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Excel 

Excel ファイルの作成・Excel ファイルへの読み書き・Excel のマクロを実行する場合はこちらのアクションを使用し

ます。 

 

重要:AutoMate の Excel アクティビティは、Microsoft Excel エンジンを使用して作業を行います。適切な機能を確保

するためには、システムに MS Excel がインストールされており、ライセンスを有している必要があります。 

代替アクションとして、同等の OpenDocument Spreadsheet(ODS)アクションを使用できる可能性があります。 

Excel アクションとは異なり、ODS アクティビティでは、Microsoft Excel をシステムにインストールしなくてもスプ

レッドシートの作成と管理が可能です。 

 

 

<Excel> 

ブックを開く/作成する 

説明 

既存の Microsoft Excel ワークブックを開くか、新しいワークブックを作成し、その後の Excel アクティビティにリン

クできる一意のセッション名を設定します。セッションは、特定のタスク/操作を達成するために必要な大量の活動

の集まりを組織化し、カプセル化する手段として非常に有用です。 

新しいワークブックを作成する場合、その外観は既存のワークブックテンプレートに基づいているか、または現在設

定されている Microsoft Excel プリファレンスに基づいています。 

 

用途 

他の Excel 関連アクティビティにリンクできる新しい Excel セッションを作成するために一般的に使用します。 

セッションは、通常、特定のプロセスを完了するために使用されるステップの組み合わせを表します。セッションを

作成することで、よりカスタマイズしたタスクを構築し、整理することができます。さらに、セッションでは、複数

のアクティビティで必要となる可能性のある同一パラメータの重複エントリを排除できます。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメン

トの取得方

法 

テキスト(選

択式) 

はい 開く ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定しま

す。選択可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存の Excel ドキュメントを開きソースとし

ます 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースと

します 
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セッション テキスト はい ExcelSession1 作成されるセッション名を指定します。 

セッションを作成することにより、後続の Excel アク

ティビティをセッションにリンクすることができま

す。1 つのタスク内に複数のセッションを存在させる

ことが可能なため、複数の Excel ドキュメントを同時

に開くことができます。 

注 1:セッションを終了させるには、「Excel - ブックを

閉じる」を使用します 

注 2:同じ名前のセッションは同時に存在できません 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]では、下記のようにそれぞ

れの Excel ファイルを指定できます。 

・パラメータ[開く]では既存の Excel ファイルを指定

できます。開く対象の Excel ドキュメントのパスとフ

ァイル名を指定します 

・パラメータ[作成]が設定されている場合は、新しく

作成する Excel ドキュメントを保存するパスとファイ

ル名を指定します 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $な

ど)は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために

必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定

されている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するた

めに必要なパスワードを指定します。このパラメータ

は、[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に

設定されている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示され

ず、すべての処理がバックグラウンドで行われるよう

に指定されます。このオプションは、タスクの構築お

よびデバッグ中は[いいえ]に設定する必要がありま

す。本番移行時に[はい]に変更します(注 1)。 

デフォルトでは、ワークブックが表示されます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマ

ネージャーから Excel を終了させる必要があります。

そのため、テスト中はオフにしておくことを推奨して

います 

注 2:マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オ

ンにしてはいけません 
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テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベー

スとなる優先フォーマットが既に設定されているテン

プレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには、書式設定、スタイル、ページヘッ

ダーや行と列のラベル、式、マクロ、カスタムツール

バーなどの標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。

デフォルトでは無効になっています。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先

の既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブッ

クは上書きされませんが、ファイル名が一致した結果

としてランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 
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<Excel> 

ブックを閉じる 

説明 

[ブックを開く/作成する]アクティビティで開いた、または作成したワークブックを閉じ、関連付けられたセッショ

ンを終了します。 

 

用途 

AutoMate の Excel アクションで変更された Excel ドキュメントを、保存して閉じ、関連セッションを終了させるた

めに主に使用します。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい ExcelSession1 Excel ステップで開かれた Excel のうち、閉じる対象の

Excel ドキュメントのセッション名を指定します。1 つ

のタスク内で複数のセッションを定義できるため、1

つ以上の Excel ドキュメントを同時に開くことができ

ます。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場

所に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変

更を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更が保存されるファイルのパスとファイル名を指定

します。フォルダアイコンをクリックすると、標準の

エクスプローラダイアログが開き、目的のファイルに

移動したり、提供されたテキストボックスにパスとフ

ァイル名を入力したりすることができます。 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $な

ど)は使用できません 

ブックが既に存

在する場合は上

書きする 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先

の既存のブックと同じ名前で上書きされます。[いい

え]に設定すると、同じ名前の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合にのみ有効です。 
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<Excel> 

ワークシートの追加 

説明 

確立された Excel セッションでブックに新しいワークシートを追加します。 

 

用途 

[ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して開いた、または作成した Excel ドキュメントに新しいワークシー

トを追加する場合に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の Excel ドキュメントを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - 

ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事

前に作成されたセッションから取得されます。このオプ

ションは、操作を完了するために関連するアクティビテ

ィの組み合わせが必要な場合に通常選択されます。複数

のアクティビティを 1 つのセッションにまとめること

で、冗長性を排除できます。さらに、単一のタスクは、

マルチセッション実行をサポートし、効率を向上させ、

生産をスピードアップすることができます 

注 1:1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession

1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。

選択可能なオプションは以下です。 

・開く- 既存の Excel ドキュメントを開きソースとしま

す 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとし

ます 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定さ

れている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファ

イル名を指定します。 

 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定さ

れている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを
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保存するパスとファイル名を指定します。 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $など)

は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必

要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定され

ている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するため

に必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定さ

れている場合にのみ有効です。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。テンプ

レートには、書式設定、スタイル、ページヘッダーや行

と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバーなどの

標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、

すべての処理がバックグラウンドで行われるように指定

されます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマネ

ージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 
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ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

シートタイプ テキスト はい ワークシー

ト 

追加するシートのタイプを指定します。 

指定できるシートのタイプは以下の通りです。 

・ワークシート 

・グラフ 

・マクロ 

・ダイアログ 

・特定のテンプレート 

ワークシート名 テキスト はい (空白) 追加されるシートの名前を指定します。 

テンプレートを

使用する 

テキスト はい (空白) 使用するテンプレートのパスを指定します。このパラ

メータは、[シートタイプ]パラメータに[特定のテンプ

レート]が指定されている場合のみ有効です。 

アクティブなワ

ークシートの前

にワークシート

を挿入する 

- - - こちらが選択されている場合、ワークシートは現在ア

クティブなワークシートの後ろに追加されます。 

末尾にワークシ

ートを追加する 

- - - こちらが選択されている場合、ワークシートはシート

の最後尾に追加されます。 
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<Excel> 

ワークシートをアクティブにする 

説明 

確立された Excel セッションでブックから特定のワークシートをアクティブにします。 

アクティブ化するワークシートは、名前または現在のインデックスで指定できます。このアクティビティの実行は、

シートのタブを手動でクリックするのと同じです。 

 

用途 

[ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して開いた、または作成した Excel ドキュメント内の既存のワークシ

ートをアクティブにするために使用します。例えば、5 つのワークシートが含まれているワークブックの、シート 3

でアクションを実行する場合には、シート 3 をアクティブにすることで、セルの選択や選択したセルの取得など、後

続のステップをアクティブ・ワークシート上(シート 3)で実行することができます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - 

ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事

前に作成されたセッションから取得されます 

このオプションは、操作を完了するために関連するアク

ティビティの組み合わせが必要な場合に通常選択されま

す。複数のアクティビティを 1 つのセッションにまとめ

ることで、冗長性を排除できます。 

さらに、単一のタスクは、マルチセッション実行をサポ

ートし、効率を向上させ、生産をスピードアップするこ

とができます 

注 1:1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 
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ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。選

択可能なオプションは次のとおりです。 

・開く- 既存の Excel ドキュメントを開きソースとします 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとしま

す 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定され

ている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファイル

名を指定します。 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定され

ている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを保存

するパスとファイル名を指定します。 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $など)

は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必要

なパスワードを指定します。このパラメータは、[ドキュ

メントの取得方法]パラメータが[開く]に設定されている

場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するために

必要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定されて

いる場合にのみ有効です。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。 

テンプレートには、書式設定、スタイル、ページヘッダ

ーや行と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバー

などの標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 
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ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、す

べての処理がバックグラウンドで行われるように指定さ

れます。 

このオプションは、タスクの構築およびデバッグ中に[い

いえ]に設定する必要がありますが、本番用には[はい]に

設定することができます。デフォルトでは、ワークブッ

クが表示されます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマネ

ージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

シート名 テキスト はい Sheet1 有効にすると、アクティブにするワークシートがその名

前(例:sheet1、sheet2 など)に基づいて指定されます。 

このパラメータを有効にすると、[インデックス]パラメー

タは無視されます。 

インデックス 数字 はい 1 有効にすると、アクティブにするワークシートは現在の

インデックスに基づいて指定されます。例えば、一番左

のワークシートはインデックス「1」になり、その右隣の

ワークシートはインデックス「2」になります。 

このパラメータを有効にすると、[シート名]パラメータは

無視されます。 
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<Excel> 

アクティブなシートの取得 

説明 

既定の Excel セッションで現在アクティブなワークシートの名前またはインデックスを取得し、ワークシート名とイ

ンデックスの 2 つのいずれかまたは両方を変数に設定します。 

 

用途 

[ブックを開く/作成する]アクティビティで開いた、または作成した Microsoft Excel ドキュメントの現在アクティブ

なワークシートを検索するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル- ソースは、システム上にある Excel ファイル

を使用します。このオプションは通常、操作を完了する

ために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択さ

れます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - ブ

ックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事前

に作成されたセッションから取得されます。このオプシ

ョンは、操作を完了するために関連するアクティビティ

の組み合わせが必要な場合に通常選択されます 

複数のアクティビティを 1 つのセッションにまとめるこ

とで、冗長性を排除できます 

さらに、単一のタスクは、マルチセッション実行をサポ

ートし、効率を向上させ、生産をスピードアップするこ

とができます。 

注 1:1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数の

処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSessio

n1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 
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ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。選

択可能なオプションは次のとおりです 

・開く- 既存の Excel ドキュメントを開きソースとします 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとしま

す 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定され

ている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファイル

名を指定します。 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定され

ている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを保存

するパスとファイル名を指定します。 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $など)

は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必要

なパスワードを指定します。このパラメータは、[ドキュ

メントの取得方法]パラメータが[開く]に設定されている

場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するために

必要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントを取得方法]パラメータが[開く]に設定されて

いる場合にのみ有効です。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。 

テンプレートには、書式設定、スタイル、ページヘッダ

ーや行と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバー

などの標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントを取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

デフォルトでは無効になっています。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、す

べての処理がバックグラウンドで行われるように指定さ

れます。 

このオプションは、タスクの構築およびデバッグ中に[い

いえ]に設定する必要がありますが、本番用には[はい]に

設定することができます。デフォルトでは、ワークブッ

クが表示されます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマネ

ージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にワーク

シート名を設

定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、アクティブなワークシートの名前を格納

する既存の変数の名前を指定します。 

このパラメータが無効の場合、[変数にワークシートイン

デックスを設定する]パラメータに値が必要です。 

変数にワーク

シートインデ

ックスを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、アクティブなワークシートのインデック

スを取り込む既存の変数の名前を指定します。インデッ

クスは、同じタイプのシートのシートタブの位置(左側か

ら数えて)に基づいて、シートに割り当てられた連続番号

です。このパラメータが無効の場合、[変数にワークシー

ト名を設定する]パラメータに値が必要です。 
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<Excel> 

セルの選択 

説明 

既定の Excel セッションで現在アクティブなワークシート内の単一のセルまたは複数のセル、範囲、行または列を選

択します。 

 

用途 

後続のステップでセレクション(例えば、データのフォーマットや値の挿入)を実行するなど、セル、範囲、行または

列の選択によく使用します。 

このアクティビティは、アクティブなワークシートでのみ機能することに注意してください。特定のワークシートを

アクティブにするには、[ワークシートをアクティブにする]アクティビティを使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - 

ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事

前に作成されたセッションから取得されます。このオプ

ションは、操作を完了するために関連するアクティビテ

ィの組み合わせが必要な場合に通常選択されます。複数

のアクティビティを 1 つのセッションにまとめること

で、冗長性を排除できます。さらに、単一のタスクは、

マルチセッション実行をサポートし、効率を向上させ、

生産をスピードアップすることができます 

注 1:1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。

選択可能なオプションは次のとおりです。 

・開く- 既存の Excel ドキュメントを開きソースとしま

す 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとし

ます 
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ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定さ

れている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファ

イル名を指定します。 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定さ

れている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを

保存するパスとファイル名を指定します。 

注 1:Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $など)

は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必

要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定され

ている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するため

に必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定さ

れている場合にのみ有効です。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。テンプ

レートには、書式設定、スタイル、ページヘッダーや行

と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバーなどの

標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

デフォルトでは無効になっています。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 



30 

 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、

すべての処理がバックグラウンドで行われるように指定

されます。 

このオプションは、タスクの構築およびデバッグ中に

[いいえ]に設定する必要がありますが、本番用には[は

い]に設定することができます。デフォルトでは、ワー

クブックが表示されます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマネ

ージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択 テキスト

(選択式) 

はい セル参照 セルをアクティブにするメソッドを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・セル参照- A1 または B3 などのセル参照で指定された

単一のセルをアクティブにします 

・セル位置 - 行 2、列 1 などの行と列の位置で指定され

た単一のセルをアクティブにします 

・セル参照(範囲指定) - 左上のセル= A1、右下のセル= 

C3 など、範囲内の左上および右下のセルのセル参照で

指定されたセルの範囲をアクティブにします 

・セル位置(範囲指定) - 範囲内の左上および右下セルの

行および列位置によって指定されたセル範囲をアクティ

ブにします(すなわち、左上セル行= 1、左上セル列= 

1、右下セル行= 14、右下のセル列= 3) 

セル参照 テキスト はい (空白) アクティブ化するセルの参照を指定します(A1, B4 な

ど)。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル参照]

が指定されている場合のみ有効です。 

行 数字 はい 1 アクティブ化するセルの行番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[列]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。 

このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位置]が指

定されている場合のみ有効です。 

列 数字 はい 1 アクティブ化するセルの列番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[行]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。 

このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位置]が指

定されている場合のみ有効です。 

左上のセル テキスト はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の左上を指定します(A1, 

B4 など)。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル

参照(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 
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右下のセル テキスト はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の右下を指定します(A1, 

B4 など)。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル

参照(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

開始行 数字 はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の左上のセルの行番号を指

定します。このパラメータは、[選択]パラメータに[セ

ル位置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効で

す。 

開始列 数字 はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の左上のセルの列番号を指

定します。このパラメータは、[選択]パラメータに[セ

ル位置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効で

す。 

終了行 数字 はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の右下のセルの行番号を指

定します。このパラメータは、[選択]パラメータに[セ

ル位置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効で

す。 

終了列 数字 はい (空白) アクティブ化するセルの範囲の右下のセルの列番号を指

定します。このパラメータは、[選択]パラメータに[セ

ル位置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効で

す。 
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<Excel> 

選択セルの場所の取得 

説明 

確立された Excel セッション内のアクティブなセルまたはセル範囲の位置を取得し、1 つまたは複数の変数にセル参

照または位置座標を設定します。単一のセルまたはセル範囲をアクティブにするには、セルの選択アクティビティを

使用します。 

 

用途 

指定したワークシートに関連付けられている現在アクティブなセルまたはセル範囲を Excel ドキュメントから取得す

るために使用します。アクティブなセルは、[ブックを開く/作成する]アクティビティで開いたドキュメント、また

は[セルの選択]アクティビティでアクティブ化したセルを含むドキュメントから特定されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、「Excel - 

ブックを開く/作成する」アクティビティを使用して、

事前に作成されたセッションから取得されます。このオ

プションは、操作を完了するために関連するアクティビ

ティの組み合わせが必要な場合に通常選択されます。複

数のアクティビティを 1 つのセッションにまとめること

で、冗長性を排除できます。さらに、単一のタスクは、

マルチセッション実行をサポートし、効率を向上させ、

生産をスピードアップすることができます 

注 1:1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。

選択可能なオプションは以下です 

・開く - 既存の Excel ドキュメントを開きソースとしま

す 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとし

ます 
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ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定さ

れている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファ

イル名を指定します。 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定さ

れている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを

保存するパスとファイル名を指定します。 

注 1: Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $な

ど)は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必

要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定され

ている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するため

に必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントを取得方法]パラメータが[開く]に設定さ

れている場合にのみ有効です。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。テンプ

レートには、書式設定、スタイル、ページヘッダーや行

と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバーなどの

標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントを取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

デフォルトでは無効になっています。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 
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アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、

すべての処理がバックグラウンドで行われるように指定

されます。このオプションは、タスクの構築およびデバ

ッグ中に[いいえ]に設定する必要がありますが、本番用

には[はい]に設定することができます。デフォルトで

は、ワークブックが表示されます。 

注 1: オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマ

ネージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択されたセ

ル 

テキスト

(選択式) 

はい セル参照 このアクションがアクティブなセルまたはセルの範囲を

取得するメソッドを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・セル参照- A1 または B3 などの参照を使用して単一の

セルを返します。複数のセルがアクティブな場合、この

アクションは左上のセルを返します 

・セル位置 - 単一セルの行と列の位置を返します。複数

のセルがアクティブな場合、このアクションは左上のセ

ルを返します 

・セル参照(範囲指定) - セルの有効範囲内の左上および

右下セルの参照指定を使用するセルの範囲を返します 

・セル位置(範囲指定) - セルの有効範囲内の左上と右下

のセルの行と列の位置を返します: 

変数にセル参

照を設定する 

テキスト はい (空白) 指定したセルを取り込む既存の変数名を指定します。こ

のパラメータは、[選択されたセル]パラメータに[セル

参照]が指定されている場合のみ有効です。 

変数に行を設

定する 

テキスト はい (空白) 指定したセルの行番号を取り込む既存の変数名を指定し

ます。このパラメータは、[選択されたセル]パラメータ

に[セル位置]が指定されている場合のみ有効です。 

変数に列を設

定する 

テキスト はい (空白) 指定したセルの列番号を取り込む既存の変数名を指定し

ます。このパラメータは、[選択されたセル]パラメータ

に[セル位置]が指定されている場合のみ有効です。 

変数に開始セ

ルの番地を設

定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の左上のセルを取り込む既存の変数名

を指定します。このパラメータは、[選択されたセル]パ

ラメータに[セル参照(範囲指定)]が指定されている場合

のみ有効です。 

変数に終了セ

ルの番地を設

定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の右下のセルを取り込む既存の変数名

を指定します。このパラメータは、[選択されたセル]パ

ラメータに[セル参照(範囲指定)]が指定されている場合

のみ有効です。 
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変数に開始行

を設定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の左上のセルの行番号を取り込む既存

の変数名を指定します。このパラメータは、[選択され

たセル]パラメータに[セル位置(範囲指定)]が指定されて

いる場合のみ有効です。 

変数に開始列

を設定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の左上のセルの列番号を取り込む既存

の変数名を指定します。このパラメータは、[選択され

たセル]パラメータに[セル位置(範囲指定)]が指定されて

いる場合のみ有効です。 

変数に終了行

を設定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の右下のセルの行番号を取り込む既存

の変数名を指定します。このパラメータは、[選択され

たセル]パラメータに[セル位置(範囲指定)]が指定されて

いる場合のみ有効です。 

変数に終了列

を設定する 

テキスト はい (空白) 指定したセル範囲の右下のセルの列番号を取り込む既存

の変数名を指定します。このパラメータは、[選択され

たセル]パラメータに[セル位置(範囲指定)]が指定されて

いる場合のみ有効です。 
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<Excel> 

セルの取得 

説明 

確立された Excel セッション内のセルを取得し、変数に値を設定します。またはセルの範囲を取得して、値をデータ

セットに設定します。 

 

用途 

[ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して作成された Excel ドキュメントから１つまたは複数のセルの内容

を取得するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - 

ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事

前に作成されたセッションから取得されます。このオプ

ションは、操作を完了するために関連するアクティビテ

ィの組み合わせが必要な場合に通常選択されます。複数

のアクティビティを 1 つのセッションにまとめること

で、冗長性を排除できます。さらに、単一のタスクは、

マルチセッション実行をサポートし、効率を向上させ、

生産をスピードアップすることができます 

注 1: 1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。

選択可能なオプションは以下です 

・開く - 既存の Excel ドキュメントを開きソースとしま

す 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとし

ます 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 
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ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定さ

れている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファ

イル名を指定します。 

[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定さ

れている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを

保存するパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

注 1: Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $な

ど)は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必

要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定され

ている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するため

に必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定さ

れている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、

すべての処理がバックグラウンドで行われるように指定

されます。 

このオプションは、タスクの構築およびデバッグ中に

[いいえ]に設定する必要がありますが、本番用には[は

い]に設定することができます。デフォルトでは、ワー

クブックが表示されます。 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

注 1: オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマ

ネージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。 

テンプレートには、書式設定、スタイル、ページヘッダ

ーや行と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバー

などの標準化されたテキストが含まれます。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

デフォルトでは無効になっています。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ファイル テキスト はい いいえ 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

フォルダアイコンをクリックするとエクスプローラーが

開き、目的のファイルに移動したり、提供されたテキス

トボックスにパスとファイル名を入力することが可能で

す。 

このパラメータは[完了時に]パラメータが[名前を付け

て保存]に設定されている場合のみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 
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セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

取得 テキスト

(選択式) 

はい セル参照 このアクションがアクティブなセルまたはセルの範囲を

取得するメソッドを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・セル参照 - A1 または B3 などの参照を使用して単一の

セルを返します。複数のセルがアクティブな場合、この

アクションは左上のセルを返します 

・セル位置 - 単一セルの行と列の位置を返します。複数

のセルがアクティブな場合、このアクションは左上のセ

ルを返します 

・セル参照(範囲指定) - セルの有効範囲内の左上および

右下セルの参照指定を使用するセルの範囲を返します 

・セル位置(範囲指定) - セルの有効範囲内の左上と右下

のセルの行と列の位置を返します 

セル参照 テキスト はい (空白) 値を取得するセルの参照を指定します(A1, B4 など)。 

このパラメータは、[選択]パラメータに[セル参照]が指

定されている場合のみ有効です。 

行 数字 はい 1 値を取得するセルの行番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[列]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。このパラメータ

は、[選択]パラメータに[セル位置]が指定されている場

合のみ有効です。 

列 数字 はい 1 値を取得するセルの列番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[行]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。 

このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位置]が指

定されている場合のみ有効です。 

開始セル テキスト はい A1 値を取得するセルの範囲の左上を指定します(A1, B4 な

ど)。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル参照

(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

終了セル テキスト はい C2 値を取得するセルの範囲の右下を指定します(A1, B4 な

ど)。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル参照

(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

開始行 数字 はい 1 値を取得するセルの範囲の左上のセルの行番号を指定し

ます。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位

置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

開始列 数字 はい 1 値を取得するセルの範囲の左上のセルの列番号を指定し

ます。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位

置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

終了行 数字 はい 2 値を取得するセルの範囲の右下のセルの行番号を指定し

ます。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位

置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 
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終了列 数字 はい 3 値を取得するセルの範囲の右下のセルの列番号を指定し

ます。このパラメータは、[選択]パラメータに[セル位

置(範囲指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、値が入力された最後のセルを自動

に検出します。[取得]パラメータが[セル参照(範囲指

定)]に指定されている場合は値が入力されている最も右

下のセルまで取得します。[位置からのセル範囲]に指定

されている場合は値が入力されている最終行、最終列の

セルまで取得します。このパラメータは[取得]パラメー

タが[セル参照(範囲指定)]または[セル位置(範囲指定)]

が指定されている場合のみ有効です。 

変数に値を格

納する 

テキスト はい (空白) 単一のセルの内容を取り込む変数名を指定します。この

パラメータは[取得]パラメータに[セル参照]または[セル

位置]が指定されている場合のみ有効です。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 複数のセルの内容を取り込むデータセットを作成し、デ

ータセット名を指定します。このパラメータは[取得]パ

ラメータに[セル参照(範囲指定)]または[セル位置(範囲

指定)]が指定されている場合のみ有効です。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

- - - 有効な場合、このアクションが現在アクティブなワーク

シートで実行されます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

テキスト いいえ Sheet1 有効な場合、このアクションが特定のワークシートで実

行されます。テキストボックスに適切なワークシート名

を入力します。空白または無効にした場合アクティブな

ワークシートが実行されます。 

フォーマット

された値を使

用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、式を使用して値を計算する場合な

ど、フォーマットされた値が取得されます。[いいえ]に

設定すると、値はリテラルテキストとして取得されま

す。 

このパラメータは[取得]パラメータが[セル参照]または

[セル位置]に設定されている場合のみ有効です。 

最初の行を列

名として使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ このパラメータは[取得]パラメータに[セル参照(範囲指

定)]または[セル位置(範囲指定)]が指定されている場合

のみ有効です。 
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<Excel> 

セルの設定 

説明 

確立された Excel セッションで、１つまたは複数のセルにテキストを設定します。 

 

用途 

新規または既存の Excel ワークシートの内容を設定または変更するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル- ソースは、システム上にある Excel ファイ

ルを使用します。このオプションは通常、操作を完了す

るために 1 つのアクティビティのみが必要な場合に選択

されます 

・セッション - ソース Excel ドキュメントは、[Excel - 

ブックを開く/作成する]アクティビティを使用して、事

前に作成されたセッションから取得されます。このオプ

ションは、操作を完了するために関連するアクティビテ

ィの組み合わせが必要な場合に通常選択されます。複数

のアクティビティを 1 つのセッションにまとめること

で、冗長性を排除できます。さらに、単一のタスクは、

マルチセッション実行をサポートし、効率を向上させ、

生産をスピードアップすることができます 

注 1: 1 つの Excel ファイルに対して、閉じるまでに複数

の処理を行う場合は、セッションを選択します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい ExcelSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。このパラメータは、リソースパラメー

タが[セッション]に設定されている場合にのみ有効で

す。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) ソースとなる Excel ドキュメントの場所を指定します。

選択可能なオプションは以下です 

・開く - 既存の Excel ドキュメントを開きソースとしま

す 

・作成 - 新しく Excel ドキュメントを作成しソースとし

ます 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータに[開く]が設定さ

れている場合は、開く Excel ドキュメントのパスとファ

イル名を指定します。 
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[ドキュメントの取得方法]パラメータに[作成]が設定さ

れている場合は、新しく作成する Excel ドキュメントを

保存するパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

注 1: Excel ファイルの名前に使用できない文字(/, $な

ど)は使用できません 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を開くために必

要なパスワードを指定します。このパラメータは、[ド

キュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定され

ている場合にのみ有効です。 

書き込みパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている Excel 文書を変更するため

に必要なパスワードを指定します。このパラメータは、

[ドキュメントの取得方法]パラメータが[開く]に設定さ

れている場合にのみ有効です。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Excel ウィンドウが表示されず、

すべての処理がバックグラウンドで行われるように指定

されます。このオプションは、タスクの構築およびデバ

ッグ中に[いいえ]に設定する必要がありますが、本番用

には[はい]に設定することができます。デフォルトで

は、ワークブックが表示されます。このパラメータは、

リソースパラメータが[ファイル]に設定されている場合

にのみ有効です。 

注 1: オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマ

ネージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効になっている場合は、新しいワークブックのベース

となる優先フォーマットが既に設定されているテンプレ

ートファイルのパスとファイル名を指定します。 

テンプレートには、書式設定、スタイル、ページヘッダ

ーや行と列のラベル、式、マクロ、カスタムツールバー

などの標準化されたテキストが含まれます。このパラメ

ータは、[ドキュメントの取得方法]パラメータが[作成]

に設定されている場合にのみ有効です。デフォルトでは

無効になっています。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 
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このパラメータは、リソースパラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ有効です。 

ファイル テキスト はい いいえ 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

フォルダアイコンをクリックするとエクスプローラーが

開き、目的のファイルに移動したり、提供されたテキス

トボックスにパスとファイル名を入力することが可能で

す。 

このパラメータは[完了時に]パラメータが[名前を付け

て保存]に設定されている場合のみ有効です。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存されたブックは、コピー先の

既存のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ](デフォルト)に設定すると、同じ名前の既存の

ワークブックは上書きされませんが、ファイル名が一致

した結果としてランタイム中にエラーが発生します。 

このパラメータは、[ドキュメントの取得方法]パラメー

タが[作成]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データソース テキスト

(選択式) 

はい 単一の値 セルに設定するデータソースを指定します。後続パラメ

ータは選択するオプションにより異なります。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・単一の値 - 単一の値が設定されます 

・データセット - データセットから設定されます 

・リスト - リストから設定されます 

新しい値 テキスト はい (空白) セルに設定する値を指定します。このパラメータは[デ

ータソース]パラメータが[単一の値]に設定されている

場合のみ有効です。 

データセット テキスト はい (空白) セルに値を設定するデータセット名を指定します。この

パラメータは[データソース]パラメータが[データセッ

ト]に設定されている場合のみ有効です。 

セルの設定 テキスト

(選択式) 

はい 位置 セルの設定方法を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・参照 - 設定するセルを指定します(A1,B4 など) 

・位置 - 設定するセルの位置を行/列番号を用いて指定

します 

行 数字 はい 1 アクティブにするセルの行番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[列]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。 

このパラメータは、[セルの設定]パラメータに[位置]が

指定されている場合のみ有効です。 
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列 数字 はい 1 アクティブにするセルの列番号を指定します。 

この値は、特定のセルを参照するために[行]パラメータ

に入力された値とともに使用されます。 

このパラメータは、[セルの設定]パラメータに[位置]が

指定されている場合のみ有効です。 

セル参照 テキスト はい (空白) 検索するセルを指定します(A1,B4 など)。このパラメー

タは[セルの設定]パラメータが[参照]に設定されている

場合のみ有効です。 

開始行 数字 はい 1 アクティブ化するセルの範囲の左上のセルの行番号を指

定します。このパラメータは、[セルの設定]パラメータ

に[位置]が指定されている場合のみ有効です。 

開始列 数字 はい 1 アクティブ化するセルの範囲の左上のセルの列番号を指

定します。このパラメータは、[セルの設定]パラメータ

に[位置]が指定されている場合のみ有効です。 

リスト値 テキスト はい (空白) 値を設定するリストを指定します。このパラメータは

[データソース]パラメータが[リスト]に設定されている

場合のみ有効です。 

区切り記号 テキスト

(選択式) 

はい カンマ リスト内の各値を区切る文字を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・カンマ 

・改行 

・セミコロン 

・スペース 

・タブ 

・カスタム 

このパラメータは[データソース]パラメータが[リスト]

に設定されている場合のみ有効です。 

カスタム区切

り文字 

テキスト いいえ (空白) 任意の区切り文字を指定します。このパラメータは[区

切り記号]パラメータが[カスタム]に設定されている場

合のみ有効です。 

リストを挿入 テキスト

(選択式) 

はい 水平 ・水平 - リストのデータを横一列に書き込みます 

・垂直 - リストのデータを縦一列に書き込みます 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

- - - 有効な場合、このアクションが現在アクティブなワーク

シートで実行されます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

テキスト いいえ Sheet1 有効な場合、このアクションが特定のワークシートで実

行されます。テキストボックスに適切なワークシート名

を入力します。空白または無効にした場合アクティブな

ワークシートが実行されます。 

列名を含める はい/いい

え 

いいえ いいえ このパラメータは[データソース]パラメータが[データ

セット]に設定されている場合のみ有効です。この項目

を有効にすると、列名もセルに書き込みます。 
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<Excel> 

マクロの実行 

説明 

既存の Excel マクロを実行します。このアクティビティでは、適切に機能するために対話型ログオンセッションが必

要です。 

 

用途 

Excel マクロは、一般的なタスクを何度も繰り返す必要をなくすために使用される自動入力シーケンスです。 

AutoMate を使用すると Excel ユーザーは、ボタンを押すだけでいつでも既存のマクロを実行できます。また、イベ

ントや指定した条件が発生したときに自動的にマクロを開始するため、複雑なスプレッドシート作業が大幅にスピー

ドアップします。 

 

マクロ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) このアクティビティが実行する Excel マクロの対応ブッ

クのパスとファイル名を指定します。フォルダアイコン

をクリックすると、[ファイルを開く]ダイアログが表示

されます。 

アプリケーシ

ョンを非表示

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時に Excel ウィンドウが表示

されず、すべての処理がバックグラウンドで行われるよ

うに指定されます。 

このオプションは、タスクの構築およびデバッグ中に

[いいえ]に設定する必要がありますが、本番用には[は

い]に設定することができます。 

注 1:オンの場合、途中でエラーになった場合タスクマネ

ージャーから Excel を終了させる必要があります 

マウス・キーボードの処理を使用する場合は、オンにし

てはいけません 

保存先 テキスト はい (空白) 完了時にマクロ処理されたブックを保存するパスとファ

イル名を指定します。フォルダアイコンをクリックする

と、[ファイルを保存]ダイアログが表示されます。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、新しく作成されたブックは、既存

のブックと同じ名前で上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同じ名前の既存のワークブック

は上書きされませんが、ファイル名が一致した結果とし

てランタイム中にエラーが発生します。 

マクロ名 テキスト はい (空白) 自動化する Excel マクロの名前を指定します。 

セル参照 テキスト いいえ (空白) 数式で使用する値またはデータを検索するセルを指定し

ます(A1, B4 など)。 
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アクティブな

ワークシート

を使用する 

- - - 有効な場合、マクロが現在アクティブなワークシート上

で実行されます。このパラメータを有効にすると、[特

定のワークシートを使用する]パラメータは無視されま

す。 

特定のワーク

シートを使用

する 

テキスト いいえ Sheet1 有効な場合、マクロを実行する特定のワークシート名を

指定します。空白または無効にした場合アクティブなワ

ークシートが実行されます。 
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変数 

動的な値を格納する場合はこちらのアクションを使用します。変数の作成および既存の変数の内容の追加または変更

が可能です。 

 

注意:すべての変数は、使用する前に作成する必要があります。任意のアクションパラメータからデータを取得するに

は変数名をパーセント記号で囲みます(%varname%)パーセント記号はデータを取り込む変数を指定するために使用

するのではなく、データを取り出すために必要であることにご留意ください。 

 

 

<変数> 

作成 

説明 

後続のステップで使用するために動的な値を格納するための変数を作成します。 

変数の値は、変数名をパーセント記号で囲んで指定することで実行時に自動的にその値に変換されます。 

 

用途 

変数はタスク内の最初に作成します。最初に１つ以上の変数を作成し、後続のステップを実行する際に参照すること

が理想的です。 

変数が作成されると、その内容は任意のステップ内で表示、設定または変更が可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) 作成する変数の名前を指定します。 

変数名は大文字と小文字の区別はされませんが、英数字

のみで、文字で始まる必要があります。また、スペース

を含むことはできません。BASIC スクリプトキーワー

ドと競合しないことが重要です(例:[date] [day] [week] 

など)。 

Variable(変数)の略と記号(_)を接頭語として付けること

を推奨しています(例:var_date、v_date)。 

初期値 テキスト いいえ (空白) 変数の初期値を指定します。 

説明(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 変数の目的を説明します。 

この情報は、タスクビルダー下部のデバックウィンドウ

の「変数」タブに表示されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ Auto 変数が特定の型になるように指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Auto- 数字またはテキストが含まれているかを自動的

に検出します。実行される操作に応じて、適切な型に適

応します 

・Text - 変数の内容に関係なく常にテキストとして扱わ

れます。数字に対してのみ有効な操作が試行されると、

エラーになります 

・Number - 変数の内容に関係なく常に数字として扱わ

れます。文字列に対してのみ有効な操作が試行される

と、エラーになります 

変数は読み取

り専用 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると変数を[初期値]パラメータで指定さ

れた値以外の値に設定できないように指定します。この

オプションの選択は、タスク固有定数の作成と同じで

す。 

変数はプライ

ベート 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると変数は現在の(または親)タスクのみ

で使用可能となり、「タスク - サブタスクの開始」アク

ティビティで開始されたサブタスク(または子タスク)で

は使用できないように指定します。この値に[いいえ]が

指定されている場合、変数はサブタスクで使用できるよ

うになります。 

パラメータと

して扱う 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、変数がまだ存在しない場合のみに

作成されることを指定します。 

実行時にタスクにパラメータが渡される(つまり、同じ

名前の変数が自動的に作成される)場合に特に活用でき

ますが、デバッグやパラメータが存在しない場合はデフ

ォルト値を仮定する必要があります。 

変数はセキュ

ア 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、変数は暗号化され、初期値パラメ

ータの内容はタスクビルダーの[ステップ]ペインまたは

[アクションのプロパティ]画面に表示されません。 

注 1：あるタスクから別のタスクへの保護された値のス

テップのコピー/貼り付けはサポートされておらず、初

期値パラメータの内容が省略されています。 
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<変数> 

セット 

説明 

既存の変数の内容を変更します。 

 

