RPA 開発者としてSAP を扱う必要が出てくる可能性はかなり高いもの

です。適切なリソースとして、SAP Automation with Studio コース

(英語) が用意されています。

▪ ユーザーにとって操作しやすい RPA オートメーションを開発するために、

ユーザー インターフェイスが必要になる場合もあります。

そのような場合には UiPath Apps がとても役立ちますが、

これに特化したコース (英語) も用意されています。

▪ UiPath Integration Service は、API オートメーションと UI オート

メーションを組み合わせるための UiPath Platform コンポーネントです。

これにも専用のコース (英語) があります。

▪ Orchestration Process と UiPath Action Center を利用することで、

エンドツーエンドの自動化が可能になりました。

どのように機能させることができるか、このコース (英語) で学べます。

▪ Linux でのオートメーションが必要ですか？もちろん可能です。

UiPath Studio なら、Linux 用のオートメーションの開発、実行、管理も

可能です。

このコース (英語) でその方法が学べます。

▪ プロセスを自動化するとき、Chrome を WebDriver 経由で使うという

簡単な手法があります。

その方法を説明したコース (英語) も用意されています。

https://academy.uipath.com/courses/attended-automation-for-rpa-developers
https://academy.uipath.com/learningpath/object-repository
https://academy.uipath.com/learningpath/sap-automation-2020-2
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-apps-2
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-integration-service
https://academy.uipath.com/learningpath/orchestration-process
https://academy.uipath.com/learningpath/build-run-and-manage-automations-for-linux
https://academy.uipath.com/learningpath/webdriver
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RPA ソリューション アーキテクト
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

RPA ソリューション アーキテクトは、オートメーション ソリューション

のアーキテクチャを定義し、ソリューションの開発と運用の技術スタック

を選択します。

さらに、開発と実装の各段階を統括する役割もあります。

▪ どのように学習を進めますか？

すべての RPA 開発機能に精通しておくことが必要なため、

RPA デベロッパー 基礎とRPA デベロッパー 上級の両方のコースを

受講することが必要です。

その後、職種ベースの入門コースである RPA Solution Architecture 

Fundamentals を受講しましょう。

さらに、UiPath Test Suite や Orchestration Process といった、

自分の職種に関係する UiPath Platform のその他の機能や

コンポーネントにも通じておくことが必要になります。
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RPA Solution Architect Foundation (英語)

学習プランの構成と必須情報

前提条件: ソリューション アーキテクトとしての中級程度の経験またはシニア RPA 開発者としての豊富な経験

所要時間: 85 時間

学習プランにアクセスする

ご注目！コースはすべて、学習プランの一部として受講することも、個別に受講することもできます。

* 対応する日本語コースを受講しても、こちらの学習プランには反映されません。

*Introduction to
RPA and Automation

Data Manipulation
in Studio

DataTables and 
Excel Automation 

with Studio

UI Automation
with Studio

PDF Automation 
in Studio

Variables, 
Arguments, and 
Control Flow in 

Studio

Selectors 
in Studio

Project Organization
in Studio

Error and Exception 
Handling in Studio

Debugging in Studio

Email Automation 
with Studio

Orchestrator 
for RPA Developers

Practice with 
ReFramework

UiPath Security License 
Management 

in Orchestrator

Orchestration 
Process

UiPath Test Suite

Robotic Enterprise 
Framework 
Overview

Introduction to 
Robotic Enterprise 

Framework

Build a REFramework 
Project with 

Orchestrator Queues

Build a 
REFramework 
Project with 
Tabular Data

RPA Solution 
Architecture 

Fundamentals

https://academy.uipath.com/channeldetail/1997
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RPA インフラストラクチャエンジニア

プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

インフラストラクチャ エンジニアは確立された職種であり、スキルセットを

継続的に向上させることが必要です。

企業が自動化を導入する際には、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスなど、

製品とデプロイする手法の組み合わせが無数に存在します。

RPA インフラストラクチャ エンジニアには、自動化ソリューションの

インフラストラクチャに存在するあらゆる複雑な部分を管理する能力が必要

です。

▪ どのように学習を進めますか？

最初は、「Introduction to RPA and Automation」コースから

始めましょう。

UiPath Platform のインフラストラクチャの基本的なニーズについては、

「RPA Infrastructure Fundamentals」コースで、RPA の中核となる

コンポーネントを中心に学習できます。

オンプレミスまたはパブリック クラウドに UiPath Platform 全体をデプロイ

する最も簡単な方法である UiPath Automation Suite については、

「UiPath Automation Suite Overview」コースで概観できます。

「UiPath Automation Suite Installation」コースから

Automation Suite をインストールする方法を確認してください。

学習プラン (英語) にアクセスする

https://academy.uipath.com/channeldetail/rpa-infrastructure-engineer-foundation
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RPA ビジネスアナリスト
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

