
Release Notes

KensingtonWorks™
for macOS

12/13/2019

 2.1.8  Pro Fit Ergo有線マウスを追加
 ローカライズストリング – 「右にスクロール」と「左にスクロール」を追加
 システムロケールから検出されたローカライズバグを修正
 主なコーディング「左／右にスクロール」を修正 
 K64327、K72352、K72337スクロールアップ／スクロールダウンの不具合を修正
 フォントサイズを拡大

 
1/8/2020

 2.1.10 [Mac] BTモードでポインター速度／加速度を調整できない問題を修正 
 [Mac] イジェクトアイテムの削除を修正  - エルゴバーティカルワイヤレスマウスのサポートを追加 
 エルゴワイヤードマウスの画像を更新 
 アップグレード後のアクセシビリティによってKensingtonWorksがブロックされる問題に対し、 
 KensingtonWorksAgentをKensingtonWorksHelperに名称変更
 表現の変更： 選択した内容をクリップボードにキャプチャー --> クリップボードにキャプチャー、 
 選択した内容をファイルにキャプチャー --> ファイルにキャプチャー 
 インストール中にGUIキャッシュを削除

 
2/21/2020

 2.1.13 インストール中にユーザー設定ファイルを維持
 バグの修正：名前にスペースを含むアプリケーションの追加に失敗
 ACCOサーバーに対する「最新のパッケージ情報を入手」を変更
 公証プロセスに失敗する問題を解決
 ユーザーが「Bind-to-Cloud」を選択するとGoogle Driveにログインできない問題を修正

 
2/25/2020

 2.1.14 機能の変更「セカンドドラッグ操作」を「ドラッグのリリース」と定義
 バックアップ復元の成功メッセージアイコンを変更 
 名前がUnicodeの「ユーザーフォルダ」にアクセスする際のバグを修正

 
3/20/2020

 2.1.15 機能の追加：トラックスクロール
 セキュリティ上の懸念により、TAU（テスト自動化）コマンド「emulateButtonClick」 
 および「emulateButtonPress」をリリースバージョンから削除

 
4/20/2020

 2.1.16 「Copyright © 2020 ACCO Brands LLC.」を更新
 ショートカットのサポートキーを追加：バックスペース、下矢印、上矢印
 異なる修飾キーを設定すると単軸と低速ポインターが正常に機能しない問題を修正



5/14/2020

 2.1.17 ユーザーが以下のステップを実行できるように「macOS用セキュリティとプライバシー設定」 
 ガイダーを追加 
  a. セキュリティとプライバシーでKensingtonWorksの使用を許可 
  b. 入力モニタリングでKensingtonWorksをチェック 
  c. アクセシビリティでKensingtonWorksをチェック
 ガイダーのローカリゼーションを実行
 翻訳JSONファイルを更新することで、繁体字環境と日本語環境の間違った表現を修正

 
6/5/2020

 2.1.18 ナビゲーション機能を追加 - オートスクロール
  i. ボタンをクリックして「オートスクロール」を有効化 
  ii. 任意のボタンをクリックして「オートスクロール」を無効化 
  iii. 2つのスクロール方向：水平および垂直 
  iv. トラックボールを動かすと15秒間の「オートスクロール」を開始 
  （トラックボールの操作終了からカウントダウン） 
  v. オートスクロール中に「わずかに／短く」トラックボールを動かして方向を 
  変えてもオートスクロールを維持 
  vi. オートスクロール中に通常どおりにトラックボールを動かして方向を変えると、 
  オートスクロールの方向も変化 
  vii. 制限事項：「オートスクロール」に対するアプリケーション特有の設定により、 
  他のアプリケーションに切り替えても、トラックボールのボタンをクリックしない限り 
  「トラックスクロール」を無効にすることはできません
 UIフローの変更 
  i. KensingtonWorksを起動すると、 
  1個のトラックボールのみ接続されている場合はトラックボールの設定ページに直接移動 
  ii. 新しいトラックボールが接続されると、トラックボールの設定ページに移動