用途 

変数に新しい値を追加したり、前のステップで作成された既存の変数の値を変更したりするために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) 設定する変数の名前を指定します。 

「変数 - 作成」アクティビティを使用して、前のステッ

プで変数を作成する必要があります。 

新しい値 テキスト はい (空白) 変数に設定する値を指定します。 
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<変数> 

増加 

説明 

変数の値を指定された量だけ増加します。変数には有効な整数が含まれている必要があります。変数の初期値がブラ

ンクの場合、０が仮定されます。 

 

用途 

「カウンター」変数の値を増やすために使用します。通常、カウンターはループ内で使用します。変数の値を減らす

には「変数 - 減少」アクティビティを使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

増加させる変

数 

テキスト はい (空白) 値を増加させる変数の名前を指定します。 

変数には有効な数値が含まれていなければなりません。 

変数の初期値がブランクの場合、０が仮定されます。 

以下の数だけ

増加 

テキスト いいえ 1 変数を増加させる数値を指定します。 
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<変数> 

減少 

説明 

変数の値を指定された量だけ減少します。変数には有効な整数が含まれている必要があります。変数の初期値がブラ

ンクの場合、０が仮定されます。 

 

用途 

「カウンター」変数の値を増やすために使用します。通常、カウンターはループ内で使用します。変数の値を増やす

には「変数 - 減少」アクティビティを使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

減少させる変

数 

テキスト はい (空白) 値を減少させる変数の名前を指定します。 

変数には有効な数値が含まれていなければなりません。 

変数の初期値がブランクの場合、０が仮定されます。 

以下の数だけ

減少 

テキスト いいえ 1 変数を減少させる数値を指定します。 
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<変数> 

戻り値 

説明 

現在の関数を終了し、タスクの実行を呼び出し元の関数に戻します。呼び出し元に戻り値を指定することもできま

す。 

 

用途 

現在の関数の実行を直ちに終了し、その引数を関数呼び出しの値として返します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

値 テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、テキストボックスに戻り値を指定しま

す。 

このパラメータを有効にすると[変数/データセット/配

列]と[なし]パラメータが自動的に無効になります。 

変数/データ

セット/配列 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、戻り値として変数、データセットまたは

配列の内容を示します。 

このパラメータを有効にすると[値]と[なし]パラメータ

が無効になります。 

なし はい/いい

え 

いいえ はい 有効な場合は、戻り値として内容を指定しません。 

このパラメータを有効にすると[値]と[変数/データセッ

ト/配列]パラメータが無効になります。 
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入力 

マウスの移動・クリック、キーボード操作を行う場合はこちらのアクションを使用します。 

このアクションと対話機能アクションを組み合わせて使うことで複雑な GUI 関連操作の自動化が可能になります。 

 

 

<入力> 

入力のブロック 

説明 

キーボードとマウスからのユーザー入力のブロックまたはブロック解除を行います。 

 

用途 

タスクの実行中にユーザーの干渉を防ぎます。このアクティビティは通常、対話型タスクの開始時に入力をブロック

するよう設定されています。 

 

注意:入力はタスク完了時に自動的にブロック解除/復元されますが、完了前に入力のブロック解除をする必要がある

場合は[入力ブロックを解除]ステップを追加します。 

CTRL - ALT - DEL を押下することでいつでも手動でブロック解除が可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい 入力をブロッ

ク 

キーボードとマウスの入力をブロックするかブロックし

ないかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・入力をブロック - キーボードおよびマウス入力はタス

クの実行中または[入力ブロックを解除]ステップが発生

するまでブロックされます 

・入力ブロックを解除 - キーボードとマウス入力はブロ

ック解除されます 
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<入力> 

キーストロークの送信 

説明 

現在フォーカスされているウィンドウにキーストロークを送信します。 

キーストロークは[キーストロークをシュミレートする]オプションを使用して 1 つずつ送信することも[文字を貼り

付ける]オプションを使用して一度に貼り付けることも可能です。ALT、CTRL、SHIFT などの特殊なキーストロー

クは[特別なキーストローク]ボタンから選択することができ、[キーストロークをシュミレートする]オプションが選

択されている場合のみ機能します。 

 

用途 

主にプログラム、アプリケーションまたは同様のウィンドウに入力されたキーストロークをシュミレートするために

使用します。たとえば、[実行]アクションを使用してアプリケーションを起動した後、キーストロークで「{ALT}f」

を送信するとアプリケーションのファイルメニューがアクティブになります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

方法 テキスト

(選択式) 

はい キーストロー

クをシュミレ

ートする 

キーストロークの送信方法。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・キーストロークをシュミレートする - キーストローク

はアプリケーションに 1 つずつ入力され、システム上で

KeyPress または KeyDown イベントを生成します。ボタ

ンをクリックしたり、メニューオプションを選択した

り、アプリケーションでアクセラレータとショートカッ

トキーを有効にするにはこのオプションを使用します 

・文字を貼り付ける - Windows クリップボードを使用し

て、文字を一度にアプリケーションに貼り付けます。既

存のクリップボードの内容は損なわれません。大量のテ

キストをアプリケーションに送信するにはこのオプショ

ンを使用します。すべての文字が一度に挿入されるた

め、タスクの実行が大幅に高速化されます 

・低レベル入力 - リモートデスクトップなどの特定のア

プリケーションでは、通常の[キーストロークをシュミ

レートする]を使用して送信されたキーストロークの検

出が困難な場合があります。このオプションはその問題

の大半を解決できる Win32 の’SendInput’メソッドを使

用して送信するために.NET メソッドを使用します 

注 1:[文字を貼り付ける]オプションではメニューやボタ

ンなどの操作は実行できません。テキストフィールドの

みで動作するように設計されています 

キーストロー

ク 

テキスト はい (空白) 現在フォーカスされているアプリケーションに送信する

キーストロークを設定します。AutoMate が送信するべ

きリテラルキーストロークを指定します。大文字小文字

が保存されているのでたとえば「Steve」と送信する際

SHIFT キーのコードを入力する必要はありません。 
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特別なキース

トローク(ボ

タン) 

テキスト いいえ (空白) ALT、SHIFT や矢印など特別なキーを選択できます。 

記入例: 

・キーを同時に押したままにする場合はそれらのキーの

コードをかっこで囲みます。 

"e"と"c"が押されている間に SHIFT を押すように指定す

るには、{SHIFT}(ec)と指定します。 

”e”を押しながら SHIFT を押さえ、その後に SHIFT な

しで"c"を指定するには{SHIFT}ec と指定します。 

・繰り返しキーを使用する場合は{キーコード 数字}の形

式を使用します。 

{LEFT 25}で左矢印キーを 25 回、{h 10}で h を 10 回押

すことを意味します。 

キーと数字の間に半角スペースを入れる必要がありま

す。 

特別なキース

トロークを入

れ替える 

- - - 有効にすると、[キーストローク]パラメータの下に入力

された全てのキーストロークがそのまま使用されます。 

キーストロー

クコンテンツ

を暗号化する 

- - - 有効にすると、[キーストローク]パラメータの下に入力

された全てのキーストロークが暗号化されます。暗号化

されたキーは 128 ビット暗号化を使用してタスクファイ

ルでマスクされます。無効にするとプレーンテキストで

表示されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーストロー

クの前の遅延

(ミリ秒) 

数字 いいえ 100 このステップが実際にキーストロークを送信する前に実

行するまでの待機時間(ミリ秒)を指定します。キースト

ストロークが送信される前にアプリケーションが入力を

受け取る準備ができるようにするためにデフォルトで

100 ミリ秒に設定されています。 

特定のアプリケーションまたはシステム全体の速度に応

じて調整する必要がある可能性があります。 

キーストロー

ク間の遅延

(ミリ秒) 

テキスト いいえ 25 各キー入力の間に待機する時間(ミリ秒)を指定します。

次のキーに移動する前に各キーストロークの処理時間を

アプリケーションに与えるために、デフォルトでは 25

ミリ秒に設定されています。 

フォアグラウ

ンドウィンド

ウをフォーカ

スし続ける 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると実行中に誤ってユーザーがフォーカ

スを変更しないように、キーストロークの送信を開始す

る前に、現在前面にあるウィンドウを再フォーカスする

よう指定します。 

キーボードと

マウスをロッ

クする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定するとユーザーがキーストロークの送信を

妨害しないように、このステップの実行中にマウスとキ

ーボードをロックするように指定します。このステップ

が完了すると、マウスとキーボードは自動的にロック解

除されます。 
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DOS キース

トロークを使

用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ キーストロークが DOS で異なって処理されるため、

DOS(コマンドプロンプト)ウィンドウにキーストローク

を送信する場合に有効にする必要があります。 
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<入力> 

キーのホールド 

説明 

[キーのリリース]アクティビティが発生するまで指定されたキーを保持します。 

重要:マウスを操作中または複数のステップで 1 つ以上のキーを押したままにする必要がある場合にのみ必要です。

それ以外の場合は[キーストロークを送信する]アクティビティを使用して設定可能です。 

 

用途 

複数のステップにまたがる特殊キーを押さえるために[キーのリリース]アクティビティと組み合わせて使用します。 

たとえば、自動化されたアプリケーションはマウスクリックが行われている間 ALT キーを押したままにするために

このアクションを使用します。このステップで始め、最後に[キーのリリース]アクティビティで終了します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Shift はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[キーのリリース]ステップが発生す

るまで、タスクの次のすべての手順で SHIFT キーを押

し続けます。 

Ctrl はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[キーのリリース]ステップが発生す

るまで、タスクの次のすべての手順で Ctrl キーを押し続

けます。 

Alt Gr はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[キーのリリース]ステップが発生す

るまで、タスクの次のすべての手順で Alt Gr キーを押し

続けます。 

Alt はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[キーのリリース]ステップが発生す

るまで、タスクの次のすべての手順で Alt キーを押し続

けます。 

Windows キ

ー 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[キーのリリース]ステップが発生す

るまで、タスクの次のすべての手順で Winkey(Windows

スタートキー)を押し続けます。 
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<入力> 

キーのリリース 

説明 

[キーのホールド]アクティビティで押されている特定のキーを解放します。 

重要:マウスを操作中または複数のステップで 1 つ以上のキーを押したままにする必要がある場合にのみ必要です。

それ以外の場合は[キーストロークの送信]アクティビティを使用して設定可能です。 

 

用途 

複数のステップにまたがる特殊キーを押さえるために[キーのホールド]アクティビティと組み合わせて使用します。 

たとえば、自動化されたアプリケーションはマウスクリックが行われている間 ALT キーを押したままにするために

このアクションを使用します。[キーのホールド]アクティビティで始め、最後にこのステップで終了します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Shift はい/いい

え 

いいえ いいえ SHIFT キーを放す必要があることを示します。 

同様に構成された[キーのホールド]ステップが前のタス

クステップに含まれている場合にのみ有効です。 

Ctrl はい/いい

え 

いいえ いいえ Ctrl キーを放す必要があることを示します。 

同様に構成された[キーのホールド]ステップが前のタス

クステップに含まれている場合にのみ有効です。 

Alt Gr はい/いい

え 

いいえ いいえ Alt Gr キーを放す必要があることを示します。 

同様に構成された[キーのホールド]ステップが前のタス

クステップに含まれている場合にのみ有効です。 

Alt はい/いい

え 

いいえ いいえ Alt キーを放す必要があることを示します。 

同様に構成された[キーのホールド]ステップが前のタス

クステップに含まれている場合にのみ有効です。 

Windows キ

ー 

はい/いい

え 

いいえ いいえ Winkey(Windows キー)を放す必要があることを示しま

す。 

同様に構成された[キーのホールド]ステップが前のタス

クステップに含まれている場合にのみ有効です。 
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<入力> 

マウスの移動 

説明 

指定されたピクセル座標にマウスポインタを移動します。X/Y 座標をキャプチャするにはカーソルを画面上の目的の

領域に移動し Insert キーを押します。 

 

重要:通常、自動化するアプリケーションに標準の Windows コントロールが含まれていない場合や、アクセラレータ

キーやホットキーなどの Windows の標準的な規則をサポートしていない場合にのみ使用します。 

マウスの移動とクリックはウィンドウの位置と画面の解像度に依存しますが、「入力 - キーストロークの送信」アク

ティビティはこの変数の影響を受けず、「対話機能 - マウスをオブジェクトに移動」アクティビティはターゲットコ

ントロールとネイティブで通信します。 

 

用途 

通常、マウスカーソルを画面上の X/Y ピクセルに移動するために使用され、[マウスのクリック]アクティビティが続

きます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

X 数字 はい (空白) マウスポインタを移動する X ピクセル座標を指定しま

す。 

X/Y 座標をキャプチャするにはカーソルを画面上の目的

の位置に移動し、INSERT キーを押します。 

Y 数字 はい (空白) マウスポインタを移動する Y ピクセル座標を指定しま

す。 

X/Y 座標をキャプチャするにはカーソルを画面上の目的

の位置に移動し、INSERT キーを押します。 

座標は以下

に相対的 

テキスト

(選択式) 

いいえ フォアグラウ

ンドウィンド

ウ 

座標を参照するポイントを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・フォアグラウンドウィンドウ - ステップが実行されて

いる際にフォーカスされているウィンドウの左上隅を基

準に参照します 

・スクリーン- 画面の左上隅を基準に参照します 

・現在のマウス位置 - ステップが実行されている際のマ

ウスカーソルの位置を参照します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マウスを移

動した後に

一時停止す

る(ミリ秒) 

数字 いいえ (空白) マウスカーソルが指定された位置に移動した後に一時停

止する時間(ミリ秒)を指定します。 

遅延を追加すると、特定の状況でより信頼できるものに

なる可能性があります 

 

  



60 

 

<入力> 

マウスのクリック 

説明 

指定されたパラメータに従ってマウスをクリックします。 

 

用途 

主に、「入力 - マウスの移動」アクティビティ、または「対話機能 - マウスをオブジェクトに移動」アクティビティを

行った後に指定された位置をクリックするために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クリックす

るボタン 

テキスト

(選択式) 

はい 左ボタン マウスでクリックするべきボタンを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・左ボタン - マウスの左ボタンをクリックします 

・中ボタン - マウスの中央ボタンをクリックします 

・右ボタン - マウスの右ボタンをクリックします 

クリック ア

クション 

テキスト

(選択式) 

はい シングルクリ

ック 

マウスでクリックするタイプを指定します使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・シングルクリック - 指定されたマウスボタンをシング

ルクリックします 

・ダブルクリック - 指定されたマウスボタンをダブルク

リックします 

・ボタンをホールドする - 指定されたマウスボタンを押

し続けます 

・ボタンをリリースする - 指定されたマウスボタンを離

します 

注 1:[ボタンをホールドする]オブションでは、タスクの

実行中はマウスボタンを押し続けます。実行中にマウス

ボタンを離したい場合は[ボタンをリリースする]ステッ

プを必ず追加します 

  



61 

 

Wait 

何らかのアクション後に、指定した条件またはイベントの発生や完了を待機させる場合にこのアクションを使用しま

す。 

待機機能はタスクの実行に大きく影響する可能性があるため、多くの AutoMate アクションに独自の待機機能が組み

込まれています。 

 

 

<Wait> 

ファイル 

説明 

指定されたファイルが存在する(または存在しない)、変更されるまでタスクの実行を現在のステップで一時停止させ

ます。 

 

注意:待機するファイルがネットワークに存在する場合、マップされたドライブを指す形式ではなく UNC 形式(絶対

パス)で入力する必要があります。 

たとえば「z:\ShareName\FileName.xls」は「\\ServerName\ShareName\FileName.xls」と入力します。 

UNC 形式によりコンピューターがロックまたはユーザーがログオフされている場合でもアクセスが可能になりま

す。 

 

用途 

通常は、ユーザーまたは外部アプリケーションによって生成されたファイルを待機し、後続のアクティビティを実行

します。 

たとえば、Excel ワークブック内のデータを開いて変更するタスクがあるとします。そのブックが現在開いていて他

のユーザーによって使用されている場合、タスクはそのブックに加えられた変更を保存することができません。 

このアクティビティを使用すると、実行を中断し、続行する前にワークブックを閉じるのを待ち、変更内容を適切に

保存できます。 
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一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の条件に合

致するまで処

理を待機する 

テキスト

(選択式) 

はい ファイルの存

在 

待機するファイル条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイルの存在- ファイルがシステムに存在するまで

待ちます(システムにコピーまたは新しく作成されたファ

イル) 

・ファイルが存在していない- ファイルが存在しなくな

るまで待ちます(ファイルの移動または削除) 

・ファイルが更新される - ファイルが変更されるまで待

ちます 

ファイル テキスト はい (空白) 待機するファイルのパスとファイル名を指定します。ワ

イルドカード(*または?)を使用して特定のマスクに一致

する複数のファイルを待機させることができます。たと

えば「C:\FolderName\*.txt」と入力すると

「C:\FolderName\」のすべてのテキストファイルが検

出されます。 

変数にファイ

ル名を設定す

る  

テキスト いいえ (空白) このステップで指定した条件のファイル名を取り込む既

存の変数名を指定します。[ファイルが使用されなくなる

まで待つ]パラメータが設定されている場合は、選択され

たマスクに一致する最後のファイル名が取り込まれまれ

ることをご留意ください。それ以外の場合は、最初のフ

ァイル名が取り込まれます。 

ファイルが使

用されなくな

るまで待つ 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定するとファイルは条件を満たすだけでな

く、ロックされていない状態(使用中)になるまで待機し

ます。 

[いいえ]に設定するとロックされているか使用中であっ

ても、ファイル条件が満たされた時点で実行が続行され

ます。 

注 1:このオプションを[はい]に設定して、ファイルが完

全に転送または書き込まれるまでタスクが続行されない

ようにすると便利です 

データセット

を作成して結

果情報を設定

する(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を設定します。このステッ

プで待機させたファイルに関する情報が格納されます。

標準フィールドに加えて、このデータセットは下記の

『データセット』にリストされたフィールドも含みま

す。 
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ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを省略します。 

ファイル名またはワイルドカード(*または?)を使用でき

ます。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定で

きます(例:*.txt|*.bak)。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より新しいファイルのみ待機しま

す。このパラメータを空白のままにするか指定しない場

合、ファイルの日付は無視されます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より古いファイルのみ待機しま

す。このパラメータを空白のままにするか指定しない場

合、ファイルの日付は無視されます。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ファイル]パラメータで指定したマスクと一致するファ

イルを検索します。[いいえ]の場合、サブフォルダは無

視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 

 

ファイル フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると読み取り専用属性のファイルが含まれ

ます。 

オフを選択すると読み取り専用属性でないファイルが含

まれます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとアーカイブ属性のファイルが含まれま

す。 

オフを選択するとアーカイブ属性でないファイルが含ま

れます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとシステム属性のファイルが含まれま

す。 

オフを選択するとシステム属性でないファイルが含まれ

ます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると隠し属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると隠し専用属性でないファイルが含まれ

ます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると圧縮属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると圧縮属性でないファイルが含まれま

す。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると暗号化属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると暗号化属性でないファイルが含まれま

す。 
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データセット(割り当てられたデータセット名が”theDataset”である場合 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Name テキスト ファイルの名前を返します。 

theDataset.Size 数字 ファイルのサイズを返します。 

theDataset.CreatedOn 日付 ファイルの作成日を返します。 

theDataset.ModifiedOn 日付 ファイルが最後に変更された日付を返します。 

theDataset.AccessedOn 日付 ファイルが最後にアクセスされた日付を返します。 

theDataset.IsFolder はい/いいえ ファイルがフォルダの場合は YES を返します。そうでない場合は

NO を返します。 

theDataset.IsReadOnly はい/いいえ ファイルの属性が読み取り専用に設定されている場合は YES を返

します。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsArchive はい/いいえ ファイルの属性が Archive に設定されている場合は YES を返しま

す。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsSystem はい/いいえ ファイルの属性が System に設定されている場合は YES を返しま

す。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsHidden はい/いいえ ファイルの属性が「非表示」に設定されている場合は YES を返し

ます。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsCompressed はい/いいえ ファイルが圧縮されている場合は YES を返します。そうでない場

合は NO を返します。 

theDataset.IsAccessible はい/いいえ ファイルがアクセス可能の場合は YES を返します。そうでない場

合は NO を返します。 
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<Wait> 

ポインター 

説明 

マウスカーソルが指定されたカーソルタイプと一致するか、またはカーソルの変更が発生するまで待機します。 

 

用途 

マウスポインタが[Busy]または[Busy (background)]状態から[Normal]状態に戻るのを待って処理が完了したことを

示します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の条件に合

致するまで処

理を待機する 

テキスト

(選択式) 

はい ポインターが

一致する 

待機するポインタ条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ポインターが一致する - マウスポインタがポインタリ

ストから選択されたポインタの少なくともひとつと一致

するまで待機します 

・ポインターが一致しない - マウスポインタがポインタ

リストから選択されたポインタのいずれかに一致しなく

なるまで待機します 

・ポインターが変化する - ステップが実行を開始した時

点でポインタが現在のポインタ以外のポインタに変わる

まで待機します 

ポインタリス

ト 

テキスト

(選択式) 

はい 標準 待機するポインタの型を指定します。利用可能なポイン

タリストはマウス設定のポインタープロパティに表示さ

れるものと一致する必要があります。 

ポインタを指定するには、ポインタリストからポインタ

を選択します。 
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<Wait> 

プロセス 

説明 

指定されたプロセスが開始または終了するまで、現在のステップでタスクの実行を一時停止します。必要に応じて、

そのプロセスに関する情報(プロセス名または一意の ID)をデータセットに取り込むことができます。 

 

用途 

通常、外部アプリケーションの開始または終了を待機するために使用します。プロセスが開始/終了した場合、タス

クは進行します。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

待機条件 テキスト

(選択式) 

はい プロセスが実

行中 

次のステップに進む前に待機するプロセス条件を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・プロセスが実行中 - プロセスが実行されるまで待ち、

続行します。このアクティビティは、このステップに達

した時点ですでに実行されている場合に処理を行います 

・プロセスが実行されていない - プロセスが実行されて

いない状態になるまで待ち、続行します。このアクティ

ビティは、このステップに達した時点では実行されてい

ない場合に処理を行います 

プロセス名

で検索 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、待機するプロセスのファイル名を指定し

ます。このパラメータはワイルドカード(*または?)の使

用が可能です。 

フルパス(c:\FolderName\processName.exe)またはファ

イル名のみ(processName.exe)のどちらでも指定するこ

とができます。[プロセス ID で検索]が有効になってい

る場合、このパラメータは無視されます。 

プロセス ID

で検索 

数字 いいえ (空白) 有効な場合は、待機するプロセスのプロセス ID を指定

します。[プロセス名で検索]パラメータが有効になって

いる場合、このパラメータは無視されます。 

データセッ

トを作成し

て設定する 

テキスト いいえ (空白) プロセスに関連する情報を組み込むデータセットの名前

を設定します。このフィールドの詳細は下記の『データ

セット』を参照してください。 
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コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

テキスト

(選択式)  

    有効な場合、待機するプロセスがローカルマシンに存在

することを指定します。 

このパラメータを選択すると、[リモート コンピュータ

ー]パラメータが無効になります。 

これは設計時にのみ使用されるビジュアルモードのパラ

メータです。 

リモートコン

ピューター 

テキスト

(選択式)  

    有効な場合、待機するプロセスがリモートマシンに存在

することを指定します。 

以下のパラメータを設定します。 

・コンピューター - 待機するプロセスを含むリモートマ

シンのホスト名または IP アドレス 

・ドメイン - 待機するプロセスを含むリモートマシンの

ドメイン名 

・ユーザー名 - 待機するプロセスを含むリモートマシン

にログオンするために使用するユーザー名 

・パスワード - [ユーザーネーム]フィールドに入力され

たユーザー名に対応するパスワード 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.ProcessName テキスト プロセスの「.exe」ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.ProcessID 数字 プロセスの ID を返します。 

theDataset.WindowTitle テキスト プロセスのメインウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.WindowClass テキスト プロセスのメインウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.WindowHandle 数字 プロセスのメインウィンドウのハンドルを返します。 
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<Wait> 

時間 

説明 

現在のステップで特定の時間タスクの実行を一時停止します。時、分、秒またはミリ秒単位での設定が可能です。 

 

用途 

特定の条件が開始、停止、変更されたときなど、何らかの問題が発生するまで一定の時間待機するために使用しま

す。たとえば特定の Web ページが完全にロードされたことを確認するために 10 秒間待機する設定をします。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

待機条件 数字 はい 1 待ち時間を設定します。 

この値は[単位]パラメータに直接対応します。 

単位 テキスト

(選択式) 

はい 秒 [待機条件]パラメータに入力された値に従って使用する

単位を設定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定されます 

・秒 - 秒単位で測定されます 

・分 - 分単位で測定されます 

・時間 - 時間単位で測定されます 

注 1:[10] [秒]と指定すると 10 秒間待機します 
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<Wait> 

日時 

説明 

現在のステップで特定の日付/時刻まで、タスクの実行を一時停止します。アクティビティが実行された日、その翌

日、特定の曜日または特定の日の特定の時間に設定が可能です。 

 

用途 

特定の条件が開始、停止、変更されたときなど、何らかの問題が発生するまで一定の時間待機するために使用しま

す。このアクティビティを使用して、指定した日時までタスクの実行を一時停止することができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の条件に合

致するまで処

理を待機する 

テキスト はい 現時刻 

(hh:mm:ss) 

特定の待ち時間を設定します。 

この値は[日]パラメータで選択された値に直接対応しま

す。 

日 テキスト

(選択式) 

いいえ 任意の日 [次の条件に合致するまで処理を待機する]パラメータで

指定された時間に達するまで待機する日を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・任意の日 - [次の条件に合致するまで処理を待機する]

パラメータで指定された時刻に実行されます 

・アクションが実行された日 - アクションを実行した日

の[次の条件に合致するまで処理を待機する]パラメータ

で指定された時刻に実行されます 

・アクションが実行された翌日 - アクションを実行した

翌日の[次の条件に合致するまで処理を待機する]パラメ

ータで指定された時刻に実行されます 

・週の特定の日 - [曜日]パラメータで指定した曜日の[次

の条件に合致するまで処理を待機する]パラメータで指

定された時刻に実行されます 

・特定の日付 - [特定の日付]パラメータで指定した特定

の日付の[次の条件に合致するまで処理を待機する]パラ

メータで指定された時刻に実行されます 

曜日 テキスト

(選択式) 

はい 日曜日 特定の曜日まで待機する設定を行います。 

このパラメータは[日]パラメータが[週の特定の日]に設

定されているときのみ使用可能です。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・日曜日 - 次の日曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

・月曜日 - 次の月曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

・火曜日- 次の火曜日の[次の条件に合致するまで処理を

待機する]パラメータで指定された時刻に実行されます 
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・水曜日 - 次の水曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

・木曜日 - 次の木曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

・金曜日 - 次の金曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

・土曜日 - 次の土曜日の[次の条件に合致するまで処理

を待機する]パラメータで指定された時刻に実行されま

す 

特定の日付 テキスト はい 本日の日付 特定の日付まで待機をし続ける設定を行います。指定さ

れた特定の日付の[次の条件に合致するまで処理を待機

する]で指定された時刻に実行されます。 

[日]パラメータが[特定の日付]に設定されているときの

み使用可能です。 
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<Wait> 

ピクセル 

説明 

指定されたピクセルが指定された色の値と一致するか、または異なるまで、タスクの実行を現在のステップで一時停

止します。 

 

用途 

画面のグラフィックまたは領域が”チェックサム”のピクセルカラーと一致する(または一致しない)まで待機します。 

他の方法では測定できないウィンドウの内容の微妙な変化を検出することが可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の条件に合

致するまで処

理を待機する 

テキスト

(選択式) 

はい ピクセルの色

が一致する 

待機するピクセル条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ピクセルの色が一致する- 対応する X/Y 座標および色

パラメータで指定されたピクセルにピクセルの色が一致

するまで待機します 

・ピクセルの色が一致しない- 対応する X/Y 座標および

色パラメータで指定されたすべてのピクセルにピクセル

の色が一致しなくなるまで待機します 

・ピクセルの色が変化する - ステップが実行を開始した

時点で、指定されたピクセルの色から少なくともひとつ

のピクセルの色が変更されるまで待機します 

X 数字 はい (空白) 監視するピクセルの X 座標を指定します。ピクセル/カ

ラーのペアを選択するには[追加]ボタンを押し、マウス

カーソルを目的の領域に移動し INSERT キーを押しま

す。[ピクセルの編集]ウィンドウで[OK]ボタンを押す

と[ピクセルのリスト]パラメータに追加されます。複数

のピクセル/カラーの組み合わせを指定することができ

ます。 

注 1:すべて項目(X/Y,色)を指定する必要があります。た

だし、[ピクセルの色が変化する]が指定されている際は

[色]は省略されます 
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Y 数字 はい (空白) 監視するピクセルの Y 座標を指定します。 

ピクセル/カラーのペアを選択するには[追加]ボタンを

押し、マウスカーソルを目的の領域に移動し INSERT キ

ーを押します。[ピクセルの編集]ウィンドウで[OK]ボ

タンを押すと[ピクセルのリスト]パラメータに追加され

ます。複数のピクセル/カラーの組み合わせを指定する

ことができます。 

注 1:すべて項目(X/Y,色)を指定する必要があります。た

だし、[ピクセルの色が変化する]が指定されている際は

[色]は省略されます 

色 数字 はい (空白) X/Y 座標で指定されたピクセルに含まれる色を指定しま

す。 

ピクセル/カラーのペアを選択するには[追加]ボタンを

押し、マウスカーソルを目的の領域に移動し INSERT キ

ーを押します。[ピクセルの編集]ウィンドウで[OK]ボ

タンを押すと[ピクセルのリスト]パラメータに追加され

ます。複数のピクセル/カラーの組み合わせを指定する

ことができます。 

注 1:すべて項目(X/Y,色)を指定する必要があります。た

だし、[ピクセルの色が変化する]が指定されている際は

[色]は省略されます 

フォアグラウ

ンドウィンド

ウ/ デスクト

ップ画面に相

対的な座標 

はい/いい

え 

いいえ はい 指定されたピクセル座標を参照するポイントを設定しま

す。 

・フォアグラウンド ウィンドウに相対的な座標- フォア

グラウンドウィンドウ(最前画面)の左上隅を基準に参照

します 

・デスクトップ画面に相対的な座標- スクリーンの全サ

イズを基準に参照します 
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<Wait> 

ウィンドウ 

説明 

特定のウィンドウが開く、閉じる、フォーカスまたは非フォーカスになるまで、現在のステップのタスクの実行を一

時停止させます。 

 

用途 

通常は、外部アプリケーションによって生成されたダイアログボックスやウィンドウの表示や消滅を待つために使用

します。プロセスが正常に完了したことを確認するために使用できます。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のウィンドウを選択するには以下の手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、識別されたウィンドウのプロパティがエディタに入力されます。これらのプロパティは有効/

無効または変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。ウィ

ンドウクラスは、システムがテンプレートとして使用し

てウィンドウを作成する一連の属性です。すべてのウィ

ンドウはクラスのメンバーであり、プロセス固有です。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウハンドルは無視されま

す。ウィンドウハンドルは、開いているウィンドウを一

意に識別する数値コードです。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための古い Microsoft の標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブジ

ェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を

表すために使用されます 

次の条件に

合致するま

で処理を待

機する 

テキスト

(選択式) 

はい ウィンドウが

開く 

待機するアクションを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ウィンドウが開く- ウィンドウが開くのを待ちます 

・ウィンドウが閉じる- ウィンドウが閉じられるのを待

ちます 

・ウィンドウがフォーカスされる- ウィンドウがフォー

カスされるのを待ちます 

・ウィンドウのフォーカスが外れる- ウィンドウのフォ

ーカスが外れるのを待ちます 

子ウィンド

ウ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、待機するウィンドウが子ウィンド

ウであることを指定します。 

このオプションは、親ウィンドウ内に一連のウィンドウ

が含まれているマルチドキュメントインターフェイス

(MDI)アプリケーション使用時に便利です。 

該当するウ

ィンドウを

フォーカス

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、待機するウィンドウをフォーカス

します。[いいえ]に設定されている場合はフォーカスさ

れません。通常は[はい]に設定をし、ウィンドウが開か

れるのを待ってからウィンドウが確実かつ適切に操作で

きるようにします。 

注 1:「発見されたウィンドウにフォーカスする」に読み

替えてください 
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ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。追加要素を認識するためには

[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかの手順を実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が

可能です。 

 2.[参照]をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースします。 

[ウィンドウコンテンツ]から目的のオブジェクトを選択し[OK]をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/

無効の設定が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。 

無効にするとオブジェクトの値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのタイトルを設定する

既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのクラスを設定する既

存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、待機するウィンドウのハンドルを設定する

既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。待機するウ

ィンドウに関する情報が格納されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 ウィンドウのハンドルを返します。 
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Web ブラウザ 

長時間の Web ベースの操作を自動化する場合にこちらのアクションを使用します。 

※バージョン 11.1 までの「Web ブラウザ」アクションは 11.2 以降「Web ブラウザ（従来）」アクションに名称が変

更しています 

※「Web ブラウザ」と「Web ブラウザ（従来）」アクションとの下位互換はありません 

※HTML 解析対応ブラウザ 

～バージョン 11.1：Internet Explorer 

バージョン 11.2～：Internet Explorer、Chrome、Firefox 

バージョン 11.5～：Internet Explorer、Chrome、Firefox、Microsoft Edge 

※バージョン 11.7 より Microsoft Edge の IE モードを有効することが可能になりました。使用前に『AutoMate での

Edge の IE モード使用について』を確認してください 

 

 

AutoMate での Edge の IE モード使用について 

既知の制限 

以下は、AutoMate で Edge を IE モード起動した際に起こりうる既知の制限事項です。 

・Edge を IE モードで起動した場合、他のブラウザより挙動が遅くなることがあります。例えば、タスクの実行時間

が遅くなったり、AutoMate の Window Dissection Technology（拡大鏡）を使用して HTML 要素を選択する際の応

答時間が遅くなったりします。 

・タスク外で Edge を手動操作しないでください。タスクが失敗する恐れがあります。 

・タスク内で[Web ブラウザ – 開く]アクションが実行されたり、ブラウザウィンドウが他の[Web ブラウザ]アクショ

ン([Web ブラウザ – クリック]アクションを「開く」ボタンを押すために使用した、等)でブラウザウィンドウを開

いたりした際、ウェブブラウザはまず http://localhost:<random port number>/を参照し、パラメータで設定された

URL を参照します。 

・設定可能なサイトは、実行環境の Windows のバージョンにより限りがあります。詳しくは Microsoft のドキュメ

ント“IE モードで構成可能なサイトについて学ぶ”を参照してください。 

・Microsoft Edge, Chrome と Firefox は AutoMate で起動した際に事前定義された設定やプロファイルを読み込みま

せん。しかし、Edge にて IE モードが有効になっている際、ブラウザで使用されているデフォルトプロファイルが

読み込まれます。 

 

必要な更新と設定 

以下の Microsoft Edge、Internet Explorer、Windows アップデートの設定が、AutoMate で IE モードを使用する際に

必要となります。 

・最新の Windows アップデートをインストールする 

Edge の Internet Explorer mode API version を最新にするために、入手可能な最新の Windows アップデートをイン

ストールしてください。Windows のアップデート後は Edge のアドレスバーに“edge://compat/iediagnostic”と入力

し、“Internet Explorer モードの診断情報”の“Internet Explorer モードの起動を試みます”が「成功」と表示されてい

ることを確認してください。 

  

https://docs.microsoft.com/ja-jp/deployedge/edge-learnmore-configurable-sites-ie-mode


79 

 

・IE による Edge 起動を無効にする 

 IE モードが Edge で正しく挙動するよう、以下の設定を Edge にて行ってください。 

 1. Edge を起動する 

 2. ウィンドウ右上の 3 点メニュー(･･･)をクリックし、[設定] をクリックする 

 3. 左のメニューから[既定のブラウザー]を選択する 

 4. [Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる]を[なし]に設定する 

 

・Internet Explorer7 の保護モードを無効にする 

 Internet Explorer 7 における各セキュリティゾーンでの保護モードを無効にします。設定手順は以下の通りです。 

1. Internet Explorer 7 を起動する 

2. ウィンドウ右上の[ツール]から[インターネットオプション]を選択する 

3. [セキュリティ]タブを開く 

4. [インターネット]を選択する 

5. [保護モードを有効にする(Internet Explorer の再起動が必要)(P)]にチェックが入っている場合、チェックを外す 

6. [ローカル イントラネット]を選択する 

7. [保護モードを有効にする(Internet Explorer の再起動が必要)(P)]にチェックが入っている場合、チェックを外す 

8. [信頼済みサイト]を選択する 

9. [保護モードを有効にする(Internet Explorer の再起動が必要)(P)]にチェックが入っている場合、チェックを外す 

10. [制限付きサイト]を選択する 

11. [保護モードを有効にする(Internet Explorer の再起動が必要)(P)]にチェックが入っている場合、チェックを外 

      す 

12. すべて終えたら、OK を押す 

13. 設定を終了し、Internet Explorer7 を再起動する 

・Internet Explorer 10/Internet Explorer 11 における拡張保護モードを無効にする(Windows Vista, Windows 7, 