ビジネス アナリストはデジタル トランスフォーメーション プログラムのかぎ

となる存在であり、ニーズの定義とソリューションの推薦という役割を果たし

ます。分析の自動化というスキルセットを身につければ、自動化の機会につい

てよく理解して適切なソリューションを提案でき、ステークホルダーに対して

価値を実現できます。

▪ どのように学習を進めますか？

最初は、Introduction to RPA and Automation コースから始めましょう。

RPA ビジネス アナリストの基本について、RPA Business Analyst 

Fundamentals コースで学べます。

学習プラン (英語) にアクセスする

▪ どのような UiPath 製品を使用できますか？

• UiPath Automation Hub 基礎コース でプログラムを管理します。

• UiPath Task Capture (英語) でプロセスをそのまま文書化します。

• UiPath Task Mining (英語) で新しい機会を発見します。

• UiPath Process Mining (英語) で新しい機会を発見します。

• UiPath Insights (英語) でプログラムの効果を測定します。

https://academy.uipath.com/channeldetail/rpa-business-analyst-foundation
https://academy.uipath.com/jp/courses/uipath-automation-hub-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-task-capture-2
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-task-mining
https://academy.uipath.com/learningpath/get-started-with-uipath-process-mining
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-cloud-insights
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RPA プロジェクト マネージャー
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

変更の実装を担当するチームを率いるプロジェクト マネージャーの主な役割に

ついては、よく知られています。

自動化のスキルセットは必須ではありませんが、デジタル トランスフォーメー

ション プログラムには RPA と自動化が継続的に関わってくることを考えれば、

非常に有益です。

▪ どのように学習を進めますか？

最初は、Introduction to RPA and Automation コースから始めましょう。

一般的な RPA プロジェクトの管理方法について、RPA Implementation 

Methodology Fundamentals コースで学ぶことができます。

学習プランにアクセスする (英語)

▪ どのような UiPath 製品を使用できますか？

• Introduction to Automation Operating Model (英語)

• AOM Foundations (英語) (仮想インストラクターによるトレーニング)

• UiPath Automation Hub 基礎コース

• UiPath Automation Hub Deep Dive (英語)

https://academy.uipath.com/courses/rpa-implementation-methodology-fundamentals
https://academy.uipath.com/learningpath/introduction-to-aom
https://academy.uipath.com/learningpath/aom-foundations
https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-hub-基礎コース
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-automation-hub-deep-dive
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Process Mining アナリスト（new）

プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

プロセス アナリストは、組織の中でも比較的新しい職種です。

その役割は、大量のデータに適用される科学的手法を使用して、

自動化を含むプロセスを最適化する方法を見つけ出すことです。

科学的な手法には、Process Mining や Task Mining などのツールが

使用されます。

▪ どのように学習を進めますか？

科学的な発見手法とそのための専用ツールについては、

Get Started with UiPath Process Mining コースで学べます。

分析の基礎については、Process Analysis Fundamentals コース

で学べます。

さらに高いレベルのプロセス分析については、Process Analysis 

Advanced で学べます。

学習プラン (英語) にアクセスする

https://academy.uipath.com/channeldetail/process-mining-analyst-foundation
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RPA 運用マネージャー
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

大規模なデプロイの場合、企業にはロボット ワークフォースと

オートメーションの管理にまつわる業務を担当する専門家が必要です。

それが RPA 運用マネージャーです。

Orchestrator、Insights、さらには Automation Ops を使用して、

オートメーション環境の健全性とパフォーマンスを監視し、

必要に応じて適切な介入を行います。

▪ どのように学習を進めますか？

最初は、Introduction to RPA Automation コース (英語) から

始めましょう。

UiPath Orchestrator の主な機能については、

RPA 開発者のための Orchestrator コース で学べます。

UiPath Platform に含まれる分析ソリューションの使い方については、

UiPath Insights コース (英語) で学べます。

UiPath Platform のガバナンス機能については、

UiPath Automation Ops コース (英語) で学べます。

https://academy.uipath.com/learningpath/introduction-to-rpa-and-automation
https://academy.uipath.com/jp/courses/orchestrator-for-rpa-developers-v202010-jp
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-cloud-insights
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-automation-ops
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テストエンジニア
プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