 
10/31/2020

 2.2.2 1. ボタンのイベント処理アルゴリズムを改善。
 2.「ホーム」と「ページアップ」のナビゲーションの不具合を修正。
 3.左キーと右キーを同時に押すとリリースできない問題を修正。
 4.左ドラッグした文字列のペーストに2回クリックが必要な問題を修正。
 5.トラックボール左右のキーの同時押しは、通常はマウスの中央クリックを再現するが、 
 度 ド々ラッグ＆ドロップの操作と解釈される問題を修正。
 6.ダブル／トリプルクリックの操作をTrackballWorksと同じ操作に再定義する際の問題を修正。
 7. デュアルドライバーのサポート（新しいDriverKitドライバーの追加）：
  a. IOKitドライバーはmacOS 10.15.3以前に対応
  b. DriverKitドライバーはmacOS 10.15.4以降に対応
 8. インストーラーは、OSのバージョンに応じて必要なドライバーをインストール。
 9. インストール後にOSを10.15.3（以前）から11.0（以降）にアップグレードすると、IOKitドライバー 
 はDriverKitドライバーに自動で置換。

 
10/31/2020

 2.2.2 2.2.2のバグを修正。KensingtonWorksを 2.2.2 (10.15.7)へアップデートした際に 
 KensingtonWorksがマウスおよびトラックボールを認識できない問題を修正。

 



12/18/2020

2.2.5 1.左利き用エルゴノミクスワイヤレスマウスを追加。
 2.ボタンのデバウンスタイミングによっては、ボタンアップイベントが検知されない可能性があるバグを修正。
 3.SlimBladeの左/右クリックの誤動作バグを修正。

 
1/20/2021

2.2.6 1. Apple M1 MacBook のダブルクリックに関する問題を修正。
 2. 早いクリック/ダブルクリックに対応するために、クリック反応時間を改善。

 
2/2/2021

2.2.7 1.Pro Fit® Ergo Vertical 有線トラックボールをサポート
 2.セキュリティ上の観点から、「http server」通信メソッドを「shared memory」メソッドに変更
 3.「チルト」ボタンのリピート機能をサポート
 4.アプリ内アップグレードの問題を修正
 5.再インストール時に、Security (セキュリティ) 設定で KensingtonWorks を許可するようにユーザ 
 ーに通知するように設定 

 
3/3/2021

2.2.8 修正済みのバグ：特定アプリケーションのボタン設定を保存する際に、ボタンが空白で表示される。 

 
4/30/2021

2.2.10 1. [Apple M1のみ] オートスクロールの不具合を修正。
 2. [Apple M1のみ] 左ボタンが動かなくなる問題を修正、ユーザーが左ボタンと右ボタンを切り替え、 
 コンビネーションキーを割り当て可能。 
 3. [Apple IOKitのみ] スクロール後、左クリックとFunctoinキーでダブルクリックとして認識。

7/20/2021

2.2.11 コーディングの3つの機能：
 1.コーディング機能が有効になっていない場合、個々のボタンは通常通りに機能します。 
 2.コーディングに割り当てた機能はコンボキーを両方解放するまで持続します。
 3.  コーディングキーに割り当てた機能は、ユーザーが別のキーを押すか、またはマウスの別の機能を 
 使用しても持続します。

9/7/2021

2.2.13 新たなデバイスの登場 - スクロールリング付きOrbit® ワイヤレストラックボール
 macOSからWindowsへの切り替えをCommand+Shift+’~’に変更 
 （同じアプリ内でウィンドウを切り替え）
 修正済みのバグ：macOS Big Sur上で左方向と右方向（および割り当て済みの機能） 
 を交換しました。
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9/27/2021

2.3.1 1.新機能 – ビデオ会議
 a.Teams/Zoom会議向けのショートカットキー。
  対応するショートカットの一覧 - macOS用Teams
  •  ミュート / ミュート解除
  •  カメラ オン / カメラ オフ
  •  コンテンツの共有 / 共有の中止
  •  通話に応答
  •  通話を拒否
  •  会議を終了
  対応するショートカットの一覧 - macOS用Zoom
  •  ミュート / ミュート解除
  •  カメラ オン / カメラ オフ
  •  コンテンツの共有 / 共有の中止
 b.スクリーンキャプチャ - ファイルに保存
 2.修正済みのバグ：macOS上で、割り当て済みのドラッグ機能使用時の左方向と右方向へ 
 のドラッグが解除されない問題を修正しました。

11/18/2021

2.3.2 修正済みのバグ：macOS 11をインストールするとWireless Ergo Keyboardを使用できないバグ。 