Windows 10) 

Internet Explorer 10/Internet Explorer 11 における拡張保護モードを無効にします。設定手順は以下の通りです。 

1. Internet Explorer 10/Internet Explorer 11 を起動する 

2. ウィンドウ右上の[ツール]から[インターネットオプション]を選択する 

3. [詳細設定]のタブを開く 

4. [セキュリティ]セクションまでスクロールダウンする 

5. [拡張保護モードを有効にする]にチェックが入っている場合、チェックを外す 

6. OK を押す 

7. 設定を終了し、Internet Explorer 10/Internet Explorer 11 を再起動する 

 

・ディスプレイ設定を調整する 

Windows10 における[テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する]を 100%に設定します。手順は以下の

通りです。 

1. Windows 10 で、[スタート]から[設定]→[システム]→[ディスプレイ]を選択する 

2. [拡大縮小とレイアウト]までスクロールダウンする 

3. [テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する]が 100%であることを確認する。もし別のサイズになっ 

 ているなら、プルダウンから[100%]を選択する 

4. ディスプレイ設定を閉じる 
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・IE セキュリティ強化を無効にする(サポートされている Windows サーバすべて) 

Windows サーバにおいて、IE セキュリティ強化を無効にします。手順は以下の通りです。 

1. Windows サーバの[サーバーマネージャー]を開く 

2. [ローカルサーバー]を選択する 

3. もし[IE セキュリティ強化]が有効にされている場合、クリックして設定を開き手順 4.に進む 

 無効にされている場合、手順 5. に進む 

4. [IE セキュリティ強化]のダイアログから、Administrator グループと User グループを[オフ]にする 

5. OK を押し設定を閉じる 

 

・IE モードを有効化すると、初回実行時に IE ドライバが自動ダウンロードされます。

「C:\ProgramData\AutoMate\AutoMate 11\WebDrivers」配下に「IEDriverServer.exe」が配置されま

す。 
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<Web ブラウザ> 

ブラウザを開く 

説明 

指定された URL で Web ブラウザを開き、後続のブラウザ関連のステップを関連付けるセッションを確立します。 

このアクティビティでは、次のステップに進む前に Web ページのロードが完了したことを検出できます。セッショ

ンを終了するには[ブラウザを閉じる]を使用します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。 

１つのウィンドウに対して１つのセッションを割り当てます。そのため、１ウィンドウ１タブで開くように設定する

必要があります。 

 

用途 

Web ブラウザを開き、それに関わる自動化されたタスクを開始するために使用します。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome ブラウザを開きます。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・デフォルトブラウザ -システムで指定されたデフォル

トブラウザを使用します。このオプションを選択すると

デフォルトブラウザが IE、Chrome、Edege または

Firefox であっても自動化は無効になります。自動化を

有効にするにはブラウザを明示的にプルダウンから選択

する必要があります 

・Internet Explorer - InternetExplorer ブラウザを使用し

ます 

・Chrome -Chrome ブラウザを使用します 

・Edge – Edge ブラウザを使用します 

・Firefox - Firefox ブラウザを使用します 

・Safari - Safari ブラウザを使用します。このブラウザは

HTML 解析をサポートしていません 

ページ URL テキスト はい (空白) 開く Web ページの URL を指定します。 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータは[ブラウザ]パラメータが Edge に

設定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効

にされています。 

 注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい。 

※バージョン 11.7 以降 
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完了後に閉じ

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Web ブラウザのウィンドウがタスクの

実行後に自動的に閉じられます。無効の場合、ウィンド

ウは開かれたままになります。このパラメータはデフォ

ルトで無効にされています。 

※バージョン 11.7 以降 

セッション

（オートメー

ションサポー

トブラウザの

み） 

テキスト いいえ BrowserSessio

n1 

作成するセッションの名前を指定します。セッションは

特定の Web ブラウザに明示的に関連づけられます。一

連の Web ブラウザのステップを自動化するには、後続

のアクティビティをこのセッションに関連付ける必要が

あります。デフォルトのセッション名は

[BrowserSession1]です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページが完

全に読み込

まれるまで

待つ 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定されている場合、[ページ URL]で指定され

た Web ページが完全にロードされるのを待ってから次

のステップに進みます。[いいえ]に設定すると、このア

クティビティは待機せず次のステップに進みます。次の

ステップで Web ページとの対話が必要な場合は[はい]

に設定します。 

注 1: このパラメータは IE、Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています 

変数にウィ

ンドウクラ

スを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、既存の変数名を指定して開くブラウザウィ

ンドウのウィンドウクラスを指定します。 

注 1: このパラメータは IE、Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています 

変数にウィ

ンドウハン

ドルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、既存の変数名を指定して開くブラウザウィ

ンドウのウィンドウハンドルを指定します。 

注 1: このパラメータは IE、Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています 

データセッ

トを作成と

設定 

テキスト いいえ (空白) 開かれたブラウザウィンドウに関する情報が格納される

データセットを作成します。詳細は下記の『データセッ

ト』を参照してください。 

注 1: このパラメータは IE、Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています 

変数にウィ

ンドウタイ

トルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、既存の変数名を指定して開くブラウザウィ

ンドウのウィンドウタイトルを指定します。 

注 1: このパラメータは IE、Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています 
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ユーザープ

ロファイル

の読込み 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、Chrome および Firefox ブラウザ用ロード

する既存のユーザープロファイルを指定します。 

このパラメータは Chrome、Firefox、Edge ブラウザを

指定した場合のみ有効になります。 

拡張のロー

ド 

テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

※バージョン 11.7 以降 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.WindowClass テキスト 開いたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.WindowHandle 数字 開いたウィンドウのハンドルを返します。 

theDataset.WindowTitle テキスト 開いたウィンドウのタイトルを返します。 
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<Web ブラウザ> 

ブラウザを閉じる 

説明 

指定された Web ブラウザウィンドウを閉じ、関連するセッションを終了します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。 

１つのウィンドウに対して１つのセッションを割り当てます。 

 

用途 

Web ブラウザウィンドウを閉じ、以前使用していた Web ブラウザのセッションを終了します。 

セッションを作成するには[ブラウザを開く]または[セッションの割当て]を使用します。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

Web ブラウザを閉じるセッション名を指定します。 

セッションを閉じると、そのセッションに関連付けられ

ているすべてのアクティビティが終了します。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

セッションの割当て 

説明 

開いている Web ブラウザにセッションを割当て、他のさまざまなブラウザベースのアクティビティを結合するため

に固有のセッションを作成します。 

セッションを終了するには[ブラウザを閉じる]アクティビティを使用します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。 

１つのウィンドウに対して１つのセッションを割り当てます。 

 

用途 

特定の基準に一致するすでに開いているブラウザウィンドウにセッションを張るために使用します。 

Web ブラウザを開いてセッションを作成するには[ブラウザを開く]を使用します。 

 

ブラウザ 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

セッションを割り振るブラウザウィンドウと一致する必要のある要素を選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、識別されたウィンドウのプロパティがエディタに入力されます。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ブラウザ テキスト いいえ Chrome セッションを割当てる Web ブラウザを設定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox  

セッション

名 

テキスト いいえ Browser 

Session1 

セッションの名前を指定します。セッションは特定の

Web ブラウザに明示的に関連づけられます。一連の

Web ブラウザのステップを自動化するには、後続のア

クティビティをセッションに関連付ける必要がありま

す。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

完了後に閉

じる 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Web ブラウザのウィンドウがタスクの

実行後に自動的に閉じられます。無効の場合、ウィンド

ウは開かれたままになります。このパラメータはデフォ

ルトで無効にされています。※バージョン 11.7 以降 



86 

 

ウィンドウ

タイトルの

一致 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、指定されたウィンドウタイトルに一致する

ブラウザウィンドウにセッションが張られます。無効に

するとウィンドウタイトルは無視されます。このパラメ

ータは、ワイルドカード文字(*または?)をサポートしま

す。たとえば[*AutoMate*]と入力すると[AutoMate]と

いう単語が含まれるブラウザが表示されます。 

ウィンドウ

ハンドルの

一致 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、指定されたウィンドウハンドルに一致する

ブラウザウィンドウにセッションが張られます。無効に

するとウィンドウハンドルは無視されます。ウィンドウ

ハンドルとはウィンドウを一意に識別する数値コードで

す。 

このパラメータは、ワイルドカード文字(*または?)をサ

ポートします。 

URL の一致 テキスト いいえ (空白) 有効な場合、指定された URL と一致するブラウザウィ

ンドウにセッションが張られます。 

このパラメータは、ワイルドカード文字(*または?)をサ

ポートします。たとえば[*AutoMate*]と入力すると

[AutoMate]という単語が URL に含まれるブラウザが表

示されます。 
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<Web ブラウザ> 

ページの移動 

説明 

確立された Web ブラウザセッションの特定のページ URL に移動します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。 

１つのウィンドウに対して１つのセッションを割り当てます。 

 

用途 

ある URL から別の URL に移動するために使用します。 

このアクティビティはブラウザのアドレスバーに手動で URL を入力して Enter キーを押すプロセスをシュミレート

します。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッション名を

指定します。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ページ URL テキスト はい (空白) 移動する Web ページの URL を指定します。 
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<Web ブラウザ> 

更新 

説明 

確立された Web ブラウザセッションで現在アクティブなタブを再読み込みします。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

戻る 

説明 

確立された Web ブラウザセッションのアクティブなタブの状態を 1 ステップ前に戻します。ナビゲーションの履歴

を複数ステップ後ろに移動するには、タスクに必要な数の[戻る]アクションを追加します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

進む 

説明 

確立された Web ブラウザセッションのアクティブなタブの状態を 1 ステップ先に進めます。1 ステップ以上前に移

動するには、タスクに必要な数の[進む]アクションを追加します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

新規タブ 

説明 

確立された Web ブラウザセッションで新しいタブを開きます。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ページ URL テキスト いいえ (空白) 新しいタブで開くページの URL を指定します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページが完全

に読み込まれ

るまで待つ 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、[ページ URL]パラメータで指定し

た Web ページが完全にロードされるのを待ってから、

次のステップに進みます。 
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<Web ブラウザ> 

タブの複製 

説明 

確立された Web ブラウザセッションの特定のタブを複製します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

タブの切替 

説明 

確立された Web ブラウザセッションで開かれているタブを切り替えます。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

検索 テキスト

(選択式) 

はい タイトル 切り替えるタブの検索方法を指定します。指定可能なオ

プションは以下の通りです。 

・タイトル – 開かれているタブをタブの名前で検索しま

す 

・ドメイン – 開かれているタブをドメイン名で検索しま

す 

・URL – 開かれているタブを URL で検索します 

・ID – 開かれているタブをタブの ID で検索します 

値 テキスト はい (空白) 検索で使用する値を入力します。[検索]パラメータと組

み合わせて使用します。 
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<Web ブラウザ> 

タブを閉じる 

説明 

確立された Web ブラウザセッションでアクティブになっているタブを閉じます。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

重要:保存やフォームの送信を必要とするページが適切に終了されていない場合、このアクションでタブを閉じること

はできません。ブラウザで開かれているタブが 1 つの場合、このアクティビティでブラウザを閉じますが、セッショ

ンリストからセッションの値は消去されません。セッションの値を消去するには[ブラウザを閉じる]アクティビティ

を使用します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 
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<Web ブラウザ> 

タブの詳細 

説明 

アクティブな Web ブラウザのタブから ID、タイトル、URL、ドメインの詳細を取得し、データセットを作成し格納

します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

 

インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) タブの詳細情報を設定するデータセットを作成します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.TabId テキスト タブのウィンドウハンドル ID を返します。 

theDataset.Title テキスト タブのタイトルを返します。 

theDataset.URL テキスト タブの URL を返します。 

theDataset.Domain テキスト タブのドメインを返します。 
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<Web ブラウザ> 

値の取得 

説明 

確立された Web ブラウザセッションで、指定された HTML 要素の値を取得し、その結果を変数またはデータセット

に格納します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

テキストボックスまたはコントロールに表示されている値を別のプログラム、アプリケーションまたは Web ブラウ

ザウィンドウに貼り付ける目的でコピーするプロセスをシュミレートします。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSession1 このアクティビティを格納する既存のセッション名を

指定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作

成し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウ

ィンドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラ

ウザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォ

ルトのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完

全修飾パスとファイル名、または単一のファイルにす

ることができます。複数のファイルを指定する場合

は、フォルダアイコンをクリックしてから各ファイル

を選択するか、各パスとファイル名をパイプ文字で区

切って手動で入力します。このパラメータはブラウザ

のパラメータが Chrome か Edge が選択された際有効

になります。※バージョン 11.7 以降 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベー

スの Web サイトとアプリケーションのレガシーサポ

ートを提供する Internet Explorer(IE)モードが有効に

なります。このパラメータはブラウザパラメータが

Edge に設定された時のみ選択可能になり、デフォル

トでは無効にされています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用

について』の既知の制限と必要な更新と設定を確認し

てください 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべき

オブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の

特定に関連しています。 

HTML 要素を特定するには、指差しマークをクリック

したままブラウザウィンドウの目的のオブジェクトで

ドロップします。ドラッグアンドドロップ操作で検出

された要素に応じて特定のパラメータが有効になりま

す。これらのパラメータを編集することでさらに微調

整することができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する

（メニューを開いてメニュー項目を選択するなど）に

は、Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要

素に移動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キ

ーを放して、要素をクリックします。（※バージョン

11.6 以降、IE は非対応）。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書

に含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の

種類に大きく依存します。検索メソッドとして要素の

一意の ID を使用することは HTML 要素を検索する最

も迅速かつ正確な方法と考えられます 

ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にあ

る場合、このフィールドにフレーム階層を指定できま

す。指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子

のリストです。(/outer_frame/inner_frame/) 
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識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の

ID を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定

するのは、ID が HTML 文書内で一意でなければなら

ないため、HTML 要素の位置を特定するために最も高

速で正確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名

前を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定する

のは、要素名が HTML 文書内で一意でなければなら

ないため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけ

ることができます。  
HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグ

を検索します。 

属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字

は区別され完全一致で検索します。このパラメータを

有効にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをク

リックして、新しい属性名と値を入力します。既存の

名前と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]

ボタンをクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名

前と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボ

タンをクリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよ

びグラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジ

ェクトを検索します。たとえば 5 つのテキストボック

スが一致した場合、このパラメータに[４]と設定する

とアクティビティは４番目のテキストボックスに適用

されます。 
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インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

取得する値の

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ テキスト 取得する値のタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・テキスト - テキストを取得します 

・ブロックレベルグループ HTML - HTML タグで囲ま

れた HTML を取得します(例:<DIV>foo</DIV>の”

foo”) 

・HTML タグ - HTML タグを取得します 

・特定の属性 - 特定の属性を取得します。任意の属性を

指定できますが便宜上、以下の一般的な属性がリスト化

されています 

id/name/value/type/checked 

変数に単一の

値を格納する 

テキスト いいえ (空白) 個々の一致を取得する既存の変数名を指定します。 

データセット

に 1 つ以上

の値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 全ての一致を取得する既存のデータセット名を指定しま

す。 
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<Web ブラウザ> 

値の設定 

説明 

確立された Web ブラウザセッションの HTML 要素に指定された値を設定します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

Web ブラウザの特定のオブジェクトまたはコントロールに値を挿入するために使用します。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティを格納する既存のセッション名を指

定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。HTML 要素を特定するには、指差

しマークをクリックしたままブラウザウィンドウの目的

のオブジェクトでドロップします。ドラッグアンドドロ

ップ操作で検出された要素に応じて特定のパラメータが

有効になります。これらのパラメータを編集することで

さらに微調整することができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。（※バージョン 11.6 以降、

IE は非対応）。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 

ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/)  
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識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。  

属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。 

たとえば 5 つのテキストボックスが一致した場合、この

パラメータに[４]と設定するとアクティビティは４番目

のテキストボックスに適用されます。 

 

インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

設定する値の

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ テキスト 設定する値のタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・テキスト - テキストを設定します 

・ブロックレベルグループ HTML - HTML タグで囲ま

れた HTML を設定します(例:<DIV>foo</DIV>の”

foo”) 

・特定の属性 - 特定の属性を設定します。任意の属性を

指定できますが便宜上、以下の一般的な属性がリスト化

されています 

id/name/value/type/checked 
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次のように変

更 

テキスト はい (空白) 設定する値を指定します。 

値を偽装する はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、値は AML コードで暗号化されて表示され

ます。 

無効にすると、値はプレーンテキストで表示されます。 

複数一致の場

合は、一致す

るすべてのコ

ントロールの

属性を設定す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定するとすべての一致で変更が実行されま

す。一致するものが無い場合でもエラーにはなりませ

ん。[いいえ]に設定すると１つだけ一致するように指定

します。コントロールに一致するものがない場合や複数

一致するものがある場合エラーが発生します。 
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＜Web ブラウザ＞ 

リストアイテムの選択 

説明 

アクティブな Web ブラウザの Web ページ上のリストビューまたはリストコントロールからアイテムを選択します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いた状態で、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。 

HTML 要素を特定するには、指差しマークをクリック

したままブラウザウィンドウの目的のオブジェクトでド

ロップします。ドラッグアンドドロップ操作で検出され

た要素に応じて特定のパラメータが有効になります。こ

れらのパラメータを編集することでさらに微調整するこ

とができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 
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ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/) 

識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。  
属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。 

たとえば 5 つのテキストボックスが一致した場合、この

パラメータに[４]と設定するとアクティビティは４番目

のテキストボックスに適用されます。 

 

  



107 

 

インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択モード テキスト

(選択式) 

はい テキストの最

初のアイテム

を選択する 

リストからアイテムを選択する方法を選択します。使用

可能なオプションは以下の通りです 

・テキストの最初のアイテムを選択する –[選択するアイ

テムのテキスト]パラメータで指定されたテキストを含

む、リスト内の最初の項目を選択します 

・テキストの最後のアイテムを選択する –[選択するアイ

テムのテキスト]パラメータで指定されたテキストを含

む、リスト内の最後の項目を選択します 

・テキストのすべてのアイテムを選択する –[選択するア

イテムのテキスト]で指定されたテキストを含むリスト

内のすべての項目を選択します 

・すべてのアイテムを選択する – リスト内のすべての項

目を選択します。このオプションを有効にすると[選択

するアイテムのテキスト]は無効になります 

・インデックスでアイテムを選択する – [選択するアイ

テムのインデックス]パラメータで指定されたインデッ

クス番号の項目を選択します 

選択するアイ

テムのテキス

ト 

テキスト はい (空白) リストから選択する項目のテキストを指定します。この

パラメータでは大文字と小文字は区別されません。この

パラメータは[選択モード]が[テキストの最初のアイテ

ムを選択する]、[テキストの最後のアイテムを選択す

る]または[テキストのすべてのアイテムを選択する]に

設定された場合のみ指定可能です。 

選択するアイ

テムのインデ

ックス 

テキスト はい (空白) リストから選択する項目のインデックス番号を指定しま

す。このパラメータは[選択モード]が[インデックスで

アイテムを選択する]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

既存の選択肢

に追加する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、その項目は現在選択されている項目に追加

されます。無効の場合、その項目は既に選択されている

項目に置き換わります。 

待機条件 はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、リストからアイテムを選択する前に待機す

る時間を指定します。この値は[単位]パラメータに直接

対応します。 

単位 テキスト

(選択式) 

はい Milliseconds [待機条件]パラメータに入力された値に対する測定値を

選択します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Milliseconds -ミリ秒単位で測定されます 

・Seconds - 秒単位で測定されます 

・Ｍinutes - 分単位で測定されます 

・Hours - 時間単位で測定されます 
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<Web ブラウザ> 

メニュー アイテムの選択 

説明 

アクティブな Web ブラウザの Web ページ上のメニューコントロールからアイテムを選択します。展開可能なメニュ

ーからアイテムを選択する場合、メニューを展開するためにこのアクティビティの前に[Web ブラウザ – クリック]ア

クティビティを追加します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いた状態で、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。  
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

※バージョン 11.7 以降 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。 

HTML 要素を特定するには、指差しマークをクリック

したままブラウザウィンドウの目的のオブジェクトでド

ロップします。ドラッグアンドドロップ操作で検出され

た要素に応じて特定のパラメータが有効になります。こ

れらのパラメータを編集することでさらに微調整するこ

とができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 

ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/) 
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識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。  

属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。たとえば 5 つのテキストボックスが

一致した場合、このパラメータに[４]と設定するとアク

ティビティは４番目のテキストボックスに適用されま

す。 
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インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択モード テキスト

(選択式) 

はい テキストの最

初のアイテム

を選択する 

メニューからアイテムを選択する方法を選択します。使

用可能なオプションは以下の通りです。 

・テキストの最初のアイテムを選択する –[選択するアイ

テムのテキスト]パラメータで指定されたテキストを含

む、メニュー内の最初の項目を選択します 

・テキストの最後のアイテムを選択する –[選択するアイ

テムのテキスト]パラメータで指定されたテキストを含

む、メニュー内の最後の項目を選択します 

・インデックスでアイテムを選択する – [選択するアイ

テムのインデックス]パラメータで指定されたインデッ

クス番号の項目を選択します  
選択するアイ

テムのテキス

ト 

テキスト はい (空白) メニューから選択する項目のテキストを指定します。こ

のパラメータは[選択モード]が[テキストの最初のアイ

テムを選択する]または[テキストの最後のアイテムを選

択する]に設定された場合のみ指定可能です。 

選択するアイ

テムのインデ

ックス 

テキスト はい (空白) メニューから選択する項目のインデックス番号を指定し

ます。このパラメータは[選択モード]が[インデックス

でアイテムを選択する]に設定された場合のみ指定可能

です。 

待機条件 はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、メニューからアイテムを選択する前に待機

する時間を指定します。この値は[単位]パラメータに直

接対応します。 

単位 テキスト

(選択式) 

はい Milliseconds [待機条件]パラメータに入力された値に対する測定値を

選択します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Milliseconds -ミリ秒単位で測定されます 

・Seconds - 秒単位で測定されます 

・Ｍinutes - 分単位で測定されます 

・Hours - 時間単位で測定されます 
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<Web ブラウザ> 

JavaScript の挿入 

説明 

パラメータで設定されたコードや外部ファイル(.js または.txt 形式)に保存された JavaScript のコードを Web ページに

埋め込みます。 

※バージョン 11.7 より追加されました 

 

注意: Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

BROWSER 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション

名 

テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッション名を

指定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge の

みサポートしています。IE はサポートされていません。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

埋め込み テキスト はい(選択

されてい

る場合) 

(空白) 指定されたボックスに埋め込むスクリプトを入力しま

す。このパラメータを選択すると、[外部]パラメータは

非アクティブになります。 

外部 テキスト はい(選択

されてい

る場合) 

(空白) JavaScript のコードが格納されている.js または.txt 形式

の外部ファイルを指定します。フォルダアイコンをクリ

ックし外部ファイルを指定するか、ファイルまでのフル

パスを入力欄に手入力してください。このパラメータを

有効にすると、[埋め込み]パラメータが非アクティブに

なります。 

データセット

を作成して実

行結果を格納

する 

テキスト いいえ (空白) JavaScript の実行結果を格納するデータセットの名前を

設定します。データセットのフィールドの詳細について

は、[データセット]の項目を確認してください。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Result カラム JavaScript 実行コードのプリミティブ値を返します。 

theDataset.<カラム名> カラム 複合体オブジェクト内の対応する各フィールドの値を返します。 

theDataset.Error カラム 存在する場合、JavaScript 実行コードに発見されたエラーを返しま

す。 
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<Web ブラウザ> 

Wait 

説明 

ブラウザウィンドウの読み込みが完了し入力準備が整った後、次のステップに進む前に待ち時間を追加します。 

 

注意: Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

ブラウザの入力準備が整った後に特定の時間待機するために、補足待機パラメータとして使用します。 

また[Wait]アクションには実行を一時停止する、特定のイベントが発生するのを待つなどその他の待機方法が含まれ

ています。 

 

場所 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッション名を

指定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

 

状態 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ブラウザが

入力可能な

状態になっ

てから、追

加で以下の

秒数を待つ 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、ブラウザの入力準備が整った後、次の手順

に進む前に待機する秒数を指定します。 

注 1:このアクティビティは、ブラウザが入力可能な状態

になるまで常に待機します。さらに指定された時間だけ

待つことができますが、必ずしも設定する必要はありま

せん 
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<Web ブラウザ> 

クリック 

説明 

開いている Web ブラウザウィンドウでコントロールをシングルクリックまたはダブルクリックします。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

Web ブラウザの特定のオブジェクトまたはコントロールをクリックする操作をシュミレートします。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティを格納する既存のセッション名を指

定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は WebSession1 になります 

ブラウザ テキスト 

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

※バージョン 11.7 以降 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を 

検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。HTML 要素を特定するには、指差

しマークをクリックしたままブラウザウィンドウの目的

のオブジェクトでドロップします。ドラッグアンドドロ

ップ操作で検出された要素に応じて特定のパラメータが

有効になります。これらのパラメータを編集することで

さらに微調整することができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。（※バージョン 11.6 以降、

IE は非対応）。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 

ドキュメント 

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/) 
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識別子で検索

する 

(最良の方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素) 

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。  

属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで 

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する  

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。たとえば 5 つのテキストボックスが

一致した場合、このパラメータに[４]と設定するとアク

ティビティは４番目のテキストボックスに適用されま

す。 
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インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クリックする

ボタン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 左ボタン クリックするボタンを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・左ボタン - マウスの左ボタンをクリックします 

・右ボタン - マウスの右ボタンをクリックします 

クリックアク

ション 

テキスト

(選択式) 

いいえ シングルクリ

ック 

[クリックボタン]で選択したマウスボタンを実行するク

リックアクションを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・シングルクリック 

・ダブルクリック 

・ボタンをホールド 

・ボタンをリリース 

ページのロー

ディングが終

了するまで待

つ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると次のステップに進む前に Web ペー

ジが完全に読み込まれ、入力の準備ができるまで待機し

ます。[いいえ]に設定すると Web ページが完全に読み

込まれるのを待たずに次のステップに進みます。 

要素が非表示

の場合はエラ

ーを返す 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると対象の HTML 要素が非表示に設定

されている場合、明示的にエラーを返します。[いいえ]

の場合、非表示の場合もクリックします。 

※バージョン 11.6 以降 
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＜Web ブラウザ＞ 

チェックをつける 

説明 

アクティブな Web ブラウザの Web ページ上のチェックボックスを選択/解除します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いた状態で、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい BrowserSessio

n1 

このアクティビティに関連付ける既存のセッションの名

前を指定します。1 つのタスクに複数のセッションが存

在することで、複数の Web ブラウザーで同時にアクテ

ィビティを実行することができます。 

注 1:このアクティビティは Chrome、Firefox、Edge ブ

ラウザのみサポートしています。IE はサポートされてい

ません。 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

注 1: IE はサポートされていません。 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

※バージョン 11.7 以降 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。HTML 要素を特定するには、指差

しマークをクリックしたままブラウザウィンドウの目的

のオブジェクトでドロップします。ドラッグアンドドロ

ップ操作で検出された要素に応じて特定のパラメータが

有効になります。これらのパラメータを編集することで

さらに微調整することができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 

ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/) 
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識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。 

  
属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。たとえば 5 つのテキストボックスが

一致した場合、このパラメータに[４]と設定するとアク

ティビティは４番目のテキストボックスに適用されま

す。 
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インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい チェックをつ

ける 

実行するインタラクションの種類を指定します。使用可

能なオプションは以下の通りです。 

・チェックをつける – 指定したチェックボックスにチェ

ックをつけます 

・チェックを外す – 指定したチェックボックスからチェ

ックを外します 

・切り替える – 現在の状態に合わせてチェックボックス

の選択を切り替えます 

・ 次の場合チェックをつける –有効な BASIC 式を使用

して、指定されたチェックボックスが選択されていない

場合は選択します 

・ 次の場合チェックを外す – 有効な BASIC 式を使用し

て、指定されたチェックボックスが選択されている場合

は選択を解除します 
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<Web ブラウザ> 

URL の取得 

説明 

セッションのアクティブな URL を取得し、結果を変数に設定します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

URL を取得する際に使用します。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト いいえ BrowserSessio

n1 

このアクティビティを格納する既存のセッション名を指

定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

変数にセッシ

ョンのアクテ

ィブ URL を

設定する 

テキスト はい (空白) ブラウザセッションの現在アクティブな URL を格納す

る既存の変数を指定します。 

 



124 

 

<Web ブラウザ> 

テーブルの抽出 

説明 

確立されたセッションで特定のテーブル内容を抽出し、その結果をデータセットに格納します。指定する HTML は

テーブルでなければなりません。テーブル以外の場合エラーが発生します。 

このアクティビティはテーブルデータの抽出をサポートしており、テーブルのセル内の HTML はすべて取り除かれ

ます。画像やリンクなど他の要素を取得/設定する場合は[値の設定][値の取得]などのアクティビティを使用します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

Web ブラウザの特定のテーブルからデータを抽出します。「Loop – データセット」アクティビティを使用して後続の

ステップでデータを呼び出すことができます。 

 

場所 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のブラウザウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでウィンドウがサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[ブラウザ]と[URL]パラメータに適切な値が設定されます。またはブラウザを手動で選択、

テキストボックスに URL を入力し[開く]をクリックして目的のブラウザウィンドウが開くことをテストします。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト はい Browser 

Session1 

このアクティビティを格納する既存のセッション名を指

定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は[WebSession1]になります 

ブラウザ テキスト

(選択式) 

いいえ Chrome このアクティビティを実行する Web ブラウザを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Internet Explorer 

・Chrome 

・Edge 

・Firefox 

URL テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する URL を指定します。 
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拡張のロード テキスト いいえ (空白) 読み込む Chromium ベースのブラウザ拡張ファイル

(.crx)のパスとファイル名を指定します。これは、完全

修飾パスとファイル名、または単一のファイルにするこ

とができます。複数のファイルを指定する場合は、フォ

ルダアイコンをクリックしてから各ファイルを選択する

か、各パスとファイル名をパイプ文字で区切って手動で

入力します。このパラメータはブラウザのパラメータが

Chrome か Edge が選択された際有効になります。 

※バージョン 11.7 以降 

IE モードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択されると、Edge において Internet Explorer ベース

の Web サイトとアプリケーションのレガシーサポート

を提供する Internet Explorer(IE)モードが有効になりま

す。このパラメータはブラウザパラメータが Edge に設

定された時のみ選択可能になり、デフォルトでは無効に

されています。 

注 1:使用前に『AutoMate での Edge の IE モード使用に

ついて』の既知の制限と必要な更新と設定を確認してく

ださい 

※バージョン 11.7 以降 

HTML 要素

を検索する 

- - - 次のパラメータは、このアクティビティで実行すべきオ

ブジェクトを識別するために必要な HTML 要素の特定

に関連しています。HTML 要素を特定するには、指差

しマークをクリックしたままブラウザウィンドウの目的

のオブジェクトでドロップします。ドラッグアンドドロ

ップ操作で検出された要素に応じて特定のパラメータが

有効になります。これらのパラメータを編集することで

さらに微調整することができます。 

目的の要素を選択する前に Web ページを操作する（メ

ニューを開いてメニュー項目を選択するなど）には、

Ctrl キーを押しながらページをクリックして、要素に移

動します。目的の要素が見つかったら、Ctrl キーを放し

て、要素をクリックします。（※バージョン 11.6 以降、

IE は非対応）。 

注 1:要素検査の全体的な速度と精度は、HTML 文書に

含まれる内容の量、要素の検索に使用される条件の種類

に大きく依存します。検索メソッドとして要素の一意の

ID を使用することは HTML 要素を検索する最も迅速か

つ正確な方法と考えられます 

ドキュメント

階層内のパス 

テキスト いいえ (空白) 目的のオブジェクトがフローティングフレーム内にある

場合、このフィールドにフレーム階層を指定できます。

指定子はスラッシュで区切られたフレーム識別子のリス

トです。(/outer_frame / inner_frame/) 
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識別子で検索

する(最良の

方法) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の ID

を検索します。HTML 要素の一意の識別子を指定する

のは、ID が HTML 文書内で一意でなければならないた

め、HTML 要素の位置を特定するために最も高速で正

確な方法です。 

名前(特定の

要素)で検索

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する一意の名前

を検索します。HTML 要素の一意の名前を指定するの

は、要素名が HTML 文書内で一意でなければならない

ため、HTML 要素の位置を迅速かつ正確に見つけるこ

とができます。 

HTML タグ

で検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、目的のオブジェクトを識別する開始タグを

検索します。 

属性で検索す

る 

- - - 有効な場合、属性名と値を検索します。属性は HTML

要素に関する追加情報を提供します。大文字と小文字は

区別され完全一致で検索します。このパラメータを有効

にすると以下のパラメータが指定できます。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の名前を指定します。[追加]ボタンをクリ

ックして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前

と値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタン

をクリックします。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 検索する属性の値を指定します。[追加]ボタンをクリッ

クして、新しい属性名と値を入力します。既存の名前と

値を削除するには、該当の行を選択して[削除]ボタンを

クリックします。 

コンテンツで

検索する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、開始タグと終了タグの間のテキストおよび

グラフィックコンテンツを検索します。 

何番目の要素

を使用するか

指定する 

数字 いいえ (空白) 有効にすると、複数の一致がある場合に特定のオブジェ

クトを検索します。たとえば 5 つのテキストボックスが

一致した場合、このパラメータに[４]と設定するとアク

ティビティは４番目のテキストボックスに適用されま

す。 

 

インタラクション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 抽出されたテーブルの内容を取り込むデータセットの名

前を指定します。データセットはデータが存在する列と

行を指定することでテーブル内の情報にアクセスできま

す。特定のデータを参照するためにはデータセット名の

後に列を指定する必要があります

(%DatasetName.ColumnNumber%)。データセットが作

成されると現在の行は 1 に設定されます。他の行にアク

セスするには「Loop – データセット」アクティビティ

を使用します。 
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<Web ブラウザ> 

ソースの抽出 

説明 

HTML ソースを抽出し、その結果を変数に格納します。 

 

注意:Web ブラウザのアクションはインタラクティブに実行されるため、間違ったブラウザウィンドウに処理を行わ

ないよう１つのタスク内で複数のセッションがサポートされます。１つのウィンドウに対して１つのセッションを割

り当てます。 

 

用途 

Web ページの HTML ソースを取得するために使用します。通常は該当ページを右クリックして[ソースを表示]を選

択すると HTML ソースが表示されます。 

 

ブラウザ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション名 テキスト いいえ BrowserSessio

n1 

このアクティビティを格納する既存のセッション名を指

定します。1 つのタスク内に複数のセッションを作成

し、複数の Web ブラウザ操作を別々のブラウザウィン

ドウで同時に実行することが可能です。 

注 1:セッションは IE、Chrome、Firefox、Edge ブラウ

ザのみサポートしています 

注 2:レコーダーでセッションを作成した場合、デフォル

トのセッション名は WebSession1 になります 

HTML ソー

スを次の変数

に保存する 

テキスト はい (空白) HTML ソースを格納する既存の変数名を指定します。 
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対話機能 

通常、手動で行うオブジェクト選択やデスクトップとの対話を行う場合はこちらのアクションを使用します。 

このアクションと入力アクションを組み合わせて使うことで複雑な GUI 関連操作の自動化が可能になります。 

 

 

<対話機能> 

テキストの取得 

説明 

ウィンドウ内のコントロールのテキストコンテンツを抽出し、結果を変数に格納します。 

既存のウィンドウからコントロールを選択するには目的のコントロール上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

 

注意:このアクティビティはテキストが含まれている場合のみ、オブジェクトまたはコントロールの選択が可能です。 

 

用途 

ウィンドウ内のコントロールのテキストコンテンツを取得するために使用します。 

「対話機能 - テキストの取得」アクティビティはターゲットコントロールとネイティブで通信し、アプリケーション

がイベントのフォアグラウンドにある必要がないため、「クリップボード - コピー」アクティビティや他のメソッド

を使用するよりも優れています。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでコントロールがサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にテキス

トを設定する 

テキスト はい (空白) 目的のテキストコンテンツを格納する既存の変数名を指

定します。 

テキストの取

得元 

テキスト 

(選択式) 

はい 自動検出 コントロールからテキストを取得するときに指定するプ

ロパティを指定します。ウィンドウ内のすべてのコント

ロールには[名前のプロパティ]と[値のプロパティ]の両

方が含まれます。たとえば IE の[リンク]コントロール

は名前プロパティのページに表示されるテキストと値プ

ロパティの URL を返します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 
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・自動検出 - 入力された値に基づいて使用するプロパテ