あらゆる企業が、ソフトウェア ビジネスとかかわるようになっています。

ソフトウェア開発にはテストが必要で、品質保証を担当するテスト エンジニアの

役割は、ますます重要になってきています。

テスト エンジニアとしての効果をさらに高めるには、自動化を自分のスキルセッ

トに加えることも必要です。UiPath Test Suite は、アプリケーション テスト、

RPA テスト、さらにはモバイル デバイス テストなど、ソフトウェア テストに

関わるテスト エンジニアのすべてのニーズに対応することを目的としています。

▪ どのように学習を進めますか？

ソリューションの概要は、UiPath Test Suite 基礎コース で概観できます。

なぜ Studio Pro による RPA テスト の重要性が増しているのか、そのために

UiPath Test Suite をどのように機能させることができるかも把握しておきましょ

う。

アプリケーションのテストに使用する UiPath Test Suite の機能すべてについて

は、Application Testing with UiPath Test Suite コース (英語) で紹介され

ています。

UiPath Test Suite を使って SAP のあらゆるアクションを自動化する方法につい

ては、SAP Automation with Studio コース (英語) で学べます。

テスト プロジェクトの管理は、UiPath Test Manager コース (英語) で行いま

す。

https://academy.uipath.com/jp/courses/uipath-test-suite-%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
https://academy.uipath.com/jp/courses/rpa-testing-with-studio-pro-v202010-jp
https://academy.uipath.com/courses/application-testing-with-uipath-test-suite
https://academy.uipath.com/learningpath/sap-automation-2020-2
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-test-manager
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オートメーションプログラムマネージャー

プロファイルと学習ジャーニー

▪ どんな役割がありますか？

デジタル トランスフォーメーション プログラムの中心として自動化の実現に

取り組む企業には、自動化プログラム全体を管理できる人材と、自動化プロジェク

トの実装を担当する体制、つまり自動化のセンター オブ エクセレンスが必要です。

▪ どのように学習を進めますか？

最初は、Introduction to RPA Automation コース (英語) から始めましょう。

自動化プログラムの管理ツールである UiPath Automation Hub のすべてについて

は、概要コースと詳細コースという2つの追加コースで学べます。

社内にオートメーション運用モデルを立ち上げる方法については、

AOM Foundations コース (英語) の仮想トレーニングで学べます。

新しい働き方に合わせて社内の役割を整備するためのプランを立てるには、

Up-Skilling Teams with an RPA Organizational Development Plan (英

語)コースを利用できます。

すべての人のために自動化を現実化するための Robot for Every Person フレーム

ワークについて、専用コース (英語)で学べます。

自動化プログラムの測定方法については、UiPath Insights コース (英語) コース

で学べます。

https://academy.uipath.com/learningpath/introduction-to-rpa-and-automation
https://academy.uipath.com/courses/uipath-automation-hub-基礎コース
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-automation-hub-deep-dive
https://academy.uipath.com/learningpath/aom-foundations
https://academy.uipath.com/courses/up-skilling-teams-with-an-rpa-organizational-development-plan
https://academy.uipath.com/learningpath/arep-foundations
https://academy.uipath.com/learningpath/uipath-cloud-insights


ありがとうございました

UiPath の機密・専有情報です。UiPath と UiPath パートナー社内での使用に限定されます。

© UiPath, Inc.All rights reserved.ここでの情報は、予告なしに変更されることがあります。

今すぐacademy.uipath.com にご登録ください。

https://academy.uipath.com/


31

このプレゼンテーションには、将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述には、過去における事実ではないすべての記述が含まれ
ます。「予測」、「思われる」、「想定」、「期待」、「意図」、「可能性」、「おそらく」、「プラン」、「プロジェクト」、「予定」、「かもしれない」、「だろう
」、「予想」、「潜在的」、「継続的」といった用語やその否定形、および当社の期待、戦略、計画または意図に関連する類似の表現によって識別できる場合もあります
。これらの声明には、その性質上、当社でコントロールできる範囲を超えた要因が含まれ、多くのリスクと不確実性が伴い、実際の結果、パフォーマンス、または成果が
声明の中で予想または暗示されていたものとは大きく異なった、逆のものになる場合があります。当社の経営者は、声明に反映される期待が合理的であると考えています
が、将来の見通しに記載された将来の結果、活動レベル、パフォーマンス、イベントや状況の達成または発生を保証するものではありません。受信者は、これらの将来の
見通しに過度に依拠することがないよう注意が必要です。これら将来の見通しは記載された日付時点における記述であり、事実であると解釈されるべきではありません。

この会議は秘密厳守です。この会議に参加することで、当社が提供する情報を機密として保持し、当社の書面による明示的な事前の許可なく他の当事者に情報を開示しな
いことに同意するものとします。このプレゼンテーションに含まれる情報や、当社または当社の関連会社または従業員、取締役、代表者、役員、エージェント、アドバイ
ザーが本プレゼンテーションに関連して提供する情報は、契約やその他の法的義務の根拠とされるものではなく、そのように解釈されるものでもありません。
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