ィを選択します。名前プロパティにテキスト、値プロパ

ティが空白の場合名前プロパティが使用されます。値プ

ロパティにテキストが含まれていて、名前プロパティが

空白の場合は値プロパティが使用されます。両方のプロ

パティが設定されている場合、値より名前プロパティが

優先されます 

・名前のプロパティ - 名前のプロパティが返されます 

・値のプロパティ - 値のプロパティが返されます 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィン

ドウがすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。 

UI Automation はユーザーインターフェースに関する情

報を公開するための Microsoft の標準です 
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・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・Internet Explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 
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FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 
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IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

テキストの設定 

説明 

ウィンドウ内のコントロールにテキストを挿入します。既存のウィンドウからコントロールを選択するには目的のコ

ントロール上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 

用途 

ウィンドウ内のコントロール内部にテキストを設定するために使用します。 

「対話機能 - テキストを設定する」アクティビティはターゲットコントロールとネイティブで通信し、アプリケーシ

ョンがイベントのフォアグラウンドにある必要がないため、「入力 - キーストロークを送信する」アクティビティを

使用するよりも優れています。 

テキストを取得するために使用する「対話機能 - テキストの取得」「ファイル システム - ファイルから読み込み」「テ

キスト - サブストリングの取得」アクティビティと併せて使用可能です。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。このアクティビティでコントロールがサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキスト テキスト はい (空白) 目的のコントロールに入力するテキストを指定します。入力

するデータが変数に含まれている場合は変数名をパーセント

記号で囲んで入力します。(％VarName%) 

ウィンドウを 

フォーカス 

する 

はい・ 

いいえ 

いいえ はい 有効になっている場合、テキストの設定アクティビティを実

行する前に、目的のウィンドウにフォーカスがあることを確

認します。 

innerText を 

設定する 

(IE のみ) 

はい・ 

いいえ 

いいえ はい 有効な場合、HTML 要素の内部テキストを設定します。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。 
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このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアク

セシビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用

されます。Active Accessibility は、ユーザーインターフ

ェイスに関する情報を公開するための Microsoft の古い

標準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。 
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特定のプロパティを有効/無効にするには関連するチェ

ックボックスをオンまたはオフにします。値を変更す

る場合は[値]フィールドに目的の値を入力します。 

「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブラウ

ザダイアログが開きます。このダイアログを使用する

と、特定のウィンドウに関する追加条件を検索できま

す。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。 

無効にするとオブジェクトの値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。 
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無効にすると、説明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

マウスをオブジェクトに移動 

説明 

マウスカーソルをウィンドウ上のオブジェクト(ボタン、タブ、テキストボックス、リンク、ヘッダーなど)またはコ

ントロールの中央に移動します。 

既存のウィンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

 

用途 

マウスカーソルをウィンドウやデスクトップ上のオブジェクトに移動するために使用します。 

カーソルが移動したオブジェクトをクリックするために「入力 - マウスのクリック」のステップ後続することも可能

です。アイコン、タスクバーなどをクリックする前にデスクトップ上の特定の項目にカーソルを移動することも可能

です。 

このアクションはターゲットコントロールとネイティブで通信し、コントロールが後続のセッションで移動されても

引き続き動作するため、「入力 - マウスを移動する」アクティビティを使用するよりも優れています。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

scrollIntoView

を使用する 

(IE のみ) 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、オブジェクトをウィンドウの上

部または下部に整列させ、表示されるようにスクロー

ルします。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウのタ

イトルは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからタイトルを選択するか、テ

キストボックスに手動でタイトルを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 
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ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のクラスを示します。無効にすると、ウィンドウクラス

は無視されます。下矢印をクリックして表示されるドロ

ップダウンリストからウィンドウクラスを選択するか、

テキストボックスに手動でウィンドウクラスを入力しま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィン

ドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタンス

と区別する場合に使用します。 

アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します。 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です。 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです。 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブジ

ェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を

表すために使用されます。 

オブジェク

トプロパテ

ィ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内

のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。ウィンドウまたは一致するオブジ

ェクトを正確に指定するために追加の特性を定義するこ

とが可能です。特定のプロパティを有効/無効にするに

は関連するチェックボックスをオンまたはオフにしま

す。値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入

力します。「参照」ボタンをクリックするとオブジェク

トブラウザダイアログが開きます。 
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このダイアログを使用すると、特定のウィンドウに関す

る追加条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

AutomationI

d 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge に

よって提供されるコントロールタイプ)が検査されるこ

とを指定します。無効にすると、ロールタイプは無視さ

れます。 
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Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInPare

nt 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 
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<対話機能> 

アイテムのフォーカス 

説明 

ボタン、タブ、テキストボックス、リンク、列ヘッダーなどのウィンドウまたはデスクトップ上のオブジェク

トまたはコントロールにフォーカスを当てます。 

注:一部のオブジェクトは、オブジェクト自体またはアプリケーションの設計に基づいて、フォーカスできない

場合があります 

 

用途 

コンピューターのキーボードからタブまたは矢印キーを使用して、ウィンドウまたはデスクトップ上のオブジ

ェクトへのフォーカスをシミュレートするために使用されます。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウのタ

イトルは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからタイトルを選択するか、テ

キストボックスに手動でタイトルを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のクラスを示します。無効にすると、ウィンドウクラス

は無視されます。下矢印をクリックして表示されるドロ

ップダウンリストからウィンドウクラスを選択するか、

テキストボックスに手動でウィンドウクラスを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入

力すると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンド

ウがすべて表示されます。 
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ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィン

ドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタンス

と区別する場合に使用します。 

アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します。 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です。 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです。 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブジ

ェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を

表すために使用されます。 

オブジェク

トプロパテ

ィ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内

のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。ウィンドウまたは一致するオブジ

ェクトを正確に指定するために追加の特性を定義するこ

とが可能です。特定のプロパティを有効/無効にするに

は関連するチェックボックスをオンまたはオフにしま

す。値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入

力します。「参照」ボタンをクリックするとオブジェク

トブラウザダイアログが開きます。このダイアログを使

用すると、特定のウィンドウに関する追加条件を検索で

きます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 
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Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

AutomationI

d 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge に

よって提供されるコントロールタイプ)が検査されるこ

とを指定します。無効にすると、ロールタイプは無視さ

れます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 
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Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInPare

nt 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 
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<対話機能> 

チェックをつける 

説明 

チェックボックスにチェックをいれたり、ラジオボタンを切り替えたりする場合に使用します。 

既存のウィンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

 

用途 

チェックボックスやラジオボタンをチェック、チェック解除または切り替えるために使用します。このアクションは

ターゲットコントロールとネイティブで通信し、イベントが発生する前にアプリケーションがフォアグラウンドにい

る必要がないため「入力 - マウスを移動する」や「入力 - キーストロークを送信する」アクティビティを使用するよ

りも優れています。 

またこのアクションはチェックボックスまたはラジオボタンが現在の値の単純な切り替えではなく、特定の状態に設

定可能な唯一の方法です。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい チェックをつ

ける 

実行する対話のタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・チェックをつける - チェックボックスをチェックしま

す 

・チェックをはずす - チェックボックスのチェックを解

除します 

・切り替える - ラジオボタンを現在設定されている状態

と反対の状態に設定します 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。 

下矢印をクリックして表示されるドロップダウンリス

トからタイトルを選択するか、テキストボックスに手

動でタイトルを入力します。 
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このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。 

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

下矢印をクリックして表示されるドロップダウンリス

トからウィンドウクラスを選択するか、テキストボッ

クスに手動でウィンドウクラスを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。 

無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンドルは

無視されます。特定のウィンドウを同一のタイトル/ク

ラスを含む他のインスタンスと区別する場合に使用し

ます。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 
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オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

クリック 

説明 

ウィンドウ上のクリックできるオブジェクト(ボタン、タブ、リンクなど)を押します。 

既存のウィンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

カーソルを目的のオブジェクトに移動しクリックすることをひとつのアクション内で実行するため、「マウスをオブ

ジェクトに移動する」と「入力 - マウスのクリック」アクティビティを連動して使用する代わりに使用できます。 

 

用途 

ウィンドウ上のボタン、フォルダタブ、ページリンクなどクリック可能なオブジェクトを押すために使用します。こ

のアクションはターゲットコントロールとネイティブで通信し、イベントが発生する前にアプリケーションがフォア

グラウンドにいる必要がないため「入力 - マウスを移動する」や「入力 - キーストロークを送信する」アクティビテ

ィを使用するよりも優れています。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィン

ドウがすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 
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このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアク

セシビリティエンジンを自動検出します。 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用

されます。Active Accessibility は、ユーザーインターフ

ェイスに関する情報を公開するための Microsoft の古い

標準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。 

値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入力し

ます。 

「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブラウ

ザダイアログが開きます。このダイアログを使用する

と、特定のウィンドウに関する追加条件を検索できま

す。 
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Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 
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Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

アイテムの取得 

説明 

ウィンドウ内のリスト、ツリーまたはコンボボックスから１つ以上のアイテムを取得し、変数に各項目の説明文を設

定します。必要に応じて、取得したアイテムに関する追加情報をデータセットに取り込みます。 

既存のウィンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

 

用途 

アプリケーションウィンドウ上のリスト、ツリーまたはコンボボックスコントロール内の項目を選択するために使用

します。このアクションはターゲットコントロールとネイティブで通信するため、イベントが発生する前にアプリケ

ーションがフォアグラウンドにいる必要はありません。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にアイテ

ム名を設定す

る 

テキスト はい (空白) 各アイテムの説明文を入力する既存の変数名を指定しま

す。 

データセット

の作成と設定 

テキスト いいえ (空白) 取得したアイテムに関する情報を取り込むデータセット

名を設定しデータセットを作成します。 

詳細は下記の『データセット』を参照してください。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィン

ドウがすべて表示されます。 
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ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。 
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このダイアログを使用すると、特定のウィンドウに関

する追加条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 
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X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.IsSelected 真偽値 アイテムが選択されているかどうかを判定します。選択されている

場合は TRUE,それ以外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.Index 数字 選択したアイテムのインデックスを返します。 

theDataset.label テキスト 選択したアイテムのラベルを返します。 
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<対話機能> 

アイテムの選択 

説明 

ウィンドウ内のリスト、ツリーまたはコンボボックスからアイテムを選択します。既存のウィンドウからオブジェク

トを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 

用途 

アプリケーションウィンドウ上のリスト、ツリーまたはコンボボックスコントロール内のアイテムを手動で選択する

プロセスをシュミレートします。このアクションはターゲットコントロールとネイティブで通信するため、イベント

が発生する前にアプリケーションがフォアグラウンドにいる必要はありません。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。このパラメータは部分一致を示すワイ

ルドカード(*または?)の使用が可能です。たとえば

[*Outlook*]と入力すると、クラスに[Outlook]という語

を含むウィンドウがすべて表示されます。 
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ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 
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Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 
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Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

選択したリスト アイテムの取得 

説明 

リストボックスまたはリストビューで現在選択されている(強調表示されている)項目のリストから最初の項目、最後

の項目またはすべての項目を取得し、変数またはデータセットに結果を設定します。 

既存のウィンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップしま

す。 

 

用途 

リストボックスまたはリストビュー内の 1 つ以上の選択された(または強調表示された)アイテムのテキストコンテン

ツやアイテムインデックスを取得します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[編集する]タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

[有効/無効]の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択 テキスト

(選択式) 

はい 最初に選択し

たアイテムを

取得する 

選択したアイテムの取得方法を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・最初に選択したアイテムを取得する - 複数のアイテム

が選択されている場合、最初に選択したアイテムのキャ

プションテキストのみを返します 

・最後に選択したアイテムを取得する - 複数のアイテム

が選択されている場合、最後に選択したアイテムのキャ

プションテキストのみを返します 

・選択したすべてのアイテムを取得する - 複数のアイテ

ムが選択されている場合、カンマで区切られたすべての

アイテムのキャプションテキストを返します 

列の選択 - - - 検索処理中に調べる列を指定します。これはビジュアル

モードのみで表示されます。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・1 列目 - 最初の列のみ調べます 

・詳細ビューのすべての列 - 詳細ビューのすべての列を

調べます 

テキストを

変数に格納

する 

テキスト はい (空白) 選択したアイテムのテキストを格納する既存の変数名を

指定します。このパラメータは列の選択パラメータが[1

列目]に設定されている場合のみ使用可能です。 
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インデック

スを変数に

格納する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、選択したアイテムのインデックス(行番号)

を格納する既存の変数名を指定します。複数の項目が選

択されている場合、複数のインデックスがカンマ区切り

のリストで返されます。 

このパラメータは列の選択パラメータが[1 列目]に設定

されている場合のみ使用可能です。 

データセッ

トに値を格

納する 

テキスト いいえ (空白) 取得したアイテムに関する情報を取り込むデータセット

名を設定しデータセットを作成します。 

詳細は下記の『データセット』を参照してください。 

このパラメータは列の選択パラメータが[詳細ビューの

すべての列]に設定されている場合のみ使用可能です。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウのタ

イトルは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからタイトルを選択するか、テ

キストボックスに手動でタイトルを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のクラスを示します。無効にすると、ウィンドウクラス

は無視されます。下矢印をクリックして表示されるドロ

ップダウンリストからウィンドウクラスを選択するか、

テキストボックスに手動でウィンドウクラスを入力しま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィン

ドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタンス

と区別する場合に使用します。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブジ

ェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を

表すために使用されます 

オブジェク

トプロパテ

ィ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内

のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。ウィンドウまたは一致するオブジ

ェクトを正確に指定するために追加の特性を定義するこ

とが可能です。特定のプロパティを有効/無効にするに

は関連するチェックボックスをオンまたはオフにしま

す。値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入

力します。[参照]ボタンをクリックするとオブジェクト

ブラウザダイアログが開きます。このダイアログを使用

すると、特定のウィンドウに関する追加条件を検索でき

ます。 
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Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

Automation 

Id 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge に

よって提供されるコントロールタイプ)が検査されるこ

とを指定します。無効にすると、ロールタイプは無視さ

れます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 
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Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInPare

nt 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Index 数字 選択したアイテムが存在するインデックス(行番号)を返します。 

theDataset.label テキスト 選択したアイテムのキャプション名を返します。 
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<対話機能> 

リストアイテムの選択 

説明 

リストビューまたはリストコントロール内のアイテムを選択します。既存のウィンドウからオブジェクトを選択する

には目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 

用途 

リストビューまたはリストコントロールからアイテムを手動で選択するプロセスをシュミレートします。 

選択されたアイテムは、現在の選択アイテムと置き換えるか、現在の選択アイテムに追加(コントロールキーを押し

たままアイテムを選択する効果と同様)することが可能です。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択モード テキスト

(選択式) 

はい テキストの最

初のアイテム

を選択する 

どのリストアイテムを選択するかを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・テキストの最初のアイテムを選択する - テキストを含

むリスト内の最初の項目を選択します([選択するアイテ

ムのテキスト]パラメータでテキストを指定します) 

・テキストの最後のアイテムを選択する - テキストを含

むリスト内の最後の項目を選択します([選択するアイテ

ムのテキスト]パラメータでテキストを指定します) 

・テキストのすべてのアイテムを選択する - テキストを

含むリスト内のすべてのリスト項目を選択します 

・すべてのアイテムを選択する - テキストの有無を問わ

ず、すべてのアイテムを選択します 

・インデックスでアイテムを選択する - リスト内の指定

されたインデックス(行番号)から始まる項目を選択しま

す 

選択するア

イテムのテ

キスト/選択

するアイテ

ムのインデ

ックス 

テキスト 

または数

字 

はい (空白) 選択するアイテムのテキスト(またはインデックス)を指

定します。 

このパラメータは[選択モード]パラメータでどのオプシ

ョンが選択されているかに応じて[テキスト]または[イ

ンデックス]を示します。 



167 

 

既存の選択

肢に追加す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リストコントロール内の項目を選

択するときにコントロールキーを押したままにした場合

と同様に、現在の選択項目に追加します。[いいえ]に設

定すると、項目が現在の選択項目を置き換えます。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です  
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    ・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照]ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 
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AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 
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Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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<対話機能> 

選択したツリー アイテムの取得 

説明 

ツリービューまたはツリーコントロールで現在選択されている(強調表示されている)項目を取得します。既存のウィ

ンドウからオブジェクトを選択するには目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 

用途 

ツリービューまたはツリーコントロールで選択された(または強調表示された)アイテムのテキストコンテンツやイン

デントレベルを取得します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にアイテ

ムテキストを

格納する 

テキスト  はい (空白) 選択されたアイテムのテキストを取り込む既存の変数名

を指定します。 

変数にインデ

ントレベルを

格納する 

テキスト  いいえ (無効) 有効な場合、選択したアイテムのインデントレベルを取

り込む既存の変数名を指定します。インデントレベルは

数値で指定され、０はルートレベルです。無効(デフォ

ルト)の場合、項目のインデントレベルは無視されま

す。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト  いいえ (無効) 有効な場合、選択したアイテムのインデントレベルを取

り込む既存の変数名を指定します。インデントレベルは

数値で指定され、０はルートレベルです。無効(デフォ

ルト)の場合、項目のインデントレベルは無視されま

す。ツリー項目に関する情報を取り込むデータセット名

を指定し、データセットを作成します。無効の場合、デ

ータセットは作成されません。 
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編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィン

ドウがすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

 

 

 



173 

 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)

を表すために使用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析で取得したウィンドウ内の

オブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。ウィンドウまたは一致するオブ

ジェクトを正確に指定するために追加の特性を定義す

ることが可能です。特定のプロパティを有効/無効にす

るには関連するチェックボックスをオンまたはオフに

します。値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値

を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオブジ

ェクトブラウザダイアログが開きます。このダイアロ

グを使用すると、特定のウィンドウに関する追加条件

を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Level 数字 選択したツリーアイテムのインデントレベルを返します。インデン

トレベルは数字で指定され、０はルートレベルです。 

theDataset.Text テキスト 選択されたツリーアイテムのキャプションテキストを返します。 

theDataset.Index 数字 選択されたツリーアイテムのインデックス(行)を返します。 

theDataset.ParentText テキスト 選択したツリーアイテムの親のキャプションテキストを返します

(親がない場合は何も返しません)。 

theDataset.ParentIndex 数字 選択したツリーアイテムの親のインデックス(行)を返します(親が

ない場合は何も返しません)。 

theDataset.IsExpanded はい/いいえ 選択したツリーアイテムに子があり、展開状態にある場合は YES

を返します。非展開状態の場合は NO を返します。 
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<対話機能> 

ツリー アイテムの選択 

説明 

ツリービューまたはツリーコントロール内のアイテムを選択します。既存のウィンドウからオブジェクトを選択する

には目的のオブジェクト上に拡大アイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 

用途 

ツリービューまたはツリーコントロール内からアイテムを手動で選択するプロセスをシュミレートします。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択モード テキスト

(選択式) 

はい テキストの

最初のアイ

テムを選択

する 

ツリー項目の検索方法を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・テキストの最初のアイテムを選択する - テキストを含

むツリー内の最初のアイテムを選択します([選択するア

イテムのテキスト]パラメータでテキストを指定します) 

・テキストの最後のアイテムを選択する - テキストを含

むツリー内の最後のアイテムを選択します([選択するア

イテムのテキスト]パラメータでテキストを指定します) 

選択するア

イテムのテ

キスト 

テキスト  

または数字 

はい (空白) 選択するツリーアイテムのテキストを指定します。 

ツリーアイ

テムはイン

デントレベ

ルに存在し

なければな

りません 

(ゼロはルー

トレベルで

す) 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、選択するアイテムが存在するインデントレ

ベルを指定します。 

(インデントレベルは数値で識別され、０はルートでベ

ルです) 

無効の場合は、アイテムのインデントレベルは無視され

ます。 

変数にイン

デントレベ

ルを設定す

る 

テキスト いいえ (無効) 有効な場合は、選択したアイテムのインデントレベルを

設定する既存の変数名を指定します。 

無効の場合は、アイテムのインデントレベルは変数に格

納されません。 
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編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。 

下矢印をクリックして表示されるドロップダウンリス

トからタイトルを選択するか、テキストボックスに手

動でタイトルを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*ま

たは?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィ

ンドウがすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。 

下矢印をクリックして表示されるドロップダウンリス

トからウィンドウクラスを選択するか、テキストボッ

クスに手動でウィンドウクラスを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*ま

たは?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力

すると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンド

ウがすべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定す

ると、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウ

ィンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインス

タンスと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアク

セシビリティエンジンを自動検出します 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用

されます。Active Accessibility は、ユーザーインター

フェイスに関する情報を公開するための Microsoft の

古い標準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよび

アプレットを Microsoft Windows システム上の支援技

術に表示するためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブ

ジェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクな

ど)を表すために使用されます 
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オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。 

ウィンドウまたは一致するオブジェクトを正確に指定

するために追加の特性を定義することが可能です。特

定のプロパティを有効/無効にするには関連するチェ

ックボックスをオンまたはオフにします。値を変更す

る場合は[値]フィールドに目的の値を入力します。

「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブラウ

ザダイアログが開きます。このダイアログを使用する

と、特定のウィンドウに関する追加条件を検索できま

す。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニッ

トのセット)を調べるよう指定します。無効にすると

ツールキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、ト

ラックバー)を調べるよう指定します。無効にすると

オブジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう

指定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視

されます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクト

の作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が

検査されることを指定します。無効にすると、フレー

ムワーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べ

るよう指定します。無効にするとオブジェクト名は無

視されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェク

トの一意の識別子)が検査されることを指定します。

無効にすると、オートメーション ID は無視されま

す。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査され

ることを指定します。無効にすると、ロールタイプは

無視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた

説明)が検査されることを指定します。無効にする

と、説明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる

一連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定し

ます。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別

子。一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に

役立ちます)を調べることを指定します。無効にする

と、発生は無視されます。 
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If 

異なる条件に応じて異なる動作を実行する場合こちらのアクションを使用します。 

たとえば、タスクがファイルが存在するかどうかを確認し、その結果に応じて異なる動作を実行します。 

 

注意:すべての[If]アクティビティは、ブロックの終了時点に[End if]ステップが続く必要があります。 

デフォルトでは[If]アクティビティがタスクビルダーのステップに追加された際に、常に[End if]ステップが続きま

す。そのため、結果が TRUE の際に実行する処理は[If]アクティビティと[End if]ステップの間に追加していきま

す。 

 

 

<If> 

条件式 

説明 

条件付で実行される一連のステップを開始します。このアクションと「If - Else」アクティビティは式の結果に応じ

てタスク内で異なる処理を行うことができる条件文です。結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップ

の直後のステップから「If - End If」アクティビティが発生するまでを実行します。結果が FALSE と判断された場

合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「If - End If」アクティビティの直後からタスクが続行され

ます。(または「If - Else」ステップが存在する場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「If - End If」ステ

ップまで実行されます。) 

 

用途 

異なる条件に応じて異なる処理を行うために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

式 テキスト はい (空白) 基本的な式を設定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・単純な条件式 - 2 つの値を入力し、それらの値を比較

します。プルダウンリストから等価演算しを選択するこ

とで簡単な式を設定できます 

・条件式の指定 - より複雑な式を入力することが可能で

す 

注 1:文字列はダブルクォーテーションで囲う必要があり

ます(”文字列”) 

例:%variable1 <> 0 AND variable2 = 3% 

・is equal to - A=B 

・is not equal to - A≠B 

・is greater than - A>B 

・is less than - A<B 

・is greater than or equal to - A≧B 

・is less than or equal to - A≦B 
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<If> 

直前のステップ 

説明 

直前のステップが成功したか、一般的な失敗か、特定のエラーのために失敗したかによってタスクフローを制御しま

す。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステ

ップの直後からタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

 

用途 

主に、エラー時に続行するよう設定されたステップでカスタムエラー処理を提供するために使用します。 

このアクティビティは直前のステップの結果に応じて条件付のステップを実行します。 

一般的には、直前のステップが失敗した場合に実行されるステップのブロックを提示するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

直前のステッ

プが次の場合 

テキスト

(選択式) 

はい 成功する 条件を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・成功 - 直前のステップが成功した場合、If ブロックを

実行します 

・失敗 - 直前のステップが一般的に失敗した場合(エラ

ーメッセージ生成の有無に関わらず)、If ブロックを実

行します 

・特定のエラーで失敗 - 直前のステップが「comma-

delimited list of error codes」で指定したエラーコードの

内の１つで失敗した場合、If ブロックを実行します 

エラーコード テキスト はい (空白) エラー発生時に直前のステップで生成されたエラーコー

ドを指定します。カンマで区切ることで複数のエラーコ

ードの入力が可能です(24007,30098,2004)。 

このパラメータは[直前のステップが次の場合]パラメー

タで[特定のエラーで失敗]が設定されている場合のみ使

用可能です。 
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<If> 

ピクセルの色 

説明 

指定されたピクセルが指定された状態であるかどうかを判断し、結果に応じて TRUE または FALSE を返します。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステ

ップの直後からタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

 

用途 

画面のグラフィックまたは領域が”チェックサム”のピクセルカラーと一致するかどうかを確認します。他の方法では

測定できないウィンドウの内容の微妙な変化を検出することが可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

If テキスト

(選択式) 

はい ピクセルの色

が一致する 

実行するピクセル条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ピクセルの色が一致する - ピクセルが X/Y 座標パラメ

ータで指定されたに値と一致する場合、IF ブロックが実

行されます 

・ピクセルの色が一致しない - ピクセルが X/Y 座標パラ

メータで指定されたに値と異なる場合、IF ブロックが実

行されます 

X 数字 はい (空白) 監視するピクセルの X 座標を指定します。 

ピクセル座標を指定するには[追加]ボタンを押し、マウ

スカーソルを目的の領域に移動し INSERT キーを押しま

す。複数のピクセル/カラーの組み合わせを指定するこ

とができます。 

Y 数字 はい (空白) 監視するピクセルの Y 座標を指定します。 

ピクセル座標を指定するには[追加]ボタンを押し、マウ

スカーソルを目的の領域に移動し INSERT キーを押しま

す。複数のピクセル/カラーの組み合わせを指定するこ

とができます。 

色 数字 はい (空白) X/Y 座標で指定されたピクセルに対応する色を指定しま

す。ピクセルカラー指定するには[追加]ボタンを押し、

マウスカーソルを目的の領域に移動し INSERT キーを押

します。複数のピクセル/カラーの組み合わせを指定す

ることができます。 
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フォアグラウ

ンドウィンド

ウ/ デスクト

ップ画面に相

対的な座標 

はい/いい

え 

いいえ はい 指定されたピクセル座標を参照するポイントを設定しま

す。 

・フォアグラウンドウィンドウに相対的な座標 - フォア

グラウンドウィンドウ(最前画面)の左上隅を基準に参照

します 

・デスクトップ画面に相対的な座標 - スクリーンの全サ

イズを基準に参照します 

 

  



184 

 

<If> 

テキスト 

説明 

目的のテキスト内に検索するテキストが含まれているかどうかを判断し、結果に応じて TRUE または FALSE を返し

ます。必要に応じて、このアクティビティは目的のテキストが検索するテキストで開始/終了するかどうかを判断し

ます。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

 

用途 

テキストの内容を確認し、検索するテキストが存在するかどうかにより条件付のアクションを実行します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

If テキスト

(選択式) 

はい 指定のテキス

トを含む 

文字がテキストに含まれるかどうかをチェックする条件

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・指定のテキストを含む - 検索するテキストが目的のテ

キスト内に含まれている場合、If ブロックが実行されま

す 

・指定のテキストを含まない - 検索するテキストが目的

のテキスト内に含まれていない場合、If ブロックが実行

されます 

・指定のテキストで始まる - 目的のテキストが検索する

テキストで開始している場合、If ブロックが実行されま

す 

・指定のテキストで終わる - 目的のテキストが検索する

テキストで終了している場合、If ブロックが実行されま

す 

ターゲットテ

キスト 

テキスト はい (空白) 検索対象テキストを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は変数名をパ

ーセント記号で囲んで入力します。(％VarName%) 

探すテキスト テキスト はい (空白) 目的のテキスト内で検索するテキストを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は変数名をパ

ーセント記号で囲んで入力します。(％VarName%) 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 
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正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると[ターゲットテキスト]に正規表現が

含まれます。 

[いいえ]に設定するとリテラルテキストが含まれます。 

 

注 1: エスケープシーケンス: 

\.*?+[{|()^$の文字の前にバックスラッシュ(\)をつけて

リテラルとみなす。 

エスケープは\Q…\E で回避可能(例:\Q リテラルテキス

ト\E)。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

見つかったテ

キストを変数

に格納する 

テキスト いいえ (空白) 検索されたテキストを取り込む既存の変数名を指定しま

す。 

このパラメータは[探すテキスト]に正規表現が入力され

た場合に便利です。 

一致したテキ

ストのインデ

ックスを変数

に設定する 

テキスト いいえ (空白) 検索されたテキストのインデックス位置を取り込む既存

の変数名を指定します。 
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<If> 

ウィンドウの存在 

説明 

ウィンドウの状態を判断し結果に応じて TRUE または FALSE を返します。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

必要に応じて、指定されたプロセスに関する複数の情報をデータセットに取り込みます。 

 

用途 

指定されたウィンドウがオープン、クローズ、フォーカスまたはバックグラウンドで実行されている場合に実行され

る条件付のステップを設定するために使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のウィンドウを選択するには以下手順を実施します: 

 1.ウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.ウィンドウの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。ウィンドウがこのアクティビティでサポートされてい

る場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のウィンドウプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、状態を判断するウィンドウのタイトルを示

します。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視さ

れます。このパラメータは部分一致を示すワイルドカー

ド(*または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]

と入力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウ

ィンドウがすべて表示されます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、状態を判断するウィンドウのクラスを示し

ます。無効にすると、ウィンドウクラスは無視されま

す。ウィンドウクラスは、システムがテンプレートとし

て使用してウィンドウを作成する一連の属性です。すべ

てのウィンドウはクラスのメンバーであり、プロセス固

有です。このパラメータは部分一致を示すワイルドカー

ド(*または?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と

入力すると、クラスに[Outlook]という語を含むウィン

ドウがすべて表示されます。 



187 

 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、状態を判断するウィンドウのハンドルを示

します。無効に設定すると、ウィンドウハンドルは無視

されます。ウィンドウハンドルは、ウィンドウを一意に

識別する数値コードです。 

アクセシビリ

ティ エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・インターネットエクスプローラ -Internet Explorer 

DOM(Document Object Model)で Web ページのオブジ

ェクト(テキスト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を

表すために使用されます 

コンディショ

ン 

テキスト

(選択式) 

はい ウィンドウが

存在している 

確認するウィンドウの状態の条件を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ウィンドウが存在している - ウィンドウが存在する

(または開いている)場合、IF ブロックは実行されます 

・ウィンドウが存在していない- ウィンドウが存在しな

い(または閉じている)場合、IF ブロックは実行されます 

・ウィンドウがフォーカスされている - ウィンドウが開

いていてフォーカスされている(またはフォアグラウン

ド)場合、IF ブロックは実行されます 

・ウィンドウがフォーカスされていない- ウィンドウが

開いているがフォーカスされていない(またはバックグ

ラウンド)場合、IF ブロックは実行されます 

子ウィンドウ はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、状態を判断するウィンドウが子ウ

ィンドウであることを指定します。子ウィンドウとは、

プログラムまたはアプリケーションの親(メイン)ウィン

ドウ上に表示される２次ウィンドウです。このパラメー

タは、１つの親ウィンドウに含まれる一連のウィンドウ

を含む MDI(Multi-Document Interface)アプリケーショ

ンに役立ちます。 
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ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。追加要素を認識するためには

[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 

  



189 

 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge によ

って提供されるコントロールタイプ)が検査されること

を指定します。無効にすると、ロールタイプは無視され

ます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、作成するデータセットの名前を指定しま

す。待機するウィンドウに関する情報が格納されます。

詳細は下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト このステップを実行させたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト このステップを実行させたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 このステップを実行させたウィンドウのハンドルを返します。 
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<If> 

プロセス 

説明 

プロセスの状態を判断し結果に応じて TRUE または FALSE を返します。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

ワイルドカードを使用して判断するプロセスを指定できます。必要に応じて、指定されたプロセスに関する複数の情

報をデータセットに取り込みます。 

 

用途 

通常、特定のプロセスが実行中であるかどうかを確認するために使用され、結果に応じて条件付ステップを実行しま

す。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

If テキスト

(選択式) 

はい プロセスが実

行中の間 

プロセスの状態を判断する条件を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・プロセスが実行中 - プロセスが実行中の場合、IF ブロ

ックが実行されます 

・プロセスが実行されていない - プロセスが実行されて

いない場合、IF ブロックが実行されます 

プロセス名で

検索 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、状態を判断するプロセスの実行可能なフ

ァイル名を指定します。 

このパラメータはワイルドカード(*または?)の使用が可

能です。フルパス(c:\FolderName\processName.exe)ま

たはファイル名のみ(processName.exe)のどちらでも指

定することができます。[プロセス ID で検索]が有効に

なっている場合、このパラメータは無視されます。 

プロセス ID

で検索 

数字 いいえ (空白) 有効な場合は、状態を判断するプロセスのプロセス ID

を指定します。 

[プロセス名で検索]パラメータが有効になっている場

合、このパラメータは無視されます。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) 実行中のプロセスに関連する情報を組み込むデータセッ

トの名前を設定します。このフィールドの詳細は下記の

『データセット』を参照してください。 

 

  



192 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

テキスト

(選択式)  

- - 有効な場合、状態を判断するプロセスがローカルマシン

に存在することを指定します。 

このパラメータを選択すると、[リモート コンピュータ

ー]パラメータが無効になります。 

これは設計時にのみ使用されるビジュアルモードのパラ

メータです。 

リモートコン

ピューター 

テキスト

(選択式)  

- - 有効な場合、状態を判断するプロセスがリモートマシン

に存在することを指定します。 

以下のパラメータを設定します。 

・コンピューター - 状態を判断するプロセスを含むリモ

ートマシンのホスト名または IP アドレス 

・ドメイン - 状態を判断するプロセスを含むリモートマ

シンのドメイン名 

・ユーザー名 - 状態を判断するプロセスを含むリモート

マシンにログオンするために使用するユーザー名 

・パスワード - [ユーザーネーム]フィールドに入力され

たユーザー名に対応するパスワード 

 

データセット(割り当てられたデータセット名が”theDataset”である場合 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.ProcessName テキスト プロセスの「.exe」ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.ProcessID 数字 プロセスの ID を返します。 

theDataset.WindowTitle テキスト プロセスのメインウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.WindowClass テキスト プロセスのメインウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.WindowHandle 数字 プロセスのメインウィンドウのハンドルを返します。 
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<If> 

LDAP オブジェクト 

説明 

指定されたパスに LDAP オブジェクトが存在する場合、タスクの実行を次に進めることができます。 

それ以外の場合、タスクの実行は次の「Else」または「Else if」ステップに進みます。 

 

用途 

Active Directory オブジェクトが存在するかどうかに応じて特定のアクションを実行するための条件付ステップとし

て使用します。たとえば、オブジェクトが存在する場合は「Active Directory - オブジェクトを移動する」アクティビ

ティを実行してオブジェクトを移動したり、「Active Directory - オブジェクトの削除」アクティビティを実行してオ

ブジェクトを削除したりします。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 親 Active Directory コンテナの LDAP(Lightweight 

Directory Access Protocol)パスを指定します。通常は、

ディレクトリサーバー上のディレクトリデータツリーの

ルートの一番上のコンテナまたは rootDSE パスです。 

[コンテナーを選択]ボタンをクリックすると、Active 

Directory コンテナの選択を可能にする Windows ダイア

ログボックスが開きます。 

タイプ テキスト

(選択式) 

はい ユーザー 検索する Active Directory オブジェクトの種類を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - Active Directory オブジェクトのユーザー

オブジェクトの存在を確認します 

・グループ - Active Directory オブジェクトのグループ

オブジェクトの存在を確認します 

・コンピューター - Active Directory オブジェクトのコ

ンピューターオブジェクトの存在を確認します 

・組織単位 - Active Directory オブジェクトの組織単位

オブジェクトの存在を確認します 

・プリンター - Active Directory オブジェクトのプリン

ターオブジェクトの存在を確認します 

名前 テキスト はい (空白) 検索する Active Directory オブジェクトの名前を指定し

ます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。 

「S*」と入力するとアクティブなディレクトリに S で始

まる名前のオブジェクトが返されます。 
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認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい Default 使用する Active Directory の認証情報を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトのシステム認証メカニズムを使用

します 

・None - LDAP プロバイダで基本認証(単純バインド)を

使用します 

・Secure - セキュアな認証を要求します。このフラグが

設定されている場合、WinNT プロバイダは NTLM を使

用してクライアントを認証します。Active Directory ド

メインサービスは、Kerberos と NTLM を使用してクラ

イアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、メッセージが通過中に

変更されていないことを確認するために、暗号署名をメ

ッセージに添付します 

・SecureSocketsLayer - メッセージに暗号署名を添付し

て、送信者を識別し、メッセージが通過中に変更されて

いないことを確認します。Active Directory ドメインサ

ービスでは、SSL(Secure Sockets Layer)暗号化をサポー

トするために証明書サーバーをインストールする必要が

あります 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダの場合、ADSI は

ドメインコントローラに接続しようとします。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、書

き込み不能なサーバーがサーバーレスバインディングに

必要ないことを示します 

・Anonymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI が Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティを照会しようとしないこと

を指定します。したがって、すべての ADSI オブジェク

トでサポートされている基本インターフェイスのみが公

開されます 

・Signing - データの整合性を検証し、受信したデータが

送信されたデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、Secure フラグも設定する必要がありま

す 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。シーリングを使用するには、Secure フラグも設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)を有効にして、ドメイン間でオブジェクトを

移動するために必要なユーザーのセキュリティコンテキ

ストを委任します 
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・ServerBind -  ADsPath にサーバー名が含まれている

場合は、LDAP プロバイダを使用するときにこのフラグ

を指定します。ドメイン名を含むパスまたはサーバーレ

スパスには、このフラグを使用しないでください。この

フラグを指定せずにサーバー名を指定すると、不要なネ

ットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Active Directory ユーザーのユーザー名を指定します。 

注 1:ログオンユーザーの認証情報を使用するにはユーザ

ー名とパスワードを空白のままにします。Active 

Directory 情報にのみアクセスする場合は、どのドメイ

ンユーザーも有効です。ただし、Active Directory ユー

ザーまたはグループを変更するにはドメイン管理者が必

要です。すべての AutoMate Active Directory アクショ

ンに対してドメイン管理者の認証情報を使用することを

お勧めします 

パスワード テキスト はい (空白) Active Directory ユーザーのパスワードを指定します。 

注 1:ログオンユーザーの認証情報を使用するにはユーザ

ー名とパスワードを空白のままにします。Active 

Directory 情報にのみアクセスする場合は、どのドメイ

ンユーザーも有効です。ただし、Active Directory ユー

ザーまたはグループを変更するにはドメイン管理者が必

要です。すべての AutoMate Active Directory アクショ

ンに対してドメイン管理者の認証情報を使用することを

お勧めします 
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<If> 

ファイルの存在 

説明 

ファイルの存在を判断し、結果に応じて TRUE または FALSE を返します。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。)ワイルドカード(*または?)をサポートします。 

 

用途 

ファイルの状態に基づいて条件付ステップを実行するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

If テキスト はい ファイルの存

在 

実行するファイル条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイルの存在 - ファイルが存在する場合は TRUE に

なります 

・ファイルが存在していない- ファイルが存在しない場

合は TRUE になります 

・ファイルにアクセスできる - ファイルが存在し、現在

アクセス可能な場合は TRUE になります 

(ロック状態ではない(別のアプリで使用されている)場

合にアクセス可能) 

・ファイルにアクセスできない- ファイルが存在し、現

在アクセスできない(ロック状態)場合は TRUE になりま

す 

ファイル テキスト はい (空白) 判断するファイルのフルパスとファイル名を指定しま

す。ワイルドカード(*または?)がサポートされていま

す。たとえば、すべてのテキストファイルを指定するに

は「c:\folder\*.txt」と入力します。 

データセット

を作成して結

果情報を設定

する(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を設定します。このステッ

プで If ブロックを実行させたファイルに関する情報が格

納されます。標準フィールドに加えて、このデータセッ

トは下記の『データセット』にリストされたフィールド

も含みます。 
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ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを省略します。 

ファイル名またはワイルドカード(*または?)を使用でき

ます。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定で

きます(例:*.txt|*.bak)。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より新しいファイルのみを判断し

ます。 

このパラメータを空白のままにするか指定しない場合、

ファイルの日付は無視されます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より古いファイルのみを判断しま

す。 

このパラメータを空白のままにするか指定しない場合、

ファイルの日付は無視されます。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ファイル]パラメータで指定したマスクと一致するファ

イルを検索します。[いいえ]の場合、サブフォルダは無

視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると読み取り専用属性のファイルが含まれ

ます。 

オフを選択すると読み取り専用属性でないファイルが含

まれます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとアーカイブ属性のファイルが含まれま

す。 

オフを選択するとアーカイブ属性でないファイルが含ま

れます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとシステム属性のファイルが含まれま

す。 

オフを選択するとシステム属性でないファイルが含まれ

ます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると隠し属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると隠し専用属性でないファイルが含まれ

ます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると圧縮属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると圧縮属性でないファイルが含まれま

す。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると暗号化属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると暗号化属性でないファイルが含まれま

す。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Name テキスト ファイルの名前を返します。 

theDataset.Size 数字 ファイルのサイズを返します。 

theDataset.CreatedOn 日付 ファイルの作成日を返します。 

theDataset.ModifiedOn 日付 ファイルが最後に変更された日付を返します。 

theDataset.AccessedOn 日付 ファイルが最後にアクセスされた日付を返します。 

theDataset.IsFolder はい/いいえ ファイルがフォルダの場合は YES を返します。そうでない場合は

NO を返します。 

theDataset.IsReadOnly はい/いいえ ファイルの属性が読み取り専用属性に設定されている場合は YES

を返します。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsArchive はい/いいえ ファイルの属性が Archive に設定されている場合は YES を返しま

す。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsSystem はい/いいえ ファイルの属性が System に設定されている場合は YES を返しま

す。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsHidden はい/いいえ ファイルの属性が「非表示」に設定されている場合は YES を返し

ます。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsCompressed はい/いいえ ファイルが圧縮されている場合は YES を返します。そうでない場

合は NO を返します。 

theDataset.IsAccessible はい/いいえ ファイルがアクセス可能の場合は YES を返します。そうでない場

合は NO を返します。 
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<If> 

フォルダーの存在 

説明 

フォルダの存在を判断し、結果に応じて TRUE または FALSE を返します。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。)ワイルドカード(*または?)をサポートします。 

 

用途 

フォルダが存在する(または存在しない)かどうかをチェックし、結果に応じて条件付ステップを実行するために使用

します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

If テキスト

(選択式) 

はい フォルダーが

存在している 

実行するフォルダ条件を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・フォルダーが存在している - フォルダが存在する場合

に IF ブロックが実行されます 

・フォルダーが存在していない- フォルダが存在しない

場合に IF ブロックが実行されます 

フォルダー テキスト はい (空白) 判断するフォルダのフルパスとフォルダ名を指定しま

す。ワイルドカード(*または?)がサポートされていま

す。たとえば、「log」という単語を含むすべてのフォル

ダを指定するには「c:\*log*\」と入力します。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するフォルダを省略します。 

フォルダ名またはワイルドカード(*または?)を使用でき

ます。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定で

きます(例:*.txt|*.bak)。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より新しい作成日のフォルダのみ

を判断します。 

このパラメータを空白のままにするか指定しない場合、

フォルダの日付は無視されます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より古い作成日のフォルダのみを

判断します。 

このパラメータを空白のままにするか指定しない場合、

フォルダの日付は無視されます。 
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サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[フォルダー]パラメータで指定したマスクと一致するフ

ォルダを検索します。[いいえ]の場合、サブフォルダは

無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 

 

 

ファイル フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると読み取り専用属性のフォルダが含まれ

ます。 

オフを選択すると読み取り専用属性でないフォルダが含

まれます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとアーカイブ属性のフォルダが含まれま

す。 

オフを選択するとアーカイブ属性でないフォルダが含ま

れます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとシステム属性のフォルダが含まれま

す。 

オフを選択するとシステム属性でないフォルダが含まれ

ます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると隠し属性のフォルダが含まれます。 

オフを選択すると隠し専用属性でないフォルダが含まれ

ます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると圧縮属性のフォルダが含まれます。 

オフを選択すると圧縮属性でないフォルダが含まれま

す。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると暗号化属性のフォルダが含まれます。 

オフを選択すると暗号化属性でないフォルダが含まれま

す。 
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<If> 

ファイルの比較 

説明 

指定した条件を使用して２つのファイルを比較し、値が一致する場合は TRUE、一致しない場合は FALSE を返しま

す。 

結果が TRUE と判断された場合、タスクはこのステップの直後のステップから「End if」ステップが発生するまでを

実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックはスキップされ、「End if」ステップの直後か

らタスクが続行されます。 

(または「Else」ステップが発生した場合、そのステップブロックが代わりに実行され、「End if」ステップまで実行

されます。) 

 

用途 

ファイル比較の結果に応じて、タスクの過程でさまざまなアクションを実行します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル A テキスト はい (空白) [ファイル B]パラメータで指定されたファイルと比較す

るファイルのパスとファイル名を指定します。 

フォルダのアイコンをクリックして目的のファイルに移

動するか、テキストボックスに手動で入力します。 

ファイル B テキスト はい (空白) [ファイル A]パラメータで指定されたファイルと比較す

るファイルのパスとファイル名を指定します。 

フォルダのアイコンをクリックして目的のファイルに移

動するか、テキストボックスに手動で入力します。 

比較タイプ テキスト

(選択式) 

はい サイズ ２つのファイルを比較する際に使用する基準を設定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・サイズ - ファイルサイズが比較されます 

・CRC/ハッシュ - チェックサムアルゴリズムが比較さ

れます 

・作成日 - 作成日が比較されます 

・変更日 - 最後に変更された日付が比較されます 

・最後のアクセス日 - 最後にアクセスした日付が比較さ

れます 

・属性 - ファイル属性が比較されます 
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チェックサ

ム アルゴリ

ズム 

テキスト

(選択式) 

[CRC/ハ

ッシュ]時

のみ必須 

CRC ２つのファイルを比較する際に使用するアルゴリズムを

指定します。 

このパラメータは[比較タイプ]パラメータで[CRC/ハッ

シュ]に設定されている場合のみ使用可能です。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC 

・MD5  

・SHA 

・SHA256 

・SHA385 

・SHA512 
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<If> 

Else 

説明 

条件が FALSE を返す場合のみ代替ブロックを提供する[If]アクティビティと一緒に使用します。 

 

用途 

[If]アクティビティと組み合わせてよく使用します。 

このアクティビティは[If]アクティビティの式の結果に応じてタスク内の過程でさまざまなアクションを実行できる

条件付ステップです。 

[If]アクティビティの結果が TRUE と判断された場合、タスクはそのステップの直後のステップから[End if]ステッ

プが発生するまでを実行します。 

結果が FALSE と判断された場合、このステップで定義されたブロックが代わりに実行され、[End if]ステップまで実

行されます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<If> 

End If 

説明 

直前の[If]アクティビティが TRUE を返す場合に実行されるステップブロックの終了を示します。 

[If]アクティビティが FALSE を返し、[Else]アクティビティが発生した場合は、[Else]のステップの終了を示しま

す。 

 

用途 

If…Else ブロックのステップを終了するために使用します。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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Loop 

特定の条件に達するまで、または所定の条件が TRUE である間、継続的に所定回数繰り返す処理を行う場合にこち

らのアクションを使用します。「Loop」-「End Loop」ブロック内に配置された一連のステップを繰り返し実行でき

るようにすることで、プログラミングにおけるループの概念と同じ概念に従います。 

 

 

<Loop> 

範囲 

説明 

指定された数字の範囲をループします。 

インデックス変数は必要に応じて現在のループ数を更新できます。ループは、カウンターが指定された数に達した

後、または[Break]と遭遇した後に終了します。 

 

用途 

一連のステップを何度も繰り返し実行するために使用します。ループカウンタやループ変数により、繰り返し実行さ

れているステップの順序を明示的に知ることが可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

開始インデ

ックス 

数字 はい 1 ループプロセスが開始されてからカウントを開始する数

字を指定します。 

注１:開始インデックスが 1,終了が 5 の場合は 5 回ルー

プ、開始インデックスが 0,終了インデックスが 5 の場合

は 6 回ループ 

終了インデ

ックス 

数字 はい 1 ループする回数を決定する際にカウントする数字を設定

します。 

注１:開始インデックスが 1,終了が 5 の場合は 5 回ルー

プ、開始インデックスが 0,終了インデックスが 5 の場合

は 6 回ループ 

繰り返し毎

にインデッ

クスを以下

の数増分す

る 

数字 いいえ 1 有効な場合、[開始インデックス]から[終了インデック

ス]をループするときにインデックスに増加される数を

指定します。[開始インデックス]を１、[終了インデッ

クス]を 10 に設定し、[繰り返し毎にインデックスを以

下の数増分する]を 2 に設定した場合、５回ループしま

す。 

注 1: プログラミング(Java)でいう「i=i+2」 

現在のイン

デックスを

変数に格納

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、現在のカウンター値を取り込む既存の変数

名を指定します。このパラメータは[開始インデックス]

に設定された数から開始され、[繰り返し毎にインデッ

クスを以下の数増分する]に設定された数増加しながら

[終了インデックス]に設定された数に達するまで実行さ

れます。 
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<Loop> 

式 

説明 

指定された式が TRUE である場合にループします。ループするたびに式は再判断されます。ループは、条件が満た

された後、または[Break]に遭遇した後に終了します。 

 

用途 

条件が満たされるまで一連のステップを繰り返し実行するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

式 テキスト

(選択式) 

はい 条件式が満た

されている間

ループする 

式が TRUE の場合、または TRUE になるまでループを

続行するかどうかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・条件式が満たされている間ループする - 式が TRUE の

場合、ループを実行します(例:X が５のときに実行) 

・条件式が満たされるまでループする - 式が TRUE にな

るまでループを実行します(例:X が５になるまで実行) 

条件式 テキスト はい (空白) 各ループで判断されるべき式を指定します。 

注 1: 例「thenumber=5」 
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<Loop> 

データセット 

説明 

指定されたデータセットの行をループします。各ループで一連のステップが実行され、データセットの現在の行が増

加されます。ループは、データセットの最終行に達したとき、または[Break]に遭遇した後に終了します。 

 

用途 

データセット(複数列、複数行の変数)のレコード(行)を介して一連のステップをループするために使用します。各ル

ープではデータセット内の現在のレコード(行)が最後のレコードに達するまで増加され、最終レコードに達した時点

でループが終了します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット テキスト はい (空白) ループするデータセット名を指定します。 

注 1: 特定の列を指定する場合データセット名の後に列

名を指定します(％datasetname.columname％) 

ループの開始

行を指定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、データセットのループを開始するレコー

ド(行)を指定します。指定された行の前に存在する行は

すべてスキップされます。 

ループの終了

行を指定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合は、データセットのループを終了するレコー

ド(行)を指定します。無効にするとデータセットの最終

行までループが続行されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ループの順序 テキスト

(選択式) 

いいえ 元の並び順 ループが開始する前にデータセット値に適用されるソー

ト順を指定します。昇順または降順が指定されている場

合、ソートを有効にする列名も指定する必要がありま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・元の並び順 - アルファベット順にソートされません 

・アルファベット昇順 - アルファベットの昇順にソート

されます(A-Z) 

・アルファベット降順- アルファベットの降順にソート

されます(Z-A) 

列の順序 数字 いいえ (空白) 並べ替えるデータセットの列名を指定します。 

このパラメータは[ループの順序]が[アルファベット昇

順]または[アルファベット降順]に設定されているとき

のみ使用可能です。 
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<Loop> 

配列 

説明 

指定された配列をループし、指定された変数に要素を設定します。このアクティビティでは、配列を横方向または縦

方向(行単位、列単位)にループすることができます。また、任意のサイズの配列をサポートし、配列名と現在のイン

デックスをデータセットに格納することも可能です。 

 

用途 

配列内のデータの各要素に対して１つ以上の操作を実行します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

配列 テキスト はい (空白) ループする配列名を指定します。 

配列は「配列 – 作成」と「配列 – セット」アクティビテ

ィを使用して作成します。 

変数に現在の

要素値を設定

する 

テキスト はい (空白) 各ループで配列のデータ要素を取り込む既存の変数名を

指定します。 

データセット

に配列のイン

デックスを格

納する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、配列名と現在のインデックスを取り込むデ

ータセット名を設定し、データセットを作成します。 

インデックス

を 0 から開

始する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、インデックスは０から始まりま

す。 

[いいえ]に設定すると、インデックスは１から始まりま

す。 

ループ順序

(多次元配列) 

数字 いいえ 最初の次元を

最初にする(水

平) 

ループの方向を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・最初の次元を最初にする(水平) - ループは行単位で実

行されます(横方向) 

・最後の次元を最初にする(垂直) - ループは列単位で実

行されます(縦方向) 
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<Loop> 

Break 

説明 

Loop を中断します。 

 

用途 

特定の条件が発生した場合、[Loop]アクティビティで開始したループから抜け出すために使用します。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<Loop> 

End loop 

説明 

[Loop]アクティビティによってループされるステップのブロックの終了を示します。 

 

用途 

実行時にループされるステップブロックの終了を示すために、[Loop]アクティビティと併用します。 

デフォルトでは[Loop]アクティビティがタスクビルダーのステップに追加された際に、自動的に[End loop]ステップ

が追加されます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<Loop> 

ファイル 

説明 

ディレクトリに含まれるファイルをループし、変数に現在のファイルの名前を設定します。ループはすべてのファイ

ル名が取得された後、または[Break]に遭遇した後に終了します。 

 

用途 

現在の日付を含むようにすべてのサブフォルダ名を変更する、すべてのイメージファイルを特定のサイズにサイズ変

更するなど指定されたディレクトリに含まれるすべてのファイルやサブフォルダで１つ以上のアクティビティを実行

します。 

このアクティビティでは、検索に含めるファイルを指定する際、ワイルドカード(*または?)を使用できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォルダー テキスト はい (空白) ファイルをスキャンするフォルダを指定します。 

ループはこのフォルダ内のファイルやサブフォルダ内で

実行されます。ワイルドカード(*または?)がサポートさ

れています。 

たとえば「c:\myFolder\*.txt」と入力すると

c:\myFolder\に含まれるすべてのテキストファイルがス

キャンされます。 

変数にファ

イル名を設

定する 

テキスト はい (空白) 各ループ中に次のファイル名を取り込む既存の変数名を

指定します。 

モード テキスト

(選択式) 

いいえ ファイル ループするファイルの種類を指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・ファイル - ループはファイルに対してのみ実行されま

す。サブフォルダは無視されます 

・フォルダー - ループはサブフォルダのみ実行されま

す。ファイルは無視されます 

・ファイルとフォルダー - ループはファイルとサブフォ

ルダの両方で実行されます 

データセッ

トを作成し

て結果情報

を設定する

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) ループされているファイルに関する情報を格納するデー

タセットを作成し、データセット名を設定します。フィ

ールドの詳細は下記の『データセット』を参照してくだ

さい。 

並べ替え テキスト

(選択式) 

いいえ リストをソー

トしない 

[並べ替えるフィールド]パラメータで選択したフィール

ドを基準にファイルを配置する順序を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・リストをソートしない - ファイルは並び替えられませ

ん 

・リストを昇順で並べ替える - ファイルは昇順に並べ替

えられます 
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・リストを降順で並べ替える - ファイルは降順に並べ替

えられます 

並べ替える

フィールド 

テキスト

(選択式) 

いいえ ファイル名 ソートを適用するフィールドを指定します。 

このパラメータは[並べ替え]パラメータが[リストを昇

順で並び替える]または[リストを降順で並び替える]に

設定されている場合のみ使用できます。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・ファイル名 - ファイル名にソートが適用されます 

・作成日 - 作成日にソートが適用されます 

・変更日 - 最終変更日にソートが適用されます 

・サイズ - ファイルサイズにソートが適用されます 

パス情報を

含まない (フ

ァイル名の

み) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると変数またはデータセットにパス情報

(ドライブおよびフォルダ名)が返されるのではなく、フ

ァイル名のみが返されます。 

[いいえ]に設定するとファイルのフルパスと名前が返さ

れます。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) ループから省略する必要があるファイルを指定するため

のワイルドマスクを指定します。 

ワイルドカード(*または?)を使用できます。複数のエン

トリはパイプ記号(|)で区切って指定できます

(例:*.txt|*.jpg)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値を正規表現として扱うように指定します。 

[いいえ]に設定すると、値は通常の形式で表示されま

す。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効にすると、指定された日付/時刻より新しいファイ

ルに対してのみこのアクションが実行されます。 

このパラメータを空白のままにするか無効にすると、フ

ァイルの日付は無視されます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効にすると、指定された日付/時刻より古いファイル

に対してのみこのアクションが実行されます。 

このパラメータを空白のままにするか無効にすると、フ

ァイルの日付は無視されます。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したフォルダにサブフォルダ

が存在する場合、サブフォルダ内のファイルまたはフォ

ルダがループに含まれるように指定します。[いいえ]の

場合、サブフォルダは無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 
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ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると読み取り専用属性のファイルが含まれ

ます。オフを選択すると読み取り専用属性でないファイ

ルが含まれます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとアーカイブ属性のファイルが含まれま

す。オフを選択するとアーカイブ属性でないファイルが

含まれます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択するとシステム属性のファイルが含まれま

す。オフを選択するとシステム属性でないファイルが含

まれます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると隠し属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると隠し専用属性でないファイルが含まれ

ます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると圧縮属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると圧縮属性でないファイルが含まれま

す。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 オンを選択すると暗号化属性のファイルが含まれます。 

オフを選択すると暗号化属性でないファイルが含まれま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Name テキスト ファイルの名前を返します。 

theDataset.Size 数字 ファイルのサイズを返します。 

theDataset.CreatedOn 日付 ファイルの作成日を返します。 

theDataset.ModifiedOn 日付 ファイルが最後に変更された日付を返します。 

theDataset.AccessedOn 日付 ファイルが最後にアクセスされた日付を返します。 

theDataset.IsFolder はい/いいえ ファイルがフォルダの場合は YES を返します。そうでない場合は NO

を返します。 

theDataset.IsReadOnly はい/いいえ ファイルの属性が読み取り専用属性に設定されている場合は YES を返し

ます。そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsArchive はい/いいえ ファイルの属性が Archive に設定されている場合は YES を返します。そ

うでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsSystem はい/いいえ ファイルの属性が System に設定されている場合は YES を返します。そ

うでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsHidden はい/いいえ ファイルの属性が「非表示」に設定されている場合は YES を返します。

そうでない場合は NO を返します。 

theDataset.IsCompressed はい/いいえ ファイルが圧縮されている場合は YES を返します。そうでない場合は

NO を返します。 

theDataset.IsAccessible はい/いいえ ファイルがアクセス可能の場合は YES を返します。そうでない場合は

NO を返します。 
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<Loop> 

ファイル コンテンツ 

説明 

指定されたテキストファイルの内容をループし、変数に現在の区切り文字列を設定します。ループはすべてのファイ

ルが取得された後、または[Break]に遭遇した後に終了します。 

 

用途 

テキストファイル内の各区切り項目に対して１つ以上のアクティビティを実行します。このアクティビティは「ファ

イル システム - ファイルからの読込み」と「Loop - List」アクティビティを簡潔に１つのループ構造にまとめたもの

です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル テキスト はい (空白) ループするデータを含むファイルのパスとファイル名を

指定します。 

変数にファイ

ルデータを設

定する 

テキスト はい (空白) 各ループで[エンコーディング]で指定する区切り文字列

を使用して取り込む既存の変数名を指定します。 

エンコーディ

ング 

テキスト

(選択式) 

いいえ ANSI ループするファイルの種類を指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・ANSI - 米国版 Microsoft Window に同梱されている標

準文字です( 半角英数字) 

・Unicode - 世界のほとんどで表現されているテキスト

の文字コードです。業界標準です 

・Unicode ビッグエンディアン - 上位バイトを下位番地

の数値として扱う文字コードです 

・UTF-8 - Unicode のすべての文字を表す可変幅の文字

コードです。ASCII との後方互換性を考慮して設計され

ています 

注 1: 「あ」の場合、 

Unicode → 30 42 

Unicode big endian → 42 30 

UTF-8 → E3 81 82 

区切り記号 テキスト

(選択式) 

いいえ 改行 (\n) ループするテキストの各文字列を区切るために使用する

文字を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・カンマ - カンマで区切ります(a,b,c) 

・改行(\n) - 改行で区切ります 

・セミコロン - セミコロンで区切ります(a;b;c) 

・Space - スペースで区切ります(a b c) 

・Tab - タブで区切ります 

・カスタム - 区切り文字をカスタマイズします[カスタ

ム区切り文字]パラメータに使用する区切り文字を定義

します。 
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カスタム区切

り文字 

テキスト いいえ (空白) 任意の区切り文字を指定します。 

このパラメータは[区切り記号]パラメータで[カスタム]

が指定された場合にのみ使用可能です。 
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<Loop> 

プロセス 

説明 

現在実行されているプロセス(アプリケーション)をループし、変数に現在のプロセスのファイル名を設定します。 

ループごとに次のプロセスファイル名が検索されます。すべてのプロセスファイルが取得された後、または

「Break」が発生したときに終了します。必要に応じて、プロセス情報をデータセットに取り込むことが可能です。 

 

用途 

システム上で実行されている１つ以上のプロセス(アプリケーション)で１つ以上のアクティビティを実行するために

使用します。 

たとえば、管理者は実行中のプロセスの各インスタンスのプロセス ID を取得できます。この番号は、プロセスの優

先度を調整する、またはプロセスを完全に終了させるなど、プロセスを操作できるさまざまな関数呼び出しパラメー

タとして使用可能です。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセス名を

変数に格納す

る 

テキスト はい (空白) 各ループで次のプロセス名を取り込む既存の変数名を指

定します。 

パス情報を破

棄する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、フォルダパスが戻りから削除さ

れ、ファイル名だけが返されます。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) プロセスデータを格納するデータセットを作成し、デー

タセット名を指定します。 

詳細は下記の『データセット』を参照してください。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセスを

含める 

テキスト いいえ (空白) ループに含めるプロセス名を指定するワイルドカードマ

スクを指定します。ワイルドカード(*または?)が使用可

能です。たとえば[*explorer*]と入力した場合、

[explorer]を含むプロセスのみをループします。複数の

ワイルドカードマスクを指定するにはパイプ記号(|)で区

切ります。(*.txt|*.jpg) 

プロセスを

除外する 

テキスト いいえ (空白) ループ内で省略するプロセス名を指定するワイルドカー

ドマスクを指定します。ワイルドカード(*または?)が使

用可能です。たとえば[*notepad*]と入力した場合、

[notepad]を含むプロセスを省略します。複数のワイル

ドカードマスクを指定するにはパイプ記号(|)で区切りま

す。(*.txt|*.jpg) 
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事前ソート

リスト 

テキスト

(選択式) 

いいえ 並び替えしな

い 

ループの開始前にプロセスのリストに適用されるソート

順を指定します。使用可能はオプションは次のとおりで

す。 

・並び替えしない - 並び替えられません 

・アルファベット昇順に並べ替える - アルファベットの

昇順に並び替えられます(A-Z) 

・アルファベット降順に並び替える - アルファベットの

降順に並び替えられます(Z-A) 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコ

ンピュータ

ー 

テキスト

(選択式)  

- はい 有効な場合、待機するプロセスがローカルマシンに存在

することを指定します。 

このパラメータを選択すると、[リモート コンピュータ

ー]パラメータが無効になります。 

これは設計時にのみ使用されるビジュアルモードのパラ

メータです。 

リモートコ

ンピュータ

ー 

テキスト

(選択式)  

- (空白) 有効な場合、待機するプロセスがリモートマシンに存在

することを指定します。 

以下のパラメータを設定します。 

・コンピューター - 待機するプロセスを含むリモートマ

シンのホスト名または IP アドレス 

・ドメイン - 待機するプロセスを含むリモートマシンの

ドメイン名 

・ユーザー名 - 待機するプロセスを含むリモートマシン

にログオンするために使用するユーザー名 

・パスワード - [ユーザーネーム]フィールドに入力され

たユーザー名に対応するパスワード 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.ProcessName テキスト プロセスの「.exe」ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.ProcessID 数字 プロセスの一意の ID を返します。 

theDataset.WindowTitle テキスト プロセスのメインウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.WindowClass テキスト プロセスのメインウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.WindowHandle 数字 プロセスのメインウィンドウのハンドルを返します。ウィンドウハ

ンドルは、ウィンドウを一意に識別するコードです。 
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<Loop> 

値 

説明 

指定されたレジストリーキーの項目をループします。 

 

用途 

指定されたレジストリーキーのすべての項目に対し何らかのアクションを実行します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー

キー 

テキスト はい (空白) レジストリーキーを指定します。フォルダアイコンから

選択することも可能です。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) レジストリーキーの情報を取り込む dataset 名を指定し

ます。 
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<Loop> 

リスト 

説明 

区切られた項目をリスト内でループします。 

現在のインデックス変数は、リスト内の次の項目で更新されます。各ループで、リスト内の現在の項目が返されま

す。ループは区切られた項目の最後まで取得した後、または[Break]が発生したときに終了します。 

 

用途 

区切り文字のテキストに対して操作を行うために「ファイル システム - ファイルからの読込み」アクティビティと組

み合わせて使用します。 

これらのアクションを１つにまとめた「Loop - ファイルコンテンツ」アクティビティの使用が望ましい場合がありま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト テキスト はい (空白) ループするデータのリストを指定します。 

変数にリスト 

アイテムを設

定する 

テキスト はい (空白) 現在のリスト項目を設定する変数の名前を指定します。

この変数にはリスト内の次の項目が設定されます。 

区切り記号 テキスト

(選択式) 

いいえ カンマ ループするテキストの各文字列を区切るために使用する

文字を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・カンマ - カンマで区切ります(a,b,c) 

・改行 - 改行で区切ります 

・セミコロン - セミコロンで区切ります(a;b;c) 

・Space - スペースで区切ります(a b c) 

・Tab - タブで区切ります 

・カスタム - 区切り文字をカスタマイズします[カスタ

ム区切り文字]パラメータに使用する区切り文字を定義

します。 

カスタム区切

り文字 

テキスト いいえ (空白) 任意の区切り文字を指定します。 

このパラメータは[区切り記号]パラメータで[カスタム]

が指定された場合にのみ使用可能です。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

出力リスト

のソート順 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし ループの開始前にリストに適用するソート順を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・なし - 並び替えられません 

・アルファベット昇順- アルファベットの昇順に並び替

えられます(A-Z) 

・アルファベット降順 - アルファベットの降順に並び替

えられます(Z-A) 

 



220 

 

<Loop> 

リストコントロール 

説明 

リストボックスまたはリストビューの項目をループし、変数に現在の項目のテキストを設定します。ループは、すべ

ての要素が閲覧された後、または[Break]が発生したときに終了します。 

 

重要:標準の Windows リストコントロールのみがこのアクティビティで動作します。多くのアプリケーションでは、

リストコントロールのように動作するイメージやその他のコントロールが使用されますが Windows コントロールで

はないため、このアクティビティは機能しません。 

 

用途 

リストボックスまたはリストビュー内のすべての項目に対し何らかのアクションを実行します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にアイテ

ムテキストを

格納する 

テキスト はい (空白) ノードのキャプションテキストを取り込む既存の変数名

を指定します。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウのタ

イトルは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからタイトルを選択するか、テ

キストボックスに手動でタイトルを入力します。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 
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ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のクラスを示します。無効にすると、ウィンドウクラス

は無視されます。下矢印をクリックして表示されるドロ

ップダウンリストからウィンドウクラスを選択するか、

テキストボックスに手動でウィンドウクラスを入力しま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入

力すると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンド

ウがすべて表示されます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンドウ

のハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィン

ドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタンス

と区別する場合に使用します。 

アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

オブジェク

トプロパテ

ィ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内

のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。 

ウィンドウまたは一致するオブジェクトを正確に指定す

るために追加の特性を定義することが可能です。特定の

プロパティを有効/無効にするには関連するチェックボ

ックスをオンまたはオフにします。値を変更する場合は

[値]フィールドに目的の値を入力します。「参照」ボタ

ンをクリックするとオブジェクトブラウザダイアログが

開きます。このダイアログを使用すると、特定のウィン

ドウに関する追加条件を検索できます。 
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Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

AutomationI

d 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge に

よって提供されるコントロールタイプ)が検査されるこ

とを指定します。無効にすると、ロールタイプは無視さ

れます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 
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Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInPare

nt 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 
 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

対象アイテム テキスト いいえ (空白) ループに含める項目を表すワイルドカードマスクを指定

します。たとえば、「D*」と指定すると「D」で始まる項

目だけが返されます。 

除外アイテム テキスト いいえ (空白) ループから除外する項目を表すワイルドカードマスクを

指定します。たとえば、「Z*」と指定すると「Z」で始ま

る項目は返されません。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) ループされたリストからデータを取り込むデータセット

を作成し、データセット名を設定します。データセット

にはリストコントロール内の各列と、リスト項目のイン

デックス(行番号)の列が含まれます。 

リストの並べ

替え 

テキスト

(選択式) 

いいえ 並べ替えなし ループの開始前にリストに適用するソート順を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・並べ替えなし - 並べ替えられません 

・アルファベット昇順に並べ替える - アルファベットの

昇順に並べ替えられます(A-Z) 

・アルファベット降順に並べ替える - アルファベットの

降順に並べ替えられます(Z-A) 
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<Loop> 

ツリーコントロール 

説明 

ツリービューの項目をループし、変数に現在の項目のテキストを設定します。ループは、すべての要素が閲覧された

後、または[Break]が発生したときに終了します。 

 

重要:標準の Windows ツリーコントロールのみがこのアクティビティで動作します。多くのアプリケーションでは、

ツリーコントロールのように動作するイメージやその他のコントロールが使用されますが Windows コントロールで

はないため、このアクティビティは機能しません。 

 

用途 

ツリーボックスまたはツリービュー内のすべての項目に対し何らかのアクションを実行します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にアイテ

ムテキストを

格納する 

テキスト はい (空白) ノードのキャプションテキストを取り込む既存の変数名

を指定します。 

 

編集する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのタイトルを示します。無効にすると、ウィンドウ

のタイトルは無視されます。下矢印をクリックして表

示されるドロップダウンリストからタイトルを選択す

るか、テキストボックスに手動でタイトルを入力しま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて表示されます。 
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ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのクラスを示します。無効にすると、ウィンドウク

ラスは無視されます。下矢印をクリックして表示され

るドロップダウンリストからウィンドウクラスを選択

するか、テキストボックスに手動でウィンドウクラス

を入力します。このパラメータは部分一致を示すワイ

ルドカード(*または?)の使用が可能です。たとえば

[*Outlook*]と入力すると、クラスに[Outlook]という語

を含むウィンドウがすべて表示されます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、コントロールの検索を制限するウィンド

ウのハンドルを示します。無効にするか[０]に設定する

と、ウィンドウハンドルは無視されます。特定のウィ

ンドウを同一のタイトル/クラスを含む他のインスタン

スと区別する場合に使用します。 

アクセシビリ

ティ エンジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユー

ザーインターフェイスの的確な情報を集めるために使

用します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java 

Access Bridge は特定の Java アプリケーションおよびア

プレットを Microsoft Windows システム上の支援技術

に表示するためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 
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Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 
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Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

対象アイテ

ム 

テキスト いいえ (空白) ループに含める項目を表すワイルドカードマスクを指定

します。たとえば、「D*」と指定すると「D」で始まる

項目だけが返されます。 

除外アイテ

ム 

テキスト いいえ (空白) ループから除外する項目を表すワイルドカードマスクを

指定します。たとえば、「Z*」と指定すると「Z」で始ま

る項目は返されません。 

対象インデ

ントレベル 

テキスト いいえ (空白) 他のすべてのレベルのツリーを含めずに、ループを行う

レベルを指定します。このパラメータを無効にするか、

「-1」を指定するとすべてのレベルをループします。 

注 1:ルートレベルは 0 

変数にイン

デントレベ

ルを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、選択したツリーコントロールの現在の項目

のインデントレベルを取り込む既存の変数名を指定しま

す。 

注 1:ルートレベルは 0 
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データセッ

トに値を格

納する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、ループされた項目に関するデータを取り込

むデータセットを作成し、データセット名を設定しま

す。詳細は下記の『データセット』を参照してくださ

い。 

リストの並

べ替え 

テキスト

(選択式) 

いいえ 並べ替えなし ループの開始前ソート順をウィンドウタイトルに適用す

るかどうかを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・並べ替えなし - 並べ替えられません 

・アルファベット昇順に並べ替える - アルファベットの

昇順に並べ替えられます(A-Z) 

・アルファベット降順に並べ替える - アルファベットの

降順に並べ替えられます(Z-A) 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Level 数字 現在のノードのレベルを返します。 

theDataset.Text テキスト 現在のノードのキャプションテキストを返します。 

theDataset.Index 数字 現在のノードのインデックスを返します(０から始まります)。 

theDataset.ParenText テキスト ノードの親のキャプションテキストを返します(親がない場合は何

も返しません)。 

theDataset.ParenIndex 数字 現在のノードの親のインデックスを返します。 

theDataset.IsExpanded 真偽値 ノードに子があり、展開状態にある場合は TRUE を返します。 
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<Loop> 

ウィンドウ 

説明 

現在システム上で開いているすべてのウィンドウをループします。指定された変数は、現在のウィンドウタイトルで

更新されます。 

ループは、すべての開いているウィンドウのウィンドウタイトルが取得された後、または[Break]が発生したときに

終了します。 

 

用途 

システム上で開いている複数のウィンドウで操作を実行するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトルを変数

に格納する 

テキスト はい (空白) 各ループの現在のウィンドウタイトルを取り込む既存の

変数名を指定します。 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、非表示の(または隠された)ウィン

ドウがループ結果に含まれます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

対象ウィンド

ウ 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、ワイルドカードマスクを指定して、ループ

に含めるウィンドウタイトルを指定します。たとえば、

[*Internet Explorer]と指定すると[Internet Explorer]で

終わるウィンドウタイトルのみが含まれます。 

除外ウィンド

ウ 

テキスト いいえ (空白) ループから除外するウィンドウタイトルを表すワイルド

カードマスクを指定します。たとえば、[*Internet 

Explorer]と指定すると[Internet Explorer]で終わるウィ

ンドウタイトルを除くすべてのウィンドウタイトルが含

まれます。 

ウィンドウハ

ンドルを変数

に格納する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、ループごとに現在のウィンドウハンドルを

格納する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、ループされた各ウィンドウに関するデータ

を取り込むデータセットを作成し、データセット名を設

定します。 

リストの並べ

替え 

テキスト

(選択式) 

いいえ 並べ替えなし ループの開始前ソート順をウィンドウタイトルに適用す

るかどうかを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・並べ替えなし - 並べ替えられません 

・アルファベット昇順に並べ替える - アルファベットの

昇順に並べ替えられます(A-Z) 

・アルファベット降順に並べ替える - アルファベットの

降順に並べ替えられます(Z-A) 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 ウィンドウのハンドルを返します。 

theDataset.CurrentRow 数字 データセット内でアクセスされる現在の行を返します。 

theDataset.TotalRows 数字 データセット内の行の総数を返します。 

theDataset.TotalColumns 数字 データセット内の列の総数を返します(静的カラムは含まない)。 

theDataset.ExectutionDate 日付 データセットが作成され、データが格納された日時を返します。 

theDataset.RowsAffected 数字 更新の影響を受ける行数を返します。 

theDataset.SQLQuery テキスト このデータセットを生成するために使用された SQL クエリを返し

ます(SQL クエリが使用されなかった場合は空)。 

theDataset.Datasource テキスト SQL クエリに使用されるデータソースを返します。 

theDataset.ColumnNames テキスト データセット内の列名のカンマ区切りリストを返します。 
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テキスト 

テキスト変換、抽出などのテキストデータを管理および変更などのテキスト操作を実行する場合にこちらのアクショ

ンを使用します。 

 

 

<テキスト> 

パディング 

説明 

既存のテキスト値の先頭、末尾に１文字追加し、新しい値を変数に設定します。 

 

用途 

既存のテキスト値の先頭または末尾に 1 文字の新しいテキストを挿入するテキスト操作ツールとして使用します。 

たとえば、目的のテキストの末尾にスペースを１つ挿入すると、新たに追加されたテキストと既存のテキストは競合

しません。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パディング

テキスト 

テキスト はい (空白) テキストを挿入する目的のテキストを指定します。入力

するデータが変数に含まれている場合はパーセント記号

で変数名を囲みます(%VarName%) 

パディング

先 

テキスト

(選択式) 

いいえ 始め テキストを挿入する場所を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・始め - 目的のテキストの先頭に挿入されます 

・終り - 目的のテキストの末尾に挿入されます 

・始めと終り - 目的のテキストの先頭と末尾に挿入され

ます 

パディング

する文字 

テキスト はい (空白) 挿入するテキストを指定します(1 文字)。 

パディング

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ テキストが特

定の長さにな

るまで 

挿入するテキストのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・テキストが特定の長さになるまで - テキストが一定の

長さになるまでテキストの挿入を繰り返します 

・指定した回数 - テキストの長さに関係なく、X 回テキ

ストを挿入します 

テキストの

長さ 

数字 はい (空白) 挿入を終了するテキストの長さを指定します。このパラ

メータは[パディングタイプ]パラメータが[テキストが

特定の長さになるまで]に指定されている場合のみ使用

可能です。 

追加する回

数 

数字 はい (空白) 挿入を繰り返す回数を指定します。このパラメータは

[パディングタイプ]パラメータが[指定した回数]に指定

されている場合のみ使用可能です。 

結果を変数

に設定する 

テキスト はい (空白) テキスト挿入後に新しい値を取り込む既存の変数名を指

定します。 
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<テキスト> 

検索 

説明 

連続しているテキストの各オカレンスまたはすべてのオカレンスを検索し、その結果を変数に格納します。 

 

用途 

大きなテキストの中の単語やフレーズを検索するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキスト テキスト はい (空白) テキストを検索する目的のテキストを指定します。入力

するデータが変数に含まれている場合は、変数名をパー

セント記号で囲みます。(%VarName%) 

検索 テキスト はい (空白) 検索するテキストを指定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大文字と小文字が区別されます。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [検索]パラメータが正規表現かどうかを指定します。 

[はい]に設定すると、[検索]パラメータには正規表現が

含まれます。 

[いいえ]に設定すると、[検索]パラメータにはリテラル

テキストが含まれます。 

変数に最初の

インデックス

を設定する 

テキスト はい (空白) 検索したテキストが見つかった場合に、テキストの最初

の位置を取り込む既存の変数名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次のインスタ

ンスから開始

する 

数字 いいえ 1 テキストの検索を開始するインスタンスを指定しま

す。 

検出したテキ

ストを変数に

設定する 

テキスト いいえ (空白) 見つかったテキストを取り込む既存の変数を指定しま

す。このパラメータは正規表現を使用してテキストを

検索する場合に便利です。 

総検出数を変

数に設定する 

テキスト いいえ (空白) 総検索数を取り込む既存の変数を指定します。 
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<テキスト> 

トリム 

説明 

テキストの先頭、末尾の文字を切り捨て、結果を変数に設定します。 

 

用途 

テキスト値の先頭または末尾のスペースを取り除くために使用します。 

スペースはデータ入力エラーや外部アプリケーションの書式設定により発生することがあります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

以下のテキ

ストから除

去 

テキスト はい (空白) トリミングされる目的のテキストを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます。(%VarName%) 

除去する先 テキスト

(選択式) 

いいえ 始めと終り テキストをトリミングする場所を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・始めと終り - 目的のテキストの先頭と末尾から取り除

かれます 

・始め - 目的のテキストの先頭から取り除かれます 

・終り - 目的のテキストの末尾から取り除かれます 

除去 テキスト

(選択式) 

いいえ 空のスペース 目的のテキストから削除する文字を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・空のスペース - すべての空白文字がテキストから削除

されます 

・キャリッジリターン - キャリッジリターンがテキスト

から削除されます 

・Space - スペースがテキストから削除されます 

・Tabs - タブがテキストから削除されます 

・ユーザー定義 - [取り除かれた文字]パラメータに入力

された文字がテキストから削除されます 

除去する文

字 

テキスト はい (空白) 目的のテキストから削除する任意の文字を指定します。

このパラメータは[除去]パラメータが[ユーザー定義]に

設定されている場合のみ使用可能です。 

文字の順番

は任意 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[除去する文字]に指定した文字は

任意の順序で削除されます。 

[いいえ]に設定すると、[除去する文字]に指定した順序

で削除されます。 

結果を変数

に設定する 

テキスト はい (空白) 新しく書式設定されたテキスト値を取り込む既存の変数

名を指定します。 
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<テキスト> 

挿入 

説明 

既存のテキスト値の先頭、末尾または正確な位置に指定したテキストを挿入し、結合されたテキストの内容を変数に

設定します。 

 

用途 

既存のテキスト値に新しいテキストを挿入します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

挿入するテ

キスト 

テキスト はい (空白) テキストを挿入する目的のテキストを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます。(%VarName%) 

挿入する先 テキスト

(選択式) 

いいえ テキストの先

頭 

テキストを挿入するテキスト内の位置を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキストの先頭 - テキストが目的のテキストの先頭に

挿入されます 

・テキストの最後 - テキストが目的のテキストの最後に

挿入されます 

・指定した位置 - テキストは目的のテキストの特定の位

置に挿入されます 

テキストを

挿入する位

置 

数字 いいえ (空白) 挿入するテキストの位置を指定します。このパラメータ

は[とるべきアクション]パラメータが[位置に挿入する]

に設定されている場合のみ使用可能です。 

挿入する文

字 

テキスト はい (空白) 挿入するテキストを指定します。 

結果を変数

に設定する 

テキスト はい (空白) 結合した新しいテキスト値を取り込む既存の変数名を指

定します。 
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<テキスト> 

置換 

説明 

テキストに含まれる単語や句を検索して置換し、変数に結果を設定します。 

 

用途 

テキストに含まれる各単語や句、またはすべての単語や句を検索して置換するために使用します。 

また、タブや手動での改ページなどの特殊文字や文書要素を検索して置換することも可能です。 

複数のファイルをすばやく検索して置換するためにも使用できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキスト テキスト はい (空白) テキストを検索する目的のテキストを指定します。入

力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます。(%VarName%) 

検索する文字 テキスト はい (空白) 検索するテキストを指定します。 

置換後の文字列 テキスト はい (空白) 見つかったテキストを置き換えるテキストをしてしま

す。 

大文字と小文字

を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大文字と小文字が区別されま

す。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [検索する文字]パラメータが正規表現かどうかを指定

します。 

[はい]に設定すると、[検索する文字]パラメータには

正規表現が含まれます。 

[いいえ]に設定すると、[検索する文字]パラメータに

はリテラルテキストが含まれます。 

結果を変数に設

定する 

テキスト はい (空白) 置換した新しいテキスト値を取り込む既存の変数名を

指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次のインスタン

スから開始する 

数字 いいえ 1 テキストの置換を開始するインスタンスを指定しま

す。 

最大置換数 (オ

プション) 

数字 いいえ (空白) 置換の最大回数を指定します。 

０を指定すると、見つかったテキストのすべてのイン

スタンスが置き換えられます。 

トータルの置換

数を変数に格納

する 

テキスト いいえ (空白) 変更された総置換数を取り込む既存の変数を指定しま

す。 
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<テキスト> 

反転 

説明 

指定されたテキストを反転させます。 

 

用途 

テキストファイルに含まれるテキストのブロックを反転させるために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキスト テキスト はい (空白) 反転させるテキストを指定します。入力するデータが変

数に含まれている場合は、変数名をパーセント記号で囲

みます。(%VarName%) 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 反転させた新たなテキスト値を取り込む既存の変数名を

指定します。 
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<テキスト> 

大文字小文字の変換 

説明 

指定されたテキストを大文字または小文字に変換し、変数に結果を設定します。 

 

用途 

テキストの選択部分の大文字/小文字を変更するために使用します。 

このアクティビティを使用し、テキストをすべて小文字、大文字または先頭文字のみを大文字にすることが可能で

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変換するテキ

スト 

テキスト はい (空白) 変換するテキストを指定します。入力するデータが変数

に含まれている場合は、変数名をパーセント記号で囲み

ます。(%VarName%) 

変換 テキスト

(選択式) 

いいえ 大文字に変換 テキストの変換タイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・先頭文字のみ大文字 - 最初の文字のみ大文字に変換さ

れます 

・大文字に変換 - 指定したすべてのテキストが大文字に

変換されます 

・小文字に変換 - 指定したすべてのテキストが小文字に

変換されます 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 変換された新しいテキスト値を取り込む既存の変数名を

指定します。 
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<テキスト> 

サブストリングの取得 

説明 

指定されたテキストの一部を取得し、その結果を変数に設定します。 

 

用途 

テキスト操作ツールとして使用され、テキスト値から特定のテキストを取得します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

元のテキスト テキスト はい (空白) 特定のテキストを取得するための元のテキストを指定し

ます。入力するデータが変数に含まれている場合は、変

数名をパーセント記号で囲みます。(%VarName%) 

開始位置 数字 はい (空白) 検索を開始するテキスト内の位置を指定します。 

取得するテキ

ストの長さ 

数字 いいえ (空白) 取得する文字数を指定します。 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 取得したテキストを取り込む既存の変数名を指定しま

す。 
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<テキスト> 

パスの書式設定 

説明 

ファイル名、ファイル拡張子またはディレクトリを表示するために指定されたファイルパスをフォーマットし、結果

を変数に設定します。 

特定のファイルの拡張子の変更も可能です。このアクティビティはフルパスと相対パスの両方をサポートしていま

す。 

 

用途 

ファイルパスの特定の部分をフォーマットするテキストツールとして使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パス テキスト はい (空白) フォーマットするファイルパスを指定します。入力する

データが変数に含まれている場合は、変数名をパーセン

ト記号で囲みます(%VarName%) 

Action テキスト

(選択式) 

はい (空白) ファイルパスに実行するアクションのタイプを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル名を取得する - ファイル名のみを表示するよ

うにパスをフォーマットします 

・ディレクトリを取得する - ファイル名を除いたディレ

クトリのみを表示するようにパスをフォーマットします 

・ファイル拡張子を変更する - ファイルの拡張子を[フ

ァイル拡張子を変更する]に指定した拡張子に変更しま

す 

・ファイル拡張子を取得する - ファイルの拡張子のみを

表示するようにパスをフォーマットします 

ファイル拡張

子を変更する 

テキスト はい (空白) 変更する拡張子を指定します。このパラメータは[ファ

イル拡張子を変更する]に設定されている場合のみ使用

可能です。 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 新しい値を取り込む既存の変数名を指定します。 
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<テキスト> 

日付の書式設定 

説明 

日付と時刻の値を指定された形式にフォーマットします。日付と時刻のフォーマットはこのアクティビティで設定し

た日付/時刻のテキスト表現を定義します。 

指定された日付/時刻を他の日付/時刻に調節することも可能です。 

 

用途 

既存の日付と時刻の値を必要な形式に変換します。これは、特定の形式を必要とするほかのプログラム、アプリケー

ションまたはシステムとのやりとりを行う場合に効果的です。 

たとえば、自動化をするアプリケーションでは「yyyy-MM-dd」などの特定の形式で日付を入力する必要がありま

す。その際、このアクティビティを使用して値を適宜変更します。 

また、現在の日付/時刻を表すフォーマットされたテキスト、または特定の日数/月数/年数によって調節された日付/

時刻を生成することも可能です。 

生成された値は、ファイル名を変更したり、ファイルのアーカイブ目的で作成したりするために使用します。 

 

注意:一般的な日付/時刻の書式指定子と出力例は下記の『カスタム日付と時刻の書式文字列』を参照してください。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

書式設定後の

日付時刻 

- - - 現在の日付/時刻を調節した形式で表示します。ファー

マットの変更はリアルタイムで表示されます。 

日時形式 テキスト はい (空白) 日付/時刻を出力する際に使用する形式を指定します。

プルダウン矢印を押して一般的なリストから選択する

か、有効な文字を使用して手動してカスタム形式を入力

します。結果は[書式設定後の日付時刻]に表示されま

す。 

一般的な日付/時刻の書式指定子と出力例は下記の『カ

スタム日付と時刻の書式文字列』を参照してください。 

注 1:ファイル名に使用する際は「/」は除く(フォルダが

区切られるため) 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) フォーマットされた日付/時刻を取り込む既存の変数名

を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在の日付時

刻を使用する 

はい/いい

え 

いいえ はい 現在の日付/時刻がフォーマットされます。 

指定された日

付時刻を使用

する 

テキスト いいえ 現在の日付と

時刻 

指定した日付/時刻がフォーマットされます。 

下矢印をクリックして、カレンダー・時計から目的の日

付/時刻を選択するか、テキストボックスに手動で値を

入力します。このパラメータは[指定された日付時刻を

使用する]が指定されている場合のみ使用可能です。 
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フォーマット テキスト いいえ MM/dd/yyyy 

H:mm:ss 

入力された日付/時刻の読み込み時に適用されるフォー

マットを指定します。このパラメータは[指定された日

付時刻を使用する]が指定されている場合のみ使用可能

です。 

プロンプトユ

ーザー 

テキスト いいえ (空白) 実行時に日付/時刻プロンプトダイアログと共に表示さ

れるメッセージを指定します。 

これは、ユーザーに適切な指示を与える場合に便利です

(例:日付/時刻を選択してください)。 

このパラメータは[プロンプト ユーザー]が指定されてい

る場合のみ使用可能です。 

プロンプト 

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ 日付と時刻を

ダイアログで

表示する 

プロンプトダイアログで日付、時間またはその両方を入

力するかどうかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・日付と時刻をダイアログで表示する - 日付と時間の入

力を求めます。日付/時刻カレンダーが表示され、ユー

ザーは特定の日付と時刻を選択します 

・日付をダイアログで表示する - 日付の入力を求めま

す。日付カレンダーが表示され、ユーザーは特定の時刻

を選択します 

・時刻をダイアログで表示する - 時刻の入力を求めま

す。時刻カレンダーが表示され、ユーザーは特定の時刻

を選択します 

調整 数字 いいえ 0 日付/時刻を調節します。正または負の数の使用が可能

です。設定した日時は[書式設定後の日付時刻]で確認が

可能です。 

・年 - 年数を調節します。[4]と入力すると４年後、[-4]

と入力すると 4 年前の日付が指定されます 

・月 - 月数を調節します。[4]と入力すると４ヶ月後、[-

4]と入力すると 4 ヶ月前の日付が指定されます 

・日 - 日数を調節します。[4]と入力すると４日後、[-4]

と入力すると 4 日前の日付が指定されます 

・時間 - 時間を調節します。[4]と入力すると４時間

後、[-4]と入力すると 4 時間前の時刻が指定されます 

・分 - 分数を調節します。[4]と入力すると４分後、[-4]

と入力すると 4 分前の時刻が指定されます 

・秒 - 秒数を調節します。[4]と入力すると４秒後、[-4]

と入力すると 4 秒前の時刻が指定されます 
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カスタム日付指定子 

指定子 説明 

d 1 から 31 までの日にちを表します。先行する 0 を付けずにフォーマットされます。１日が指

定された場合「1」を返します。 

dd 01 から 31 までの日にちを表します。一桁の日は先行する 0 を付けてフォーマットされます。

１日が指定された場合「01」を返します。 

ddd 曜日の省略名を表します。指定した日付が火曜日の場合「火」を返します。 

dddd 曜日を表します。指定した日付が火曜日の場合「火曜日」を返します。 

M 1 から 12 までの月を表します。先行する 0 を付けずにフォーマットされます。１月が指定さ

れた場合「1」を返します。 

MM 01 から 12 までの月を表します。一桁の月は先行する 0 を付けてフォーマットされます。１月

が指定された場合「01」を返します。 

MMM 月の数値を表します。12 月が指定された場合「12」を返します。 

MMMM 月を表します。12 月が指定された場合「12 月」を返します。 

y 0 から 99 の年を表します。年が二桁を超える場合は、下位二桁のみが表示されます。二桁の

年の最初の桁が０で始まる場合、数値は先行する 0 を付けずにフォーマットされます。2001

年が指定された場合「1」を返します。 

yy 0 から 99 の年を表します。年が二桁を超える場合は、下位二桁のみが表示されます。二桁の

年の最初の桁が０で始まる場合、数値は先行する 0 を付けてフォーマットされます。2001 年

が指定された場合「01」を返します。 

yyy 最低三桁の年を表します。年が三桁以上である場合、下位三桁が表示されます。年が三桁未満

の場合は、三桁を生成するために先行する 0 が追加されます。 

yyyy 最低四桁の年を表します。年が四桁以上である場合、下位四桁が表示されます。年が四桁未満

の場合は、四桁を生成するために先行する 0 が追加されます。 

 

カスタム時刻指定子 

指定子 説明 

h 1 から 12 を使用して時間を表します。12 時間の時計によって表されます。一桁の時間は先行

する 0 を付けずにフォーマットされます。 

たとえば午前 5 時 40 分を指定すると「5」が返されます。 

hh 01 から 12 を使用して時間を表します。12 時間の時計によって表されます。一桁の時間は先

行する 0 を付けずにフォーマットされます。 

たとえば午前 5 時 40 分を指定すると「05」が返されます。 

H 0 から 23 を使用して時間を表します。24 時間の時計によって表されます。深夜からの時間を

カウントします。一桁の時間は先行する 0 を付けずにフォーマットされます。たとえば午前 5

時 40 分を指定すると「5」が返され、午後 3 時 40 分を指定すると「15」が返されます。 

HH 00 から 23 を使用して時間を表します。24 時間の時計によって表されます。深夜からの時間

をカウントします。一桁の時間は先行する 0 を付けてフォーマットされます。たとえば午前 5

時 40 分を指定すると「05」が返され、午後 3 時 40 分を指定すると「15」が返されます。 

m 0 から 59 を使用して分を表します。一桁の分は先行する 0 を付けずにフォーマットされま

す。たとえば午前 5 時 8 分を指定すると「8」が返されます。 

mm 00 から 59 を使用して分を表します。一桁の分は先行する 0 を付けてフォーマットされます。

たとえば午前 5 時 8 分を指定すると「08」が返されます。 
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s 0 から 59 を使用して秒を表します。一桁の秒は先行する 0 を付けずにフォーマットされま

す。たとえば午前 5 時 8 分 7 秒を指定すると「7」が返されます。 

ss 00 から 59 を使用して秒を表します。一桁の秒は先行する 0 を付けてフォーマットされます。

たとえば午前 5 時 8 分 7 秒を指定すると「07」が返されます。 

f 時間値の 1/10 秒を表します。 

ff 時間値の 1/100 秒を表します。 

fff 時間値の 1/1000 秒(ミリ秒)を表します。 

t AM/PM の指定子最初の文字を表します(AM=A、PM=P)。 

AM は 0:00:00 から 11:59:59.999 までの間、PM は 12:00:00(正午)から 23:59:59.999 までの間

に使用されます。 

tt AM/PM の指定子を表します。 

AM は 0:00:00 から 11:59:59.999 までの間、PM は 12:00:00(正午)から 23:59:59.999 までの間

に使用されます。 

z 時間単位で測定された協定世界時(UTC)からのローカルタイムゾーンをフォーマットしま

す。「+」は UTC より進んでいる時間、「-」は UTC より遅れている時間を示します。一桁の

場合は先行する０を付けずにフォーマットされます。 

UTC より 9 時間進んでいる場合は「+9」が返されます。 

zz 時間単位で測定された協定世界時(UTC)からのローカルタイムゾーンをフォーマットしま

す。「+」は UTC より進んでいる時間、「-」は UTC より遅れている時間を示します。一桁の

場合は先行する０を付けてフォーマットされます。 

UTC より 9 時間進んでいる場合は「+09」が返されます。 

zzz 時間単位で測定された協定世界時(UTC)からのローカルタイムゾーンを j 時間と分でフォーマ

ットします。「+」は UTC より進んでいる時間、「-」は UTC より遅れている時間を示しま

す。一桁の場合は先行する０を付けてフォーマットされます。 

UTC より 9 時間進んでいる場合は「+9:00」が返されます。 
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<テキスト> 

URL エンコード/デコード 

説明 

通常のテキスト文字を URL 形式にエンコードするか、URL 形式にエンコードされた文字を通常のバイナリデータに

デコードします。 

 

用途 

文字をインターネット経由で送信できる形式に変換するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい エンコード 実行するアクションを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・エンコード - 目的のデータを URL 形式にエンコード

します(例:あ→%e3%81%82) 

・デコード - URL 形式にエンコードされた文字をバイ

ナリデータにデコードします 

テキスト テキスト はい (空白) エンコード/デコードするデータを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます(%VarName％) 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 新しくエンコード/デコードされたデータを取り込む変

数を指定します。 
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<テキスト> 

HTML エンコード/デコード 

説明 

該当するすべての文字を対応する HTML エンティティにエンコードするか、HTML 形式にエンコードされた文字を

通常のバイナリコードにデコードします。 

 

用途 

文字をインターネット経由で送信できる形式に変換するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい エンコード 実行するアクションを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・エンコード - 目的のデータを HTML 形式にエンコー

ドします(例:<>→&lt;&gt;) 

・デコード - HTML 形式にエンコードされた文字をバ

イナリデータにデコードします 

テキスト テキスト はい (空白) エンコード/デコードするデータを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます(%VarName％) 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) 新しくエンコード/デコードされたデータを取り込む変

数を指定します。 
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<テキスト> 

Base64 エンコード/デコード 

説明 

該当するすべての文字を対応する Base64 形式にエンコードするか、Base64 形式にエンコードされた文字を通常のバ

イナリコードにデコードします。 

 

用途 

テキストデータを扱うように設計されたメディア上で保存、転送される必要のあるバイナリデータをエンコードする

ために使用します。 

これは、転送中にデータを変更せずに残すために行います。 

Base64 は MIME 経由の電子メールや複雑なデータを XML に格納するなど、多くのアプリケーションで使用されて

います。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト

(選択式) 

はい エンコード 実行するアクションを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・エンコード - 目的のデータを Base64 形式にエンコー

ドします(例:あ→44GC) 

・デコード - Base64 形式にエンコードされた文字をバ

イナリデータにデコードします 

テキスト テキスト はい (空白) エンコード/デコードするデータを指定します。 

入力するデータが変数に含まれている場合は、変数名を

パーセント記号で囲みます(%VarName％) 

エンコーデ

ィング 

テキスト

(選択式) 

はい Unicode エンコード/デコードに使用する文字コードを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ASCII 

・Unicode 

・UTF32 

・UTF7 

・UTF8 

結果を変数

に設定する 

テキスト はい (空白) 新しくエンコード/デコードされたデータを取り込む変

数を指定します。 
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ウィンドウ 

対話型タスクはマウス・キーボード操作またはデスクトップとの対話をシュミレートします。 

特定のウィンドウで対話を正確に実行するためには、そのウィンドウがフォーカスされているか、最前面に表示され

ている必要があります。 

ウィンドウの移動、最小化/最大化、フォーカス、ウィンドウを閉じるなど、デスクトップ上のウィンドウ操作をす

る場合にこちらのアクションを使用します。 

 

 

<ウィンドウ> 

フォーカス 

説明 

マウス・キーボード操作または他の対話型操作を受け取れるように、指定されたウィンドウにフォーカスを当てます

(前面に移動します)。ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウ

を指定することが可能です。 

 

用途 

アクティブなアプリケーションを切り替えるために使用します。ほとんどのアプリケーションは起動時にフォーカス

されるため、起動するたびにフォーカスを当てる必要はありません。１つのタスクで複数のアプリケーションを作業

したり、起動時にフォーカスされないアプリケーションで作業したりする場合にこのアクティビティを使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、[編集する]タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

[有効/無効]の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、フォーカスを当てるウィンドウのタイトル

を示します。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無

視されます。このパラメータは部分一致を示すワイルド

カード(*または?)の使用が可能です。たとえば

[*Explorer*]と入力すると、タイトルに[Explorer]という

語を含むウィンドウがすべて表示されます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスを当てるウィンドウのクラスを

示します。無効にすると、ウィンドウクラスは無視され

ます。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード

(*または?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入

力すると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンド

ウがすべて表示されます。 
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ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスを当てるウィンドウのハンドル

を示します。無効にするか[０]に設定すると、ウィンド

ウハンドルは無視されます。特定のウィンドウを同一の

タイトル/クラスを含む他のインスタンスと区別する場

合に使用します。 

アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには「ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、「追加]ボタンをク

リックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースします。

「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

使用可能なオブジェクトのプロパティは以下のとおりです。 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、作成するデータセットの名前を指定しま

す。フォーカスされたウィンドウに関する情報が格納さ

れます。詳細は下記の『データセット』を参照してくだ

さい。 

データセット

に Java アプ

レット情報を

設定する(IE

のみ) 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、Java アプレットの情報を入力するデータセ

ットの名前を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 ウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

閉じる 

説明 

開いているウィンドウを閉じます。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

複数のウィンドウが入力されたプロパティと一致する場合、一致するすべてのウィンドウが有効になります。 

 

用途 

開いているアプリケーションを閉じたり、ダイアログボックスをクリアしたりするために使用します。 

アプリケーションにメインウィンドウがない場合、「プロセス - 終了」アクティビティを代わりに使用して閉じるこ

とが可能です。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、閉じるウィンドウのタイトルを示します。無

効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力する

と、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウがす

べて閉じられます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、閉じるウィンドウのクラスを示します。無効

にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力する

と、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウがすべて

閉じられます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、閉じるウィンドウのハンドルを示します。無

効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンドルは無視

されます。特定のウィンドウを同一のタイトル/クラスを含

む他のインスタンスと区別する場合に使用します。 
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アクセシビリ

ティ エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザー

インターフェイスの的確な情報を集めるために使用しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセシ

ビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報を公

開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用され

ます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェイス

に関する情報を公開するための Microsoft の古い標準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレットを

Microsoft Windows システム上の支援技術に表示するため

のテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキスト、イ

メージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使用されます 

ウィンドウを

閉じる操作 

テキスト

(選択式) 

いいえ リクエスト ウィンドウを閉じるかどうかを指定して、アプリケーショ

ンをクリーンアップして保存を促すか、強制的に閉じるか

を指定します。 

・リクエスト - システムは、ユーザーが手動でウィンドウ

を閉じたかのように、ウィンドウのクローズを要求しま

す。アプリケーションは適切なクリーンアップを実行する

ことができ、開いている操作を保存するように指示します 

・強制 - システムがウィンドウを強制的に閉じるよう指定

します。強制的に閉じると、アプリケーションが保存され

ていないデータを失う可能性があります 
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ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。追加要素を認識するためには

「ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。 

「オブジェクトエディター」ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内の

オブジェクト、コントロールまたはテキストを記述するた

めに使用します。ウィンドウまたは一致するオブジェクト

を正確に指定するために追加の特性を定義することが可能

です。特定のプロパティを有効/無効にするには関連するチ

ェックボックスをオンまたはオフにします。値を変更する

場合は[値]フィールドに目的の値を入力します。 

「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブラウザダ

イアログが開きます。このダイアログを使用すると、特定

のウィンドウに関する追加条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツー

ルキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットのセッ

ト)を調べるよう指定します。無効にするとツールキットは

無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラックバ

ー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジェクトタ

イプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクトクラスを調べるよう指定します。無効にするとオ

ブジェクトクラスは無視されます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、オ

ブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成に使

用されるフレームワークテクノロジー)が検査されることを

指定します。無効にすると、フレームワーク ID は無視さ

れます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクト名は無視されます。 
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AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、オ

ブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一意の

識別子)が検査されることを指定します。無効にすると、オ

ートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べるよ

うに指定します。無効にするとオブジェクトの値は無視さ

れます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオブ

ジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge によって

提供されるコントロールタイプ)が検査されることを指定し

ます。無効にすると、ロールタイプは無視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、オ

ブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が検査

されることを指定します。無効にすると、説明は無視され

ます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効にする

と X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィンド

ウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオブ

ジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効にする

と Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィンド

ウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオブ

ジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無効に

すると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオブ

ジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定しま

す。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェク

ト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べることを

指定します。無効にすると、親番号のインデックスは無視

されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、オ

ブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の制御タ

イプ識別子)が検査されることを指定します。無効にする

と、親パスは無視されます。 
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Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、オ

ブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致する複

数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちます)を調べる

ことを指定します。無効にすると、発生は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表示

のウィンドウを含めるように指定します。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設定

する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを設

定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカスさ

れたウィンドウに関する情報が格納されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 ウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

ウィンドウをリスト化する 

説明 

開いているウィンドウのリストを取得し、データセットに結果を設定します。非表示のウィンドウも取得可能です。 

 

用途 

デスクトップ上で開いているウィンドウを管理する方法として、「Loop - Dataset」アクティビティと共に使用しま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 開いているウィンドウのリストを設定するデータセット

名を指定し、データセットを作成します。詳細は下記の

『データセット』を参照してください。 

注 1:「データセットを作成してデータを設定する」の誤

りです 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、非表示のウィンドウをリ

ストに含めるように指定します。デフォルトでは、非表

示ウィンドウは含まれません。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト リスト上の現在のウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト リスト上の現在のウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 リスト上の現在のウィンドウのハンドルを返します。 

theDataset.ProcessName テキスト リスト上の現在のウィンドウのプロセス名を返します。 

theDataset.ProcessID 数字 リスト上の現在のウィンドウのプロセス ID を返します。 
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<ウィンドウ> 

非表示 

説明 

指定されたウィンドウを非表示にします。ウィンドウを非表示にすると、ウィンドウは操作できなくなります。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

このアクティビティはすでに開いているウィンドウに対して使用します。他の対話的なタスクやアクティビティの実

行を妨げないように、すでに開いているウィンドウを非表示にします。 

非表示のウィンドウに対してはマウス・キーボード操作を実行することはできません。隠しモードでアプリケーショ

ンを開始するには[実行]アクションを利用して、初期のウィンドウの状態を非表示に設定します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、非表示にするウィンドウのタイトルを示し

ます。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視され

ます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて含まれます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、非表示にするウィンドウのクラスを示しま

す。無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて含まれます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、非表示にするウィンドウのハンドルを示し

ます。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハン

ドルは無視されます。特定のウィンドウを同一のタイト

ル/クラスを含む他のインスタンスと区別する場合に使

用します。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

使用可能なオブジェクトのプロパティは以下のとおりです。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。 

特定のプロパティを有効/無効にするには関連するチェ

ックボックスをオンまたはオフにします。 

値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入力し

ます。「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブ
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ラウザダイアログが開きます。このダイアログを使用

すると、特定のウィンドウに関する追加条件を検索で

きます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 
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Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 ウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

表示 

説明 

[非表示]アクティビティで非表示にしたウィンドウを表示します。 

このアクティビティでは、ウィンドウがデスクトップ上に表示され、同時に開いているウィンドウより前に表示され

るため、対話型アクションでは[フォーカス]アクティビティを使用せずにアクセスが可能です。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

[非表示]アクティビティにより非表示にされたウィンドウ、または[実行]アクションにより初期ウィンドウ状態が非

表示に設定されているものを表示するために使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。 

たとえば[*Explorer*]と入力すると、タイトルに

[Explorer]という語を含むウィンドウがすべて含まれま

す。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。 

たとえば[*Outlook*]と入力すると、クラスに[Outlook]

という語を含むウィンドウがすべて含まれます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。 

特定のウィンドウを同一のタイトル/クラスを含む他の

インスタンスと区別する場合に使用します。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。追加要素を認識するためには

[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

使用可能なオブジェクトのプロパティは以下のとおりです。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。 

ウィンドウまたは一致するオブジェクトを正確に指定

するために追加の特性を定義することが可能です。特

定のプロパティを有効/無効にするには関連するチェッ

クボックスをオンまたはオフにします。値を変更する

場合は[値]フィールドに目的の値を入力します。 

「参照」ボタンをクリックするとオブジェクトブラウ

ザダイアログが開きます。 
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このダイアログを使用すると、特定のウィンドウに関

する追加条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。 

無効にすると、説明は無視されます。 
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X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィ

ンドウを含

める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィ

ンドウタイ

トルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 
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変数にウィ

ンドウクラ

スを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィ

ンドウハン

ドルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセッ

トに値を格

納する 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト 表示されたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト 表示されたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 表示されたウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

移動 

説明 

ウィンドウを画面上の指定した位置に移動します。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

他のウィンドウのためのスペースを確保したり、マウスのクリックが適切に整列するように、ウィンドウを画面上の

特定の位置に移動したりするために使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて含まれます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて含まれます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。特定のウィンドウを同一のタイトル

/クラスを含む他のインスタンスと区別する場合に使用

します。 

アクセシビリ

ティ エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 
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・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

ウィンドウ配

置 

テキスト

(選択式) 

はい スクリーンの

左上隅 

ウィンドウを移動する位置を指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・スクリーンの左上隅 - ウィンドウは画面の左上隅に移

動します 

・スクリーンの右上隅 - ウィンドウは画面の右上隅に移

動します 

・画面の右下隅 - ウィンドウは画面の右下隅に移動しま

す 

・スクリーンの左下隅 - ウィンドウは画面の左下隅に移

動します 

・スクリーンの中央 - ウィンドウは画面の中央に移動し

ます 

・カスタムロケーション - ウィンドウは X 座標と Y 座標

で指定した位置に移動します 

Windows 座

標(左) 

数字 はい (空白) ウィンドウを移動する画面上の X(左)ピクセル座標を指

定します。 

このパラメータは[ウィンドウ配置]パラメータが[カス

タムロケーション]に設定されている場合のみ有効で

す。 

Windows 座

標(上) 

数字 はい (空白) ウィンドウを移動する画面上の Y(上)ピクセル座標を指

定します。このパラメータは[ウィンドウ配置]パラメー

タが[カスタムロケーション]に設定されている場合のみ

有効です。 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 
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[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 



271 

 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。 

無効にするとオブジェクトの値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 

 



272 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィ

ンドウを含

める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィ

ンドウタイ

トルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィ

ンドウクラ

スを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィ

ンドウハン

ドルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセッ

トに値を格

納する 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。 

詳細は下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト 移動したウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト 移動したウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 移動したウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

サイズ変更 

説明 

指定したサイズにウィンドウを変更します。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

マウスクリック操作が適切に作動するようにウィンドウを特定のサイズに設定するために使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウタ

イトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて含まれます。 

ウィンドウク

ラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて含まれます。 

ウィンドウハ

ンドルから 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。特定のウィンドウを同一のタイトル

/クラスを含む他のインスタンスと区別する場合に使用

します。 
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アクセシビリ

ティ エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

新しい幅 数字 はい 640 ウィンドウのサイズを変更する幅を指定します(ピクセ

ル単位) 

新しい高さ 数字 はい 480 ウィンドウのサイズを変更する高さを指定します(ピク

セル単位) 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト サイズが変更されたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト サイズが変更されたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 サイズが変更されたウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

最小化 

説明 

ウィンドウが最小化され、ウィンドウが表示されなくなり、タスクバーのみに表示されます。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

マウス・キーボード操作のような後続の処理の実行に支障をきたさないようにウィンドウを最小化するために使用し

ます。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。 

たとえば[*Explorer*]と入力すると、タイトルに

[Explorer]という語を含むウィンドウがすべて含まれま

す。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。 

たとえば[*Outlook*]と入力すると、クラスに[Outlook]

という語を含むウィンドウがすべて含まれます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。 

特定のウィンドウを同一のタイトル/クラスを含む他の

インスタンスと区別する場合に使用します。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

使用可能なオブジェクトのプロパティは以下のとおりです。 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ内

のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記述す

るために使用します。ウィンドウまたは一致するオブジ

ェクトを正確に指定するために追加の特性を定義するこ

とが可能です。特定のプロパティを有効/無効にするに

は関連するチェックボックスをオンまたはオフにしま

す。値を変更する場合は[値]フィールドに目的の値を入

力します。「参照」ボタンをクリックするとオブジェク

トブラウザダイアログが開きます。このダイアログを使

用すると、特定のウィンドウに関する追加条件を検索で

きます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにツ

ールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニットの

セット)を調べるよう指定します。無効にするとツール

キットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラッ

クバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブジ

ェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視され

ます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの作成

に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査され

ることを指定します。無効にすると、フレームワーク

ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べるよ

う指定します。無効にするとオブジェクト名は無視され

ます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクトの一

意の識別子)が検査されることを指定します。無効にす

ると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を調べ

るように指定します。無効にするとオブジェクトの値は

無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge によ

って提供されるコントロールタイプ)が検査されること

を指定します。無効にすると、ロールタイプは無視され

ます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説明)が

検査されることを指定します。無効にすると、説明は無

視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無効に

すると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときにオ

ブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無効に

すると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィン

ドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセル幅を調べることを指定します。無

効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときにオ

ブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指定し

ます。無効にすると、ピクセルの高さが無視されます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブジェ

クト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調べるこ

とを指定します。無効にすると、親番号のインデックス

は無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一連の

制御タイプ識別子)が検査されることを指定します。無

効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに、

オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。一致

する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立ちま

す)を調べることを指定します。無効にすると、発生は

無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト 最小化されたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト 最小化されたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 最小化されたウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

復元 

説明 

ウィンドウを最初に開いた状態に戻します。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

ウィンドウを最小化、最大化、サイズ変更または移動した後に元のサイズと位置に復元するために、通常タスクの最

後に使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

「有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*

または?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入

力すると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィン

ドウがすべて含まれます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて含まれます。 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。特定のウィンドウを同一のタイトル

/クラスを含む他のインスタンスと区別する場合に使用

します。 
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アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。 
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このダイアログを使用すると、特定のウィンドウに関

する追加条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 

Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 
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Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィ

ンドウを含

める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィ

ンドウタイ

トルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィ

ンドウクラ

スを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィ

ンドウハン

ドルを設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセッ

トに値を格

納する 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト 復元されたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト 復元されたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 復元されたウィンドウのハンドルを返します。 
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<ウィンドウ> 

最大化 

説明 

指定されたウィンドウが最大化され、画面全体が占有されます。 

ウィンドウのタイトル、クラス、ハンドルおよび関連するオブジェクトを使用してウィンドウを指定することが可能

です。 

 

用途 

すべての内容を表示するためにウィンドウを最大化するために使用します。 

また、マウス・キーボードなどの対話型アクティビティを後続ステップで使用可能にするためにこのアクティビティ

を使用します。 

 

一般 

このアクティビティには既存のウィンドウとそのコントロールの検出を容易にするために AutoMate の Windows 解

析技術が含まれます。 

目的のコントロールを選択するには以下手順を実施します: 

 1.目的のコントロールを含むウィンドウが開いていて、フォアグラウンド(最前画面)にあることを確認します。 

 2.コントロールの上に虫眼鏡マークをドラッグして放します。コントロールがこのアクティビティでサポートされ

ている場合は、その周りに緑色の枠が表示されます。 

 3.アイコンを放すと、「編集する」タブに識別されたプロパティが設定されます。個々のコントロールプロパティは

[有効/無効」の設定や値の変更が可能です。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィンドウ

タイトル 

テキスト はい (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのタイトルを示しま

す。無効にすると、ウィンドウのタイトルは無視されま

す。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Explorer*]と入力す

ると、タイトルに[Explorer]という語を含むウィンドウ

がすべて含まれます。 

ウィンドウ

クラス 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのクラスを示します。

無効にすると、ウィンドウクラスは無視されます。 

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*また

は?)の使用が可能です。たとえば[*Outlook*]と入力す

ると、クラスに[Outlook]という語を含むウィンドウが

すべて含まれます。 

  



289 

 

ウィンドウ

ハンドルか

ら 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、表示するウィンドウのハンドルを示しま

す。無効にするか[０]に設定すると、ウィンドウハンド

ルは無視されます。 

特定のウィンドウを同一のタイトル/クラスを含む他の

インスタンスと区別する場合に使用します。 

アクセシビ

リティ エン

ジン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 自動 アクセシビリティエンジンはプログラムに従ってユーザ

ーインターフェイスの的確な情報を集めるために使用し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 - 現在のプロパティに基づいて、使用するアクセ

シビリティエンジンを自動検出します 

・UI Automation – UI Automation が使用されます。UI 

Automation はユーザーインターフェースに関する情報

を公開するための Microsoft の標準です 

・アクティブ - アクティブなアクセシビリティが使用さ

れます。Active Accessibility は、ユーザーインターフェ

イスに関する情報を公開するための Microsoft の古い標

準です 

・Java - Java Access Bridge が使用されます。Java Access 

Bridge は特定の Java アプリケーションおよびアプレッ

トを Microsoft Windows システム上の支援技術に表示す

るためのテクノロジーです 

・Internet explorer -Internet Explorer DOM(Document 

Object Model)で Web ページのオブジェクト(テキス

ト、イメージ、ヘッダー、リンクなど)を表すために使

用されます 

 

ウィンドウコンテンツ 

同じタイトルのウィンドウが複数存在する場合は、オブジェクトの自動編集を使用して一意のオブジェクト、コント

ロール、プロパティなどの追加条件を指定し、ウィンドウを区別する必要があります。 

追加要素を認識するためには[ウィンドウは次のオブジェクトを含む必要があります]を選択し、[追加]ボタンをクリ

ックします。 

[オブジェクトエディター]ダイアログが現れた後、以下のいずれかを実施します: 

 1.虫眼鏡アイコンを目的のオブジェクトまたはコントロール上にドラックして放します。オブジェクトプロパティ

に、そのオブジェクトの一意の名前と値が追加されます。個々の値は有効/無効の設定が可能です。 

 2.「参照」をクリックし、選択したウィンドウの使用可能なオブジェクトまたはコントロールをトラバースしま

す。「ウィンドウコンテンツ」から目的のオブジェクトを選択し「OK」をクリックします。 

オブジェクトプロパティに、そのオブジェクトの特有の定義されたプロパティが追加されます。個々の値は有効/無

効の設定が可能です。 

使用可能なオブジェクトのプロパティは以下のとおりです。 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

プロパティ 

テキスト いいえ (空白) AutoMate の Windows 解析技術で取得したウィンドウ

内のオブジェクト、コントロールまたはテキストを記

述するために使用します。ウィンドウまたは一致する

オブジェクトを正確に指定するために追加の特性を定

義することが可能です。特定のプロパティを有効/無効

にするには関連するチェックボックスをオンまたはオ

フにします。値を変更する場合は[値]フィールドに目的

の値を入力します。「参照」ボタンをクリックするとオ

ブジェクトブラウザダイアログが開きます。このダイ

アログを使用すると、特定のウィンドウに関する追加

条件を検索できます。 

Toolkit テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユニット

のセット)を調べるよう指定します。無効にするとツー

ルキットは無視されます。 

Type テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトタイプ(ボタン、チェックボックス、トラ

ックバー)を調べるよう指定します。無効にするとオブ

ジェクトタイプは無視されます。 

Class テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトクラス

(XTPToolBar,SysTreeView,MDIClient)を調べるよう指

定します。無効にするとオブジェクトクラスは無視さ

れます。 

FrameworkId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクトの

作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が検査

されることを指定します。無効にすると、フレームワ

ーク ID は無視されます。 

Name テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクト名(オブジェクトの一意の識別子)を調べる

よう指定します。無効にするとオブジェクト名は無視

されます。 

AutomationId テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェクト

の一意の識別子)が検査されることを指定します。無効

にすると、オートメーション ID は無視されます。 

Value テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一致)を

調べるように指定します。無効にするとオブジェクト

の値は無視されます。 
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Role テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのロールタイプ(Java Accessibility Bridge

によって提供されるコントロールタイプ)が検査される

ことを指定します。無効にすると、ロールタイプは無

視されます。 

Description テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた説

明)が検査されることを指定します。無効にすると、説

明は無視されます。 

X 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの X 座標を調べるように指定します。無

効にすると X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Y 数字 いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトの Y 座標を調べるように指定します。無

効にすると Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は全スクリーンではなく指定されたウィ

ンドウの相対座標です 

Width テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅を調べることを指定しま

す。無効にすると、ピクセル幅は無視されます。 

Height テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが調べられることを指

定します。無効にすると、ピクセルの高さが無視され

ます。 

IndexInParent テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、一致するオブジェクトを決定すると

きに、親番号のオブジェクトのインデックス（親オブ

ジェクト内にある子オブジェクトの数値識別子）を調

べることを指定します。無効にすると、親番号のイン

デックスは無視されます。 

ParentPath テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる一

連の制御タイプ識別子)が検査されることを指定しま

す。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence テキスト いいえ (空白) 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子。

一致する複数のオブジェクトが見つかった場合に役立

ちます)を調べることを指定します。無効にすると、発

生は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

非表示ウィン

ドウを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定されている場合、ウィンドウの検索に非表

示のウィンドウを含めるように指定します。デフォルト

では、非表示ウィンドウは検索されません。 

変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのタイトルを

設定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのクラスを設

定する既存の変数名を指定します。 

変数にウィン

ドウハンドル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、フォーカスされたウィンドウのハンドルを

設定する既存の変数名を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。フォーカス

されたウィンドウに関する情報が格納されます。詳細は

下記の『データセット』を参照してください。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト 最大化されたウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト 最大化されたウィンドウのクラスを返します。 

theDataset.Handle 数字 最大化されたウィンドウのハンドルを返します。 
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ダイアログ 

コンピュータとユーザーの間の対話を可能にするダイアログボックスを使用する場合にこちらのアクションを使用し

ます。 

明示的な情報をユーザーに伝えたり、必要に応じてユーザーに応答を促したりします。 

 

 

<ダイアログ> 

メッセージ 

説明 

タスクの実行中に指定された設定を使用してメッセージボックスを表示します。 

メッセージボックスはタスク内で通知またはユーザー入力が必要な場合に便利です。 

 

用途 

実行時にユーザーに警告したり、タスクに関する有益なフィードバックを提供したりするために使用します。 

ユーザーが応答する(OK ボタンを押す)まで、タスクの実行を一時停止するために使用することも可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

表示するメッ

セージ 

テキスト はい (空白) 実行時に表示されるメッセージを指定します。 

指示、フィードバック、プロセスの結果等を表示しま

す。 

メッセージボ

ックスのタイ

トル 

テキスト いいえ (空白) メッセージボックスのタイトルバーに表示されるタイト

ルを指定します。 

最前面にダイ

アログを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、メッセージボックスが他のすべて

のウィンドウより前(最前面)に表示されるように指定し

ます。 

 

ボタン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メッセージ

ボックスに

含まれるボ

タン 

テキスト

(選択式) 

いいえ OK メッセージボックスに表示するボタンを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・OK - メッセージボックスには OK ボタンのみが表示

されます 

・OK キャンセル - メッセージボックスには OK とキャ

ンセルボタン表示されます 

・中止,リトライ,無視 - メッセージボックスには中止、

リトライ、無視ボタンが表示されます 

・リトライ,キャンセル - メッセージボックスにはリトラ

イとキャンセルボタンが表示されます 

・はい,いいえ - メッセージボックスにははいといいえボ

タンが表示されます 
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・はい,いいえ,キャンセル - メッセージボックスにはは

い/いいえおよびキャンセルボタンが表示されます 

デフォルト

で選択され

ているボタ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ 最初のボタン デフォルトで選択されるべきボタンを指定します。この

パラメータは[メッセージボックスに含まれるボタン]パ

ラメータで[OK]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

ボタンがク

リックされ

るまでタス

クの実行を

一時停止す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、ボタンが選択されるまでメッセー

ジダイアログステップでタスク実行が一時停止します。 

最初のボタ

ン 

(OK)or(中

止)or(リトラ

イ)or(はい) 

テキスト

(選択式) 

いいえ 続ける 最初のボタン(左から右へ)がクリックされたときに実行

するアクションを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 

・タスクを開始する - 別のタスクが開始されます 

・変数をセットする - 指定された変数は特定の値に設定

されます 

２番目のボ

タン 

(キャンセ

ル)or(リトラ

イ)or(いい

え) 

テキスト

(選択式) 

いいえ 続ける ２番目のボタン(左から右へ)がクリックされたときに実

行するアクションを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 

・タスクを開始する - 別のタスクが開始されます 

・変数をセットする - 指定された変数は特定の値に設定

されます 

３番目のボ

タン 

(無視)or(キ

ャンセル) 

テキスト

(選択式) 

いいえ 続ける ３番目のボタン(左から右へ)がクリックされたときに実

行するアクションを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 
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・タスクを開始する - 別のタスクが開始されます 

・変数をセットする - 指定された変数は特定の値に設定

されます 

開始するタ

スク 

テキスト はい (空白) 1~3 番目のボタンパラメータで[タスクを開始する]に設

定した場合、開始するタスクのパスとファイル名を指定

します。フォルダアイコンをクリックして、目的のタス

クファイル(.aml)に移動します。 

変数名 テキスト はい (空白) 1~3 番目のボタンパラメータで[変数をセットする]に設

定した場合、設定する既存の変数名を指定します。 

変数値 テキスト はい (空白) 1~3 番目のボタンパラメータで[変数をセットする]に設

定した場合、変数に設定する値を指定します。 

変数にリタ

ーンコード

を設定する 

テキスト いいえ (空白) リターンコード(処理の結果)を取り込む既存の変数名を

指定します。 

デフォルト

のボタンを

自動的に選

択する 

数字 いいえ (空白) デフォルトのボタンを自動的に選択するまでの時間を指

定します。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [デフォルトのボタンを自動的に選択する]パラメータで

指定した数字に対する測定値を指定します。使用可能は

オプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ポジション テキスト

(選択式) 

いいえ 画面の中心 メッセージダイアログを表示する画面の位置を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・画面の中心 - ダイアログが画面中央に表示されます 

・画面の左上隅 - ダイアログが画面の左上に表示されま

す 

・画面の右上隅 - ダイアログが画面の右上に表示されま

す 

・画面の右下隅 - ダイアログが画面の右下に表示されま

す 

・スクリーンの左下隅 - ダイアログが画面の左下に表示

されます 

・カスタムロケーション - ダイアログは指定された X/Y

座標に表示されます 

ダイアログ

タイトルア

イコン 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし タイトルの横に表示されるアイコンを指定します。どの

タイプのメッセージが表示されているかを判断するのに

役立ちます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・なし - アイコンは表示されません 

・インフォメーション - インフォメーションアイコンが

表示されます(ｉ) 

・エクスクラメーション - エクスクラメーションアイコ

ンが表示されます(！) 

・クエスチョン - 疑問符アイコン表示されます(？) 

・ストップ - 停止アイコンが表示されます(手のマーク) 

Windows 座

標(X) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＸ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

Windows 座

表(Y) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＹ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

キャプチャ

するマウス

の位置 

(Space キー

を押してキ

ャプチャ) 

- - - 有効にすると、画面位置をマウスでキャプチャすること

ができます。画面上の特定の領域をキャプチャするに

は、カーソルを目的の位置に移動し、キーボードのスペ

ースバーを押します。 

これにより、Ｘ/Y 座標が自動的に設定されます。 
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<ダイアログ> 

入力 

説明 

タスク実行時にユーザーが特定のテキスト値を入力できる入力ダイアログをを表示します。 

タスクが値の入力を待つ間、実行は一時停止されます。値を入力しない場合のデフォルト値を指定可能です。 

 

用途 

実行時にテキスト応答が必要な質問をするのに便利です。タスク実行中の意思決定の際にも使用可能です。 

たとえば、値に１を入力した場合は次の手順に進み、２を入力した場合はタスクを終了します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

表示するメ

ッセージ 

テキスト はい (空白) 実行時に入力ボックスに表示されるメッセージを指定し

ます。 

ユーザーが回答するべき質問等を指定します。 

デフォルト

値 

テキスト いいえ (空白) 入力ボックスに表示されるデフォルト値を指定します。 

デフォルト値を指定すると、ユーザーとの対話が発生し

ない場合でもタスクの実行を続行できます。 

文字列の最

大長 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、ユーザーが入力ボックスに入力可能な最大

文字数を指定します。 

ユーザーが無効なデータを入力することを防止します

(例:郵便番号フィールドに５桁以上を入力する) 

変数に入力

した値を設

定する 

テキスト いいえ (空白) ユーザーがメッセージの応答として入力したテキストを

取り込み既存の変数名を指定します。 

入力をマス

クする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、入力ボックスに入力されたテキス

トをリアルタイムでマスクします。 

ユーザーがパスワードやその他機密データを入力する際

に役立ちます。 

メッセージ

ボックスの

タイトル 

テキスト いいえ (空白) 入力ボックスのタイトルバーに表示されるタイトルを指

定します。 

最前面にダ

イアログを

表示する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、入力ボックスが他のすべてのウィ

ンドウより前(最前面)に表示されるように指定します。 

 

ボタン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

デフォルト

で選択され

ているボタ

ン 

テキスト

(選択式) 

いいえ OK デフォルトで選択されるべきボタンを指定します。 

・OK - デフォルトではＯＫボタンが選択されます 

・キャンセル - デフォルトではキャンセルボタンが選択

されます 

キャンセル テキスト

(選択式) 

いいえ タスクを正常

終了する 

[キャンセル]ボタンが選択された場合に実行するアクシ

ョンを指定します。 
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使用可能なオプションは次のとおりです。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 

・タスクを開始する - 別のタスクが開始されます 

・変数をセットする - 指定された変数は特定の値に設定

されます 

開始するタ

スク 

テキスト はい (空白) [キャンセル]ボタンが選択された場合に開始するタスク

のパスとファイル名を指定します。フォルダアイコンを

クリックして、目的のタスクファイル(.aml)に移動しま

す。このパラメータは[キャンセル]パラメータが[タス

クを開始する]に設定されている場合のみ有効です。 

変数名 テキスト はい (空白) 値を設定する既存の変数名を指定します。このパラメー

タは[キャンセル]パラメータが[変数をセットする]に設

定されている場合のみ有効です。 

変数値 テキスト はい (空白) 変数に設定する値を指定します。このパラメータは[キ

ャンセル]パラメータが[変数をセットする]に設定され

ている場合のみ有効です。 

デフォルト

のボタンを

自動的に選

択する 

数字 いいえ (空白) デフォルトのボタンを自動的に選択するまでの時間を指

定します。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [デフォルトのボタンを自動的に選択する]パラメータで

指定した数字に対する測定値を指定します。使用可能は

オプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

 

  



299 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ポジション テキスト

(選択式) 

いいえ 画面の中心 メッセージダイアログを表示する画面の位置を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・画面の中心 - ダイアログが画面中央に表示されます 

・画面の左上隅 - ダイアログが画面の左上に表示されま

す 

・画面の右上隅 - ダイアログが画面の右上に表示されま

す 

・画面の右下隅 - ダイアログが画面の右下に表示されま

す 

・スクリーンの左下隅 - ダイアログが画面の左下に表示

されます 

・カスタムロケーション - ダイアログは指定された X/Y

座標に表示されます  
ダイアログ

タイトルア

イコン 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし タイトルの横に表示されるアイコンを指定します。どの

タイプのメッセージが表示されているかを判断するのに

役立ちます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・なし - アイコンは表示されません 

・インフォメーション - インフォメーションアイコンが

表示されます(ｉ) 

・エクスクラメーション - エクスクラメーションアイコ

ンが表示されます(！) 

・クエスチョン - 疑問符アイコン表示されます(？) 

・ストップ - 停止アイコンが表示されます(手のマーク) 

Windows 座

標(X) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＸ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。このパラメータは[ポジショ

ン]パラメータが[カスタムロケーション]に設定されて

いる場合のみ有効です。 

Windows 座

表(Y) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＹ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

キャプチャ

するマウス

の位置 

(Space キー

を押してキ

ャプチャ) 

- - - 有効にすると、画面位置をマウスでキャプチャすること

ができます。画面上の特定の領域をキャプチャするに

は、カーソルを目的の位置に移動し、キーボードのスペ

ースバーを押します。 

これにより、Ｘ/Y 座標が自動的に設定されます。 
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<ダイアログ> 

選択 

説明 

指定したオプションに基づいて生成された選択ダイアログを表示します。 

複数選択する必要がある場合や、タスクによって実行される後続のアクションへの影響をユーザーが決定しなければ

ならない場合に便利です。 

ユーザーが選択した項目に関連付けられた値は、変数に格納され、処理されます。 

 

用途 

「ダイアログ - 入力」アクティビティと同様にユーザーは質問に応じて値を選択できます。 

テキスト値は、後続のステップで使用する変数に取り込まれます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ダイアログ

タイトル 

テキスト いいえ アイテムを選

択してくださ

い。 

選択ダイアログボックスのタイトルバーに表示するテキ

ストを指定します。 

表示するメ

ッセージ 

テキスト はい (空白) 選択ダイアログボックスに表示するテキストを指定しま

す。 

ユーザーが回答するべき質問等を指定します。 

変数に結果

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 選択した項目の[値]パラメータの値を取り込む既存の変

数名を指定します。 

ユーザーが複数の項目を選択した場合、値はカンマ区切

りのリストとして返されます。 

リストタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ ドロップダウ

ンリスト 

実行時に表示されるリストタイプを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ドロップダウンリスト - リスト内の項目はドロップダ

ウンボックスに配置されます(このオプションでは複数

選択はできません) 

・チェックボックスリスト - リスト内の項目はチェック

ボックスで表示されます(このオプションでは複数選択

が可能です) 

・ラジオボタンリスト - リスト内の項目はラジオボタン

で表示されます(このオプションでは複数選択はできま

せん) 

・プレーンリスト - リスト内の項目はリストボックスと

して表示されます(このオプションでは複数選択が可能

です) 

アイテムソ

ース 

テキスト

(選択式) 

いいえ リスト リスト項目の派生元を指定します。どのオプションが選

択されるかにより、表示されるパラメータが異なりま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・リスト - [追加]ボタンを押して手動で入力します 

・データセット - 既存のデータセットからリストを派生

します 
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・配列 - 既存の配列からリストを派生します 

キャプショ

ン 

テキスト はい (空白) このアクションの実行中に表示される項目のカンマ区切

りリストを指定します。各キャプションは[値]パラメー

タに対応する項目が必要です。 

このパラメータは[アイテムソース]パラメータが[リス

ト]に設定されている場合のみ有効です。 

値 テキスト はい (空白) このアクションの実行中に表示されるカンマ区切りの値

を指定します。各値は[キャプション]パラメータに対応

する項目が必要です。 

このパラメータは[アイテムソース]パラメータが[リス

ト]に設定されている場合のみ有効です。 

選択された はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、デフォルトで選択またはチェック

されます。[リストタイプ]パラメータで選択したオプシ

ョンにより、 

このパラメータの要件は異なります。[ドロップダウン

リスト]または[ラジオボタンリスト]を指定した場合

は、１つの項目を選択する必要があります。[チェック

ボックスリスト]または[プレーンリスト]を指定した場

合は０または複数の項目を選択します。 

このパラメータは[アイテムソース]パラメータが[リス

ト]に設定されている場合のみ有効です。 

データセッ

ト 

テキスト はい (空白) リストアイテムを収集するデータセットの名前を指定し

ます。このパラメータは[アイテムソース]パラメータが

[データセット]に設定されている場合のみ有効です。 

キャプショ

ン列 

テキスト はい (空白) このアクションの実行中に表示される項目として使用す

るデータセット列を指定します。このパラメータは[ア

イテムソース]パラメータが[データセット]に設定され

ている場合のみ有効です。 

選択した行

のインデッ

クス 

数字 はい (空白) デフォルトでチェックまたは選択される項目のインデッ

クス番号を指定します。 

[リストタイプ]パラメータで選択したオプションによ

り、このパラメータの要件は異なります。 

[ドロップダウンリスト]または[ラジオボタンリスト]を

指定した場合は、１つの項目を選択する必要がありま

す。[チェックボックスリスト]または[プレーンリスト]

を指定した場合は０または複数の項目を選択します。複

数のオプションを指定するには、数字をカンマで区切り

ます。 

このパラメータは[アイテムソース]パラメータが[デー

タセット]または[配列]に設定されている場合のみ有効

です。 
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[OK]で戻る テキスト

(選択式) 

はい 行インデック

ス 

・行インデックス - インデックス(行番号)をリストの

[値]として使用します 

・列の値 - 特定のデータセット列の値をリストの[値]と

して使用します 

配列 テキスト はい (空白) リストアイテムを収集する配列の名前を指定します。こ

のパラメータは[アイテムソース]パラメータが[配列]に

設定されている場合のみ有効です。 

注 1:配列の最初の列はキャプションとして使用されます 

最前面にダ

イアログを

表示する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、入力ボックスが他のすべてのウィ

ンドウより前(最前面)に表示されるように指定します。 

 

ボタン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

(キャンセ

ル): 

テキスト

(選択式) 

いいえ タスクをエラ

ーで終了する 

[キャンセル]ボタンが選択された場合に実行するアクシ

ョンを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 

・タスクを開始する - 別のタスクが開始されます 

・変数をセットする - 指定された変数は特定の値に設定

されます 

開始するタ

スク 

テキスト はい (空白) [キャンセル]ボタンが選択された場合に開始するタスク

のパスとファイル名を指定します。 

フォルダアイコンをクリックして、目的のタスクファイ

ル(.aml)に移動します。 

このパラメータは[キャンセル]パラメータが[タスクを

開始する]に設定されている場合のみ有効です。 

変数名 テキスト はい (空白) 値を設定する既存の変数名を指定します。 

このパラメータは[キャンセル]パラメータが[変数をセ

ットする]に設定されている場合のみ有効です。 

変数値 テキスト はい (空白) 変数に設定する値を指定します。このパラメータは[キ

ャンセル]パラメータが[変数をセットする]に設定され

ている場合のみ有効です。 

次の後に自

動的に[OK]

を選択する 

数字 いいえ (空白) デフォルトのボタンを自動的に選択するまでの時間を指

定します。 
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単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [デフォルトのボタンを自動的に選択する]パラメータで

指定した数字に対する測定値を指定します。使用可能は

オプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ポジション テキスト

(選択式) 

いいえ 画面の中心 ダイアログを表示する画面の位置を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・画面の中心 - ダイアログが画面中央に表示されます 

・画面の左上隅 - ダイアログが画面の左上に表示されま

す 

・画面の右上隅 - ダイアログが画面の右上に表示されま

す 

・画面の右下隅 - ダイアログが画面の右下に表示されま

す 

・スクリーンの左下隅 - ダイアログが画面の左下に表示

されます 

・カスタムロケーション - ダイアログは指定された X/Y

座標に表示されます 

Windows 座

標(X) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＸ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

Windows 座

表(Y) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＹ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

強制選択 はい/いい

え 

いいえ はい ユーザーが必ず選択を行わなければならないことを指定

します。このオプションは[リストタイプ]パラメータが

[チェックボックス]または[プレーンリスト]に指定され

ている場合のみ有効です。 

複数選択を許

可する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 複数選択を許可することを指定します。このオプション

は[リストタイプ]パラメータが[チェックボックス]また

は[プレーンリスト]に指定されている場合のみ有効で

す。 
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キャプチャす

るマウスの位

置 

(Space キー

を押してキャ

プチャ) 

- - - 有効にすると、画面位置をマウスでキャプチャすること

ができます。画面上の特定の領域をキャプチャするに

は、カーソルを目的の位置に移動し、キーボードのスペ

ースバーを押します。 

これにより、Ｘ/Y 座標が自動的に設定されます。 
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<ダイアログ> 

カスタム 

説明 

Dialog Designer(タスク内で使用されるカスタムダイアログを簡単にデザインするグラフィカルツールを提供する

IDE)を使用して構築されたカスタムダイアログを表示します。 

 

用途 

開発者が作成したカスタムダイアログボックスを表示するために使用します。ダイアログボックスは、ユーザー入力

を取得するために表示される一時的なウィンドウです。 

アプリケーションは通常、ダイアログボックスを使用して、ユーザーにメニュー項目の追加情報や選択を促します。 

たとえば、ユーザーに特定のオプションを提示し、選択したオプションに基づいて適切なサブルーチンを実行する場

合などにカスタムダイアログを作成し、使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レイアウトの

場所 

テキスト

(選択式) 

はい レイアウトは

タスク ファイ

ルに埋め込む 

カスタムダイアログレイアウトの場所を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・レイアウトはタスクファイルに埋め込む - カスタムダ

イアログのレイアウト定義が現在のタスク(.aml)ファイ

ルに直接埋め込まれたコードとして保存されます。既存

のカスタムダイアログを編集する場合は、現在タスクフ

ァイルに埋め込まれているレイアウトを編集します 

・レイアウトは外部ファイルにあり- カスタムダイアロ

グのレイアウトが外部にある.xml ファイルに保存されま

す。既存のカスタムダイアログを編集する場合は、外部

の.xml ファイルに保存された既存のレイアウトを編集し

ます 

レイアウト テキスト はい (空白) タスク内に埋め込まれたカスタムダイアログのレイアウ

トのコードを表示します。カスタムダイアログを作成ま

たは編集するには[レイアウトの編集]ボタンをクリック

します。 

このパラメータは[レイアウトの場所]パラメータが[レ

イアウトはタスクファイルに埋め込む]に設定された場

合のみ有効です。 
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ファイル名 テキスト はい (空白) 外部に保存されたカスタムダイアログのレイアウトのパ

スとファイル名を指定します。フォルダアイコンをクリ

ックして、外部の.xml ファイルに移動します。カスタム

ダイアログを作成または編集するには[レイアウトの編

集]ボタンをクリックします。 

このパラメータは[レイアウトの場所]パラメータが[レ

イアウトは外部ファイルにあり]に設定された場合のみ

有効です。 

データセット

にダイアログ

データを設定

する 

テキスト はい (空白) ダイアログデータを取り込むデータセット名を設定し、

データセットを作成します。このデータセットにはユー

ザーが選択した動的値(存在する場合)を含む、ダイアロ

グのさまざまなコントロール値が含まれます。リストは

タスクビルダー下部のデバックウィンドウ[変数]から確

認可能です。 

データセット

を作成してダ

イアログ メ

タデータを設

定する 

テキスト いいえ (空白) ダイアログメタデータを取り込むデータセット名を設定

し、データセットを作成します。このデータセットには

ユーザーが選択した動的値(存在する場合)を含む、ダイ

アログのさまざまなコントロール値が含まれます。リス

トはタスクビルダー下部のデバックウィンドウ[変数]か

ら確認可能です。 

タイトル テキスト いいえ (空白) カスタムダイアログボックスのタイトルを指定します。

このタイトルは、ダイアログボックスが開いたときにタ

イトルバーに表示されます。 

最前面にダイ

アログを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、入力ボックスが他のすべてのウィ

ンドウより前(最前面)に表示されるように指定します。 

 

  



307 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ポジション テキスト

(選択式) 

いいえ 画面の中心 ダイアログを表示する画面の位置を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・画面の中心 - ダイアログが画面中央に表示されます 

・画面の左上隅 - ダイアログが画面の左上に表示されま

す 

・画面の右上隅 - ダイアログが画面の右上に表示されま

す 

・画面の右下隅 - ダイアログが画面の右下に表示されま

す 

 

・スクリーンの左下隅 - ダイアログが画面の左下に表示

されます 

・カスタムロケーション - ダイアログは指定された X/Y

座標に表示されます 

Windows 座

標(X) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＸ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

Windows 座

表(Y) 

数字 はい (空白) ダイアログを表示する位置のＹ座標を指定します。 

マウスを使用してキャプチャするには[キャプチャする

マウスの位置]オプションを有効にし、マウスカーソル

を画面上の目的の場所に移動し、スペースキーを押して

位置をキャプチャします。 

このパラメータは[ポジション]パラメータが[カスタム

ロケーション]に設定されている場合のみ有効です。 

キャプチャす

るマウスの位

置 

(Space キー

を押してキャ

プチャ) 

- - - 有効にすると、画面位置をマウスでキャプチャすること

ができます。画面上の特定の領域をキャプチャするに

は、カーソルを目的の位置に移動し、キーボードのスペ

ースバーを押します。 

これにより、Ｘ/Y 座標が自動的に設定されます。 
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<ダイアログ> 

ファイルを開く 

説明 

開くファイル名を指定するためのダイアログボックスを表示します。 

選択されたファイルは、後続のステップで使用するために変数に格納されます。ユーザーがファイルを選択するま

で、実行は一時停止されます。 

 

用途 

タスク実行中に開くファイルをユーザーが手動で選択できるようにするために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メッセージボ

ックスのタイ

トル 

テキスト いいえ アイテムを選

択してくださ

い。 

ダイアログボックスに表示するタイトルを指定します。 

どのファイルを開くのかについてユーザーに適切な情報

を提供できます(例:「対象のスプレッドシートを参照し

てください」など)。 

変数に結果を

設定する 

テキスト はい (空白) ユーザーが選択したファイルまたはフォルダを取り込む

既存の変数名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フィルター テキスト いいえ All files 

(*.*)|*.* 

ダイアログボックスに表示されるファイルフィルタを指

定します。たとえば、テキストファイルのみを表示する

場合は「*.txt」と指定します。 

初期フォルダ

ー 

テキスト いいえ (空白) ダイアログボックスが表示されたときにユーザーに最初

に表示されるフォルダを指定します。 

キャンセル時 テキスト いいえ タスクを正常

終了する 

[キャンセル]ボタンが選択された場合に実行するアクシ

ョンを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 
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<ダイアログ> 

ファイルの保存 

説明 

ユーザーが特定のファイルを保存できるように、Windows の「名前を付けて保存」ダイアログボックスを表示しま

す。 

指定された場所とファイル名は、後続のステップで使用するために変数に格納されます。ユーザーがファイルを選択

するまで、実行は一時停止されます。 

 

用途 

タスク実行中にユーザーが手動でファイルを保存できるようにするために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メッセージ

ボックスの

タイトル 

テキスト いいえ アイテムを選

択してくださ

い。 

ダイアログボックスに表示するタイトルを指定します。 

どのファイルを開くのかについてユーザーに適切な情報

を提供できます(例:「対象のスプレッドシートを参照し

てください」など)。 

変数に結果

を設定する 

テキスト はい (空白) ユーザーが選択したファイルまたはフォルダを取り込む

既存の変数名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フィルター テキスト いいえ All files 

(*.*)|*.* 

ダイアログボックスに表示されるファイルフィルタを指

定します。たとえば、テキストファイルのみを表示する

場合は「*.txt」と指定します。 

初期フォル

ダー 

テキスト いいえ (空白) ダイアログボックスが表示されたときにユーザーに最初

に表示されるフォルダを指定します。 

キャンセル

時 

テキスト いいえ タスクを正常

終了する 

[キャンセル]ボタンが選択された場合に実行するアクシ

ョンを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 
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<ダイアログ> 

フォルダの参照 

説明 

実行時に特定のフォルダを参照および選択できる[フォルダの参照]ダイアログボックスを表示します。 

選択されたフォルダは、後続のステップで使用するために変数に格納されます。ユーザーがフォルダを選択するま

で、実行は一時停止されます。 

 

用途 

タスク実行中にユーザーが手動で参照するフォルダを選択できるようにするために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

説明テキスト 

(フォルダツ

リーの上に表

示されます) 

テキスト いいえ アイテムを選

択してくださ

い。 

ダイアログボックスに表示するタイトルを指定します 

(例:「対象フォルダを選択してからＯＫをクリックして

ください]など)。 

変数に結果を

設定する 

テキスト はい (空白) ユーザーが選択したフォルダを取り込む既存の変数名を

指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

初期フォルダ

ー 

テキスト いいえ (空白) ダイアログボックスが表示されたときにユーザーに最初

に表示されるフォルダを指定します。 

キャンセル時 テキスト いいえ タスクを正常

終了する 

[キャンセル]ボタンが選択された場合に実行するアクシ

ョンを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・次のステップに進む - タスクは次のステップに進みま

す 

・タスクを正常終了する - タスクは停止します。エラー

は発生しません 

・タスクをエラーで終了する - タスクはエラーで失敗し

ます 
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ファイル システム 

ファイルやフォルダのコピー、移動、削除やデータ損失に防ぐためのバックアップなどを行う場合にこちらのアクシ

ョンを使用します。 

ファイルのチェックサムの取得、ファイルの分割と結合、ファイルの属性設定、フォルダの作成や同期などの操作も

含まれます。 

 

 

<ファイル システム> 

コピー 

説明 

1 つまたは複数のファイルまたはフォルダをあるディレクトリから別のディレクトリにコピーします。 

複数のファイル/フォルダを指定するには、ワイルドカード文字(*または?)を使用します(例:c:\*.txt)。複数のファイ

ルまたはワイルドカードマスクを指定するには、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

ファイルのバックアップなどに使用されます。たとえば、アクセス可能なネットワークドライブ上の共有フォルダに

PDF ファイルをコピーすることができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

一般 選択式 はい ファイル コピーするオブジェクトのタイプを指定します。選

択可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - 1 つ以上のファイルをコピーします 

・フォルダー - 1 つ以上のフォルダをコピーします 

ソース テキスト はい (空白) コピー元ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。ワイルドカード文字(*または？)を使用して、マ

スク検索ができます。複数のファイルまたはフォル

ダを指定する場合は、パイプ記号(|)で区切って指定

します。 

保存先 テキスト はい (空白) コピー先のフォルダのパスを指定します。指定した

フォルダが存在しなかった場合、自動でフォルダが

生成されます。 

単体のファイルまたはフォルダ(ワイルドカード指定

は除く)をコピーする場合、コピー元と異なるファイ

ル名またはフォルダ名に変更できます。 

データセットに

実行結果を設定

する(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定するデータセットを作成しま

す。 
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ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除

外する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルをコピー対象から

除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい

場合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが

存在する場

合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでにコピー先

に存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし実行中にコピー先に同名のファイルが作成

/追加された場合、エラーになります。 

新しい場合

のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでにコピー先

に存在する場合、かつコピー元がコピー先より最新のフ

ァイルである場合のみ、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。 

行き先に存

在する場合

のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コピー先に同名のファイルが存在

するファイルのみ上書きでコピーされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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読み取り専

用ファイル

を上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コピー先の検索条件に一致するフ

ァイルは読み取り専用ファイルであっても上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

[ファイルが存在する場合は上書きする]を[はい]に設定

した場合のみ有効になります。 

隠しファイ

ルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コピー先に検索条件に一致するフ

ァイルは隠しファイルであっても同様に上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

[ファイルが存在する場合は上書きする]を[はい]に設定

した場合のみ有効になります。 

サブフォル

ダーを含め

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、[ソ

ース]パラメータに指定されたフォルダのルートに存在

するファイルのみ検索します。 

このパラメータは、(フォルダではなく)ファイルをコピ

ーするように設定されている場合にのみ有効です。 

フォルダー

構造のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをコピーします。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピーされず、

コピー先のフォルダのルートにファイルがコピーされま

す。このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が

[はい]に設定されている場合のみ、有効になります。 

フォルダが

存在する場

合はマージ

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、移動先フォルダに同名のフォルダ

が存在する場合、ソースフォルダとそのフォルダがマー

ジされます。 

[いいえ]に設定すると、マージは行われませんが、実行

エラーが発生します。 

このパラメータは、[一般]が[フォルダ]に設定されてい

る場合にのみ有効になります。 
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ファイル フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<ファイル システム> 

移動 

説明 

1 つ以上のファイルまたはフォルダを指定先のパスに移動します。複数のファイル/フォルダを指定するにはワイルド

カード文字(*または?)を使用します。複数のワイルドカードマスクを指定するには、パイプ記号で区切ります

(c:\*.txt|c:\*.bak)。 

存在しないファイル/フォルダに移動しようとする場合は実行中に新しいファイル/フォルダが作成されます。 

 

用途 

1 つ以上のファイルを移動したり、フォルダ構造全体を別のドライブやネットワーク上に共有に移動したりするため

に使用されます。 

他のアクティビティによって生成されたファイルを移動させ、すでに移動先に存在するファイルを上書きすることが

できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

一般 選択式 はい ファイル 移動するオブジェクトのタイプを指定します。 

選択可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - 1 つ以上のファイルを移動させます 

・フォルダー -1 つ以上のフォルダを移動させます 

ソース テキスト はい (空白) 移動するファイルまたはフォルダのパスを指定します。

ワイルドカード文字(*または?)の使用が可能です。 

複数ファイルマスクはパイプ記号(|)で指定します。 

保存先 テキスト はい (空白) 移動先のフォルダまたはファイル名を指定します。移動

先フォルダが存在しない場合、実行時に作成されます。 

データセット

に実行結果を

設定する(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定するデータセットを作成します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを移動対象から除

外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 
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より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに移動先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし移動先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつ移動元が移動先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、移動先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、移動先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、移動先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、[ソ

ース]パラメータに指定されたフォルダのルートに存在

するファイルのみ検索します。 

このパラメータは、[一般]が[ファイル]に設定されてい

る場合にのみ有効になります。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルを移動します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピーされず、

移動先のフォルダのルートにファイルが移動されます。

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースフォルダ/ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.IsDirectory  真偽値 ディレクトリであるかどうかを返します。 

theDataset.Destination テキスト 移動先ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果(TRUE または FALSE)を返します。 

theDataset.Message テキスト 結果に関する文字情報を返します。 
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<ファイル システム> 

削除 

説明 

指定されたファイルまたはフォルダを削除します。 

複数のファイル/フォルダを指定したい場合、ワイルドカード文字(*または?)を利用可能です。 

複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定したい場合、パイプ記号で区切ります(c:\*.txt|c:\.bak)。 

 

用途 

冗長なフォルダ、ファイルまたはシステム辞書をバッチ削除するときに使用します。 

フォルダ/ファイルの永久削除かごみ箱への移転が可能です。 

レポートを作成するために削除されたフォルダ/ファイルに関する情報を取得することもできます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

一般 選択式 はい ファイル 削除するオブジェクトのタイプを指定します。 

選択可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - 1 つ以上のファイルを削除します 

・フォルダー -1 つ以上のフォルダを削除します 

ソース テキスト はい (空白) 削除するファイルまたはフォルダのパスを指定します。

ワイルドカード文字(*または?)の使用が可能です。 

複数ファイルマスクはパイプ記号(|)で指定します。 

ごみ箱に入

れる 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、フォルダ/ファイルはごみ箱に移

動されます。 

[いいえ]に設定すると、フォルダ/ファイルは永久に削

除されます。 

データセッ

トに実行結

果を設定す

る(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定するデータセットを作成します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを削除対象から除

外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 
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より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースフォルダ/ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果(TRUE または FALSE)を返します。 

theDataset.Message テキスト 結果に関する文字情報を返します。 
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<ファイル システム> 

名前の変更する 

説明 

1 つ以上のフォルダまたはファイルの名前を変更します。 

複数のファイルとフォルダを指定する場合、ワイルドカード文字を使用します(*または?)。 

複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定したい場合、パイプ記号で区切ります(c:\*.txt|c:\.bak)。 

 

用途 

複数のフォルダまたはファイルの名前変更を自動化するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

一般 選択式 はい ファイル 名前を変更するオブジェクトのタイプを指定します。 

・ファイル- 1 つ以上のファイルの名前を変更します 

・フォルダー - 1 つ以上のフォルダの名前を変更します 

元の名前 テキスト はい (空白) 名前を変更するファイルまたはフォルダのパスを指定し

ます。ワイルドカード文字(*または?)の使用が可能で

す。複数のファイルマスクはパイプ記号(|)で区切りま

す。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 変更後のフォルダ/ファイル名を指定します。指定した

フォルダが存在しない場合は実行時に作成されます。ワ

イルドカード(*または?)を使用できます。 

データセット

に実行結果を

設定する(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定するデータセットを作成します。 

 

ファイルオプション([一般]でファイルを指定した場合のみ有効) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルをリネーム対象か

ら除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 



323 

 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、変更後のファイル名と同名のファ

イルがすでに存在する場合ファイルは上書きされます。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リネームしたファイルが既に存在

する同名のファイルより新しい場合のみ、ファイルは上

書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リネームしたファイルと同名のフ

ァイルが既に存在する場合のみ、上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既に存在する同名のファイルが読

み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既に存在する同名のファイルが隠

しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 
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フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダご

とファイル名が変更されます。 

[いいえ]に設定すると、ソースフォルダ内のファイルの

み変更され、サブフォルダの構造は保持されません。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

 

ファイルフィルター([一般]でファイルを指定した場合のみ有効) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースフォルダ/ファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 行き先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果は成功を返します。 

theDataset.Message テキスト 結果に関する文字情報を返します。 
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<ファイル システム> 

情報の取得 

説明 

ファイル、フォルダまたはボリュームに関する情報と属性を取得し、結果を変数またはデータセットに保存します。

複数のファイルを指定する場合、ワイルドカード文字(*または?)を使用します。複数のファイルまたはワイルドカー

ドマスクを指定するには、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

1 つ以上のファイル/フォルダに関するデータを収集し、情報に応じて条件付アクションを実行するために使用されま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

モード テキスト

(選択式) 

はい ファイル このアクティビティの対象となるオブジェクトを指定し

ます。選択された項目に応じて、パラメータが変わりま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - 1 つ以上のファイルが対象になります 

・フォルダー - 1 つ以上のフォルダが対象になります 

・ファイルとフォルダー - ファイルとフォルダの両方が

対象になります 

・ボリューム - ボリュームが対象になります。簿ルーム

は単一のハードディスクやパーテーションなど、アクセ

ス可能な単一のストレージ領域にすることができます 

ソース テキスト はい (空白) 情報を取得するファイル/フォルダーのフルパスを指定

します。ワイルドカード文字(*または?)の使用も可能で

す。複数ファイルマスクはパイプ記号(|)で区切ります。 

このパラメータは[モード]が[ファイル]、[フォルダー]

または[ファイルとフォルダー]に設定されている場合の

み有効になります。 

ボリューム テキスト はい C:\ 指定されたボリュームから情報を取得します。 

このパラメータは[モード]が[ボリューム]に設定されて

いる場合のみ有効になります。 

取得する情

報(ファイル/

フォルダ) 

テキスト 

(選択式) 

はい フルネーム 変数に設定するファイル/フォルダのプロパティを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・フルネーム - ファイルのフルパスとファイル名

(C:\Temp\FileName.txt など) 

・親 - 親フォルダ(C:\Temp など) 

・ドライブ: - パスを除くファイル名と拡張子

(FileName.txt) 

・式    ファイルの拡張子(.txt) 
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・サイズ - バイト単位のファイルサイズ 

・is read only -   読み取り専用ファイルかどうか(TRUE

または FALSE) 

・作成日時 - ファイルの作成日時 

・最終アクセス日時 - ファイルが最後にアクセスされた

日時 

・最終更新日時 - ファイルが最後に書き込まれた日時 

・属性 - ファイルの属性 

・is directory - ディレクトリかどうか(TRUE または

FALSE) 

・チェックサム – ファイルのチェックサム値 

このパラメータは[モード]が[ファイル]、[フォルダー]

または[ファイルとフォルダー]に設定されている場合の

み有効になります。 

取得する情

報(ボリュー

ム) 

テキスト

(選択式) 

はい ボリュームタ

イプ 

変数に設定するボリュームのプロパティを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ボリュームタイプ - ボリュームタイプ(リムーバブル) 

・ボリュームラベル - ボリュームラベル 

・ファイル システム - 使用するファイルシステム

(FAT32,NTFS など) 

・現在のユーザーの空き容量 - 現在ログオンしているユ

ーザーの使用可能な容量(KB 単位) 

・使用可能な容量の合計 - 使用可能容量の合計(KB 単

位) 

・総容量 - 総ボリューム容量(KB 単位) 

・使用済みの容量 - 使用済み容量の合計(KB 単位) 

このパラメータは[モード]が[ボリューム]に設定されて

いる場合のみ有効になります。 

結果を変数

に設定する 

テキスト いいえ (空白) 指定したプロパティの情報を設定する変数を指定しま

す。 

複数のファイル、フォルダまたはボリュームを指定した

場合、ひとつの変数にすべての情報が設定されます。 

データセッ

トに実行結

果を設定す

る 

テキスト いいえ (空白) ソースに関する情報を設定するデータセットを作成しま

す。指定されたソース(ファイル/フォルダまたはボリュ

ーム)によって異なるデータセット値が取得されます。 

ディレクト

リサイズを

計算する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたフォルダの合計サイズ

が計算されます。 

このパラメータは[モード]のパラメータが[フォルダ]ま

たは[ファイルとフォルダー]に設定されている場合のみ

有効になります。 

ファイルオプション 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを対象から除外し

ます。ファイル名またはワイルドカードを使用できま

す。複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定す

ることができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 
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ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

  



330 

 

データセット[ファイル/フォルダ] (“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.FullName テキスト ソースフォルダのフルパスを返します。 

theDataset.Parent テキスト 親フォルダのパスを返します。 

theDataset.FileName テキスト ファイル名のみを返します。 

theDataset.Extension テキスト ファイル拡張子のみを返します。 

theDataset.Size 数 ファイルのサイズを KB 単位で返します。 

theDataset.IsReadOnly 真偽値 ファイル/フォルダが読み取り専用の場合は TRUE、それ以

外は FALSE を返します。 

theDataset.CreationTime 日付 ファイル/フォルダの作成日時を返します。 

theDataset.LastAccessTime 日付 ファイル/フォルダが最後にアクセスされた日時を返しま

す。 

theDataset.LastWriteTime 日付 ファイル/フォルダが最後に書き込まれた日時を返します。 

theDataset.Attributes 日付 ファイルの属性を返します。 

theDataset.IsDirectory 日付 指定されたアイテムがフォルダまたはディレクトリの場合、

TRUE を返し、それ以外は FALSE を返します。 

 

データセット[ボリューム] (“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Drive テキスト 対応するデータが取得されるドライブを返します。 

theDataset.VolumeType テキスト ボリュームタイプ(リムーバブル)を返します。 

theDataset.VolumeLabel テキスト ボリュームラベル返します。 

theDataset.FileSystem テキスト ファイルシステムを返します。 

theDataset.AvailableSpaceforUser 数 現在のユーザーの使用可能容量を KB 単位で返します。 

theDataset.TotalAvailableSpace 数 使用可能な合計容量を返します。 

theDataset.TotalSizeofDrive 数 ドライブの合計サイズを返します。 

theDataset.UsedSpace 数 使用済み容量を返します。 
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<ファイル システム> 

属性の設定 

説明 

1 つ以上のファイル属性を設定します。複数のファイル指定する場合、ワイルドカード文字(*または?)を使用しま

す。複数ファイルまたはワイルドカードマスクを指定するには、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

1 つ以上のファイルの属性を設定する際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

モード テキスト 

(選択式) 

はい ファイル 名前を変更するオブジェクトのタイプを指定しま

す。 

・ファイル- 1 つ以上のファイルの属性を設定します 

・フォルダー - 1 つ以上のフォルダの属性を設定しま

す 

ソース テキスト はい (空白) 属性の変更の影響を受けるファイルをフルパスで指

定します。ワイルドカード文字(*または?)を使用可能

です。複数のファイルたファイルマスクはパイプ記

号(|)で区切ります。 

読み取り専用属

性 

テキスト

(選択式) 

はい 変更しない この属性を持つファイルはユーザーが上書きまたは

消去することができません。 

・変更しない - この属性は変更されません 

・オンにする - 属性を有効にします 

・オフにする - 属性をオフにします 

隠し属性 テキスト

(選択式) 

はい 変更しない この属性を持つファイルは通常の DOS ディレクトリ

検索では表示されません。 

・変更しない - この属性は変更されません 

・オンにする - 属性を有効にします 

・オフにする - 属性をオフにします 

アーカイブ属性 テキスト

(選択式) 

はい 変更しない この属性を持つファイルは最後にコピーまたはバッ

クアップされてから変更されたファイルを判別しま

す。 

・変更しない - この属性は変更されません 

・オンにする - 属性を有効にします 

・オフにする - 属性をオフにします 
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システム属性 テキスト

(選択式) 

はい 変更しない 通常、この属性を持つファイルは OS に不可欠なフ

ァイルです。 

・変更しない - この属性は変更されません 

・オンにする - 属性を有効にします 

・オフにする - 属性をオフにします 

変更を適用する テキスト 

(選択式) 

はい フォルダ,サ

ブフォルダ

ーとフォル

ダー 

変更を適用するオブジェクトを指定します。 

・フォルダのみ 

・フォルダ,サブフォルダとフォルダ 

このパラメータは[モード]が[フォルダー]に設定され

ている場合のみ有効です。 

データセットを

作成して設定す

る 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定するデータセットを作成しま

す。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外す

る 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを対象から除外

します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定す

ることができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力され

た値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされま

す。 

より新しい場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しい

ファイルに対してのみ、このアクションが実行されま

す。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、フ

ァイルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリ

ストから選択できます。[式]にチェックを入れると、

関数での指定が可能です。 

より古い場合の

み 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されま

す。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、フ

ァイルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリ

ストから選択できます。[式]にチェックを入れると、

関数での指定が可能です。 
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サブフォルダー

を含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファ

イルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されま

す。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイル

が含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイ

ルが含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースフォルダのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します。成功の場合は TRUE、失敗の

場合は FALSE を返します。 

theDataset.Message テキスト 結果に関する文字情報を返します。 



334 

 

<ファイル システム> 

情報の更新 

説明 

1 つ以上のファイルの作成日付や時間、最終更新日、最終アクセス日時を指定された日付と時間に変更します。 

複数のファイル/フォルダを指定する場合、ワイルドカード文字(*または?)を使用します。 

複数ファイルまたはワイルドカードマスクを指定するにはパイプ記号でファイル/フォルダを区切ります。 

 

用途 

ファイルを日付/時間ごとにまとめて整理を行う際に使用します。出力がツリーの場合は、ファイルの更新時間を 1

つずつ検索するより、すべてのファイルの日付/時間を更新する方が効率的です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

モード テキスト

(選択式) 

はい ファイル このアクティビティを実行するオブジェクトを指定しま

す。 

選択された項目に応じて、パラメータも変わります。 

・ファイル - ファイルに対して実行されます 

・フォルダー - フォルダに対して実行されます 

ソース テキスト はい (空白) 更新の影響を受けるファイルを指定します。 

ワイルドカード文字(*または?)を使用可能です。複数の

ファイル名またはワイルドカードマスクを指定するには

パイプ記号(|)を使用します。 

作成日時 テキスト いいえ 無効 有効にした場合、対象のファイルは指定された作成日付

/時間に更新されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、指定したい日付を

リストから選択可能です。[式]にチェックを入れると、

関数での指定が可能です。 

最終アクセス

日時 

テキスト いいえ 無効 有効にした場合、対象のファイルの最終アクセス日時は

指定された日付/時間に更新されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、指定したい日付を

リストから選択可能です。[式]にチェックを入れると、

関数での指定が可能です。 

最終更新日時 テキスト いいえ 無効 有効にした場合、対象のファイルの最終書き込み(また

は最終変更)は指定された日付/時間に更新されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、指定したい日付を

リストから選択可能です。[式]にチェックを入れると、

関数での指定が可能です。 

情報の更新 テキスト

(選択式) 

はい 日時 日時のどの部分を更新するかを指定します。 

・日時  日付と時間の両方が更新されます 

・日付のみ -日付の部分のみ更新されます 

・時間のみ- 時間の部分のみ更新されます 
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読み取り専用

の場合 

テキスト

(選択式) 

はい スキップ ファイル/フォルダの属性が読み取り専用に設定されて

いる場合に実行するアクションを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・スキップ - 読み取り専用の場合、スキップします 

・エラーをスローする - 読み取り専用の場合、エラーを

生成します 

・情報の更新 - 読み取り専用かどうかに関係なく情報を

更新します 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを対象から除外し

ます。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 
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ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<ファイル システム> 

ごみ箱を空にする 

説明 

ごみ箱にあるファイルを完全に削除します。 

 

用途 

主にコンピューターからファイルを削除し、使用していたハードディスク容量を回収するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

確認を表示す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ごみ箱からファイルを完全に削除

するかどうかを確認するダイアログボックスが表示され

ます。 

進行状況 UI

を表示する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、この操作の進行を視覚化するため

の進捗状況バーを表示します。 
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<ファイル システム> 

ファイルからの読込み 

説明 

ファイル(通常はテキストファイル)からテキストデータを取得し、変数に設定します。 

後続のステップで読み取ったり、適切なループアクティビティを使用して繰り返し処理に使用したりすることができ

ます。 

 

用途 

テキストファイルから変数にデータを読み込むために使用されます。 

後続ステップで、取得したデータは変数名を指定するだけで利用できるようになります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル テキスト はい (空白) テキストデータを読み取るファイル(通常は.txt ファイ

ル)を指定します。 

変数に読み

込んだデー

タを設定す

る 

テキスト はい (空白) 読み取ったテキストデータを設定する変数を指定しま

す。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンコーデ

ィング 

テキスト

(選択式) 

いいえ ANSI ファイルを読み込むときに使用する文字コードを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ANSI 

・Unicode 

・Unicode ビッグエンディアン 

・UTF-8 

変数に読み

込んだ文字

の総数を設

定する 

テキスト いいえ (空白) 読み込んだテキストデータの文字数(Byte 単位)を設定す

る変数を指定します。 

ファイルを

部分的に読

み取る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、ファイルの一部のみ読み込まれます。デ

フォルトではファイル全体を読み込みますが、ファイル

のサイズが大きすぎ、部分的なデータを読み込みたい場

合は、このオプションを有効化します。 

読み込み開

始位置 

数字 いいえ (空白) 読み込みを開始するテキストファイルの文字位置を指定

します。 

このパラメータは[読む文字数]と併用し、特定の長さの

テキストを読み込みます。 

このパラメータは[ファイルの一部を読む]を有効にした

場合のみ使用可能です。 
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読み込む文

字数 

数字 いいえ (空白) [文字の位置から読む]で指定した位置から読み込む最大

バイト数を指定します。[文字の位置から読む]パラメー

タと併用します。指定した容量を超えるテキストは切り

捨てられます。 

このパラメータは[ファイルの一部を読む]を有効にした

場合のみ使用可能です。 

変数に次の

開始位置を

設定する 

数字 いいえ (空白) テキストを読み込んだ後の位置を取得する変数を指定し

ます。大きいファイルを読み込む際、次のステップはこ

の位置から読み込みを続けることが可能です。 

このパラメータは[ファイルの一部を読む]を有効にした

場合のみ使用可能です。 

Null(0x00)文

字を置き換

える 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に Null 文字が含まれる場合、置き換え

る文字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、Null が含まれると問題が発生する可能性があ

る場合などに使用します。 

EOT(0x04)

文字を置き

換える 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に EOT が含まれる場合、置き換える文

字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、EOT が含まれると問題が発生する可能性が

ある場合などに使用します。 

バックスペ

ース(0x08)文

字を置き換

える 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列にバックスペースが含まれる場合、置き

換える文字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、バックスペースが含まれると問題が発生する

可能性がある場合などに使用します。 

NP(0x0C)文

字を置き換

える 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に改頁が含まれる場合、置き換える文字

を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、改頁が含まれると問題が発生する可能性があ

る場合などに使用します。 
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<ファイル システム> 

ファイルへの書込み 

説明 

指定したテキストデータをファイルに書き込みます。ファイルが存在しない場合は実行時に作成されます。既にファ

イルが存在する場合は、データを上書きするか、既存のデータのしたに追記するかを指定できます。バックグランド

で実行されるので、ファイルを開く必要はありません。 

 

用途 

特定のテキストを新しいテキストファイルに書き込んだり、既存のテキストファイルに追加したりするときに使用し

ます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル テキスト はい (空白) テキストを書き込むファイルを指定します。ファイルが

存在しない場合は、実行時に作成されます。 

方法 はい/いい

え 

いいえ ファイルの最

後に追加する 

どのようにデータを書き込むか指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ファイルを上書き - 既存データを上書きします 

・ファイルの最後に追加する - 既存データの最後に新し

い行として書き込まれます 

書き込みデー

タ 

テキスト はい (空白) ファイルに書き込むデータを指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンコーディ

ング 

テキスト 

(選択式) 

いいえ ANSI ファイルを読み込むときに使用する文字コードを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ANSI 

・Unicode 

・Unicode ビッグエンディアン 

・UTF-8 

書かれた文字

数で変数を設

定する(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) ファイルに書き込まれたバイト数を取得する変数を指定

します。 

  



341 

 

Null(0x00)文

字を置き換え

る(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に Null 文字が含まれる場合、置き換え

る文字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、Null が含まれると問題が発生する可能性があ

る場合などに使用します。 

EOT(0x04)

文字を置き換

える(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に EOT が含まれる場合、置き換える文

字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、EOT が含まれると問題が発生する可能性が

ある場合などに使用します。 

バックスペー

ス(0x08)文字

を置き換える

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列にバックスペースが含まれる場合、置き

換える文字を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、バックスペースが含まれると問題が発生する

可能性がある場合などに使用します。 

NP(0x0C)文

字を置き換え

る(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 取得した文字列に改頁が含まれる場合、置き換える文字

を指定します。 

データベースやスプレッドシートアプリケーションの処

理などで、改頁が含まれると問題が発生する可能性があ

る場合などに使用します。 
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<ファイル システム> 

ファイルチェックサムの取得 

説明 

ファイルのチェックサム(ハッシュ値)を生成し、変数に格納します。複数のアルゴリズムが用意されています。 

 

用途 

通常はデータの整合性を検証するために使用されます。結果は変数に格納され、後続の処理で検証するために保存し

たり、事前に保存したチェックサムと比較したりします。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル テキスト はい (空白) チェックサムの計算対象になるファイルのパスを指定し

ます。ワイルドカード文字(*または？)を使用して、マ

スク検索ができます。複数のファイルまたはフォルダを

指定する場合は、パイプ記号(|)で区切って指定します。 

チェックサム 

アルゴリズム 

テキスト

(選択式) 

いいえ CRC 計算に使用するアルゴリズムを指定します。 

速度の速い順に並んでいます(安全なアルゴリズムは逆

順)。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC - 巡回冗長検索。最速ですが、安全性が最も低い

です 

・MD5 - メッセージダイジェスト 5。CRC より低速で

すが、安全です 

・SHA1 - セキュアハッシュアルゴリズム-1。MD5 より

低速ですが、安全です 

・SHA256 - セキュアハッシュアルゴリズム-256。SHA1

より低速ですが、安全です 

・SHA384 - セキュアハッシュアルゴリズム-384。

SHA256 より低速ですが、安全です 

・SHA512 - セキュアハッシュアルゴリズム-512。最も

低速ですが、最も安全です。 

変数にチェッ

クサムを設定

する 

テキスト はい (空白) チェックサムの値を設定する変数を指定します。 
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<ファイル システム> 

ファイルメタデータの取得 

説明 

1 つ以上のファイルからメタデータ情報を取り出し、データセットに格納します。 

同じタイプの複数のファイルを指定するには、ワイルドカード文字(*または?)を使用します。 

異なるタイプの複数のファイルまたは複数のワイルドカードマスクを指定する場合、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

ファイルに関する正確な情報を識別するためのアーカイブ情報を整理する際に使用します。例えば、デジタル写真に

記されたメタデータは所有者、著作権、連絡情報、使用したカメラなどその写真に関する情報を識別し、パソコン上

(またはインターネット)でファイルを検索可能にします。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル テキスト はい (空白) メタデータを取得するファイルのフルパスを指定しま

す。同じタイプの複数ファイルを指定するにはワイルド

カード文字(*または?)を使用します。異なるタイプの複

数のファイルまたは複数のワイルドカードマスクを指定

するにはパイプ記号(|)を使用します。 

データセット

に実行結果を

設定する 

テキスト はい (空白) データセットを作成し、取得したメタデータ情報を設定

します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを対象から除外し

ます。ファイル名またはワイルドカードを使用できま

す。複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定す

ることができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。[いいえ]に設定すると、

値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 
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より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大/小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大/小文字を区別しません。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.コンピューター テキスト ファイルが存在する場所のコンピューター名を返します。 

theDataset.アクセス日時 日付 ファイルが最後にアクセスされた日時を返します。 

theDataset.作成日時 日付 ファイルの作成日時を返します。 

theDataset.更新日時 日付 ファイルが最後に更新された日時を返します。 

theDataset.名前 文字列 ファイル名のみを返します。 

theDataset.ファイル名 文字列 ファイル名のみを返します。(.名前と同様) 

theDataset.サイズ 数字 ファイルサイズを KB 単位で返します。 

theDataset.フォルダ テキスト ファイルが存在するルートフォルダを返します。 

theDataset.フォルダのパス テキスト ファイル名を省略したフルパスを返します。 

theDataset.パス テキスト ファイル名を含むフルパスを返します。 

theDataset.項目の種類 テキスト ファイルのタイプを返します。 

theDataset.所有者 テキスト ファイルの所有者の名前を返します。 

theDataset.共有 真偽値 ファイルが共有されている場合は[はい]、それ以外は[いいえ]を返

します。 

theDataset.属性 文字列 ファイルの属性を返します。 
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<ファイル システム> 

ファイルの連結 

説明 

2 つ以上のファイルを連結し、指定したファイルに出力します。 

複数のファイルを指定する場合、ワイルドカード文字(*または?)を使用します。 

複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定する場合、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

一連のファイルを 1 つのファイルに迅速に結合させるために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイル A テキスト はい (空白) 連結する最初のファイルをフルパスで指定します。同じ

拡張子の持つファイルを指定する場合は、ワイルドカー

ド文字を利用します。(*.txt) 

この場合、ファイルはアルファベット順に連結されま

す。複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定

するには、パイプ記号(|)で区切ります。 

注 1:複数ファイルを指定可能なため、[ファイル B]パラ

メータの使用は任意です 

ファイル B 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 連結する 2 番目のファイルをフルパスで指定します。 

注 1:[ファイル A]で複数ファイルを指定した場合[ファ

イル B]を省略可能です 

連結ファイル

の出力先 

テキスト はい (空白) 連結したファイルを出力するファイル名をフルパスで指

定します。ファイルが存在しない場合は実行時に作成さ

れます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが既に存在する場

合、上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在した場

合、上書きされませんが実行エラーが発生します。 

連結ファイル

のエンコーデ

ィング 

テキスト 

(任意) 

いいえ ANSI 結合ファイルのエンコード方式を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ANSI 

・Unicode 

・Unicode ビッグエンディアン 

・UTF-8 

・ASCII 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを対象から除外し

ます。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には指

定された条件に一致するファイルを、サブフォルダ内を

含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

 

ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<ファイル システム> 

ファイルの分割 

説明 

指定したファイルを固定サイズに分割します。[ファイルの結合]アクティビティを仕様し、再結合可能です。 

 

用途 

大容量ファイルを FTP やメールの添付ファイルとして転送、配布しやすくするために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

分割するファ

イル 

テキスト はい (空白) 分割するファイルをフルパスで指定します。ファイルサ

イズは 4KB 以上である必要があります。 

注 1:[個々のファイルサイズ]パラメータで選択したサイ

ズが分割するファイルサイズより大きい場合エラーが発

生します 

分割ファイル

の出力先フォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 分割されたファイルを保存するフォルダを指定します。

拡張子の後ろにピリオドと 0 から始まる番号が順に追加

されます。ファイル名は分割したファイル名です

(file.txt.0, file.txt.1, file.txt.2)。 

個々のファイ

ルサイズ 

テキスト 

(任意) 

はい フロッピーデ

ィスク 

分割された各ファイルのサイズを指定します。分割され

るファイルの個数は指定されたファイルサイズによって

決まります。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・フロッピーディスク(1.44MB)  

・CD-74min(640MB) 

・CD-80min(700MB) 

・DVD 片面一層(4.7GB) 

・DVD 片面二層(8.5GB) 

・カスタム 

注 1:最小のファイルサイズは 4KB です。選択した個々

のファイルサイズより分割するファイルが大きい場合、

エラーが発生します 

サイズ 数字 いいえ (空白) 分割ファイルのサイズを指定します。このパラメータは

[個々のファイルサイズ]を[カスタム]に設定した場合の

み有効です。[Byte タイプ]パラメータと併用します。 

Byte タイプ テキスト 

(任意) 

いいえ BYTES [サイズ]パラメータの単位を指定します。このパラメー

タは[個々のファイルサイズ]を[それ以外]に設定した場

合のみ有効です。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・BYTES- バイト単位。8 ビットが含まれます 

・KB - キロバイト単位。1024 バイトが含まれます 

・MB - メガバイト単位。1024 キロバイトが含まれます 

・GB - ギガバイト単位。1024 メガバイトが含まれます 

<ファイル システム> 
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ファイルの結合 

説明 

[ファイルの分割]アクティビティによって分割されたファイルを結合(マージ)します。 

 

用途 

大容量ファイルを FTP やメールの添付ファイルとして転送、配布しやすくするために分割されたファイルを再結合

するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソースファイ

ル 

(拡張子が*.0

の最初の分割

ファイルを指

定します) 

テキスト はい (空白) [ファイルの分割]アクティビティで分割された結合する

ファイルを指定します。分割されたファイルは拡張子の

後ろにピリオドと 0 から始まる番号が順に追加されてい

ます(fileName.txt.0, fileName.txt.1, fileName.txt.2 な

ど)。 

このパラメータは最初の分割ファイルのフルパスを指定

します(C:\temp\fileName.txt.0)。 

注 1:結合する分割されたファイルはすべて同じフォルー

に存在する必要があります 

元のファイル

名に結合する 

選択式 いいえ はい 有効にすると、分割された元のファイル名に結合されま

す。 

このパラメータを有効した場合、[異なるファイル名に

結合する]パラメータは無視されます。 

異なるファイ

ル名に結合す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、分割されたファイルは指定したファイル

名に結合されます。 

このパラメータを有効した場合、[元のファイル名に結

合する]パラメータは無視されます。 

既存のファイ

ルを上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したファイルと同名のファイ

ルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが実行時に

エラーが発生します。 

同じフォルダ

の場合のみフ

ァイルを結合

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、分割されたすべてのファイルが同

じフォルダに存在する必要があります。存在しないファ

イルがある場合はエラーが発生します。 

[いいえ]に設定すると、ファイルが欠けていても結合が

続行されます。 

結合後元の分

割ファイルを

ごみ箱に送る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ファイルの結合後、元の分割され

たファイルはごみ箱へ転送されます。 

[いいえ]に設定すると、分割されたファイルはそのまま

フォルダの中に残ります。 
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<ファイル システム> 

データセットから CSV 

説明 

データセットに格納されているデータを取得し、CSV ファイルに出力します。 

 

用途 

プログラム間のデータの移動を自動化するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット テキスト はい (空白) データを抽出するデータセット名を指定します。 

保存先 テキスト はい (空白) データを出力する CSV ファイルのフルパスを指定しま

す。ワイルドカード文字(*または？)を使用して、マス

ク検索ができます。複数のファイルまたはフォルダを指

定する場合は、パイプ記号(|)で区切って指定します。 

ファイルが既

に存在する場

合は上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合、

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、同名の

ファイルが存在すると、実行時にエラーが発生します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

列名を含め

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、AutoMate は 1 行目の CSV データ

を列ヘッダーとして扱います。 

[いいえ]に設定すると、列ヘッダーは無視されます。 

セルの引用 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、データセット内の各セル値は CSV 

ファイル内の二重引用符で囲まれます (例えば、

「apple」)。[いいえ]に設定すると、二重引用符は省略

されます。 

区切り記号 テキスト 

(選択式) 

はい カンマ CSV ファイルに抽出されたデータの値を区切る文字を指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・カンマ - ,(コンマ)が区切り文字として使用されます 

・セミコロン - ;(セミコロン)が区切り文字をして使用さ

れます 

・Tab - タブが区切り文字として使用されます 

・Space - スペースが区切り文字として使用されます 

・カスタム - [カスタム区切り文字]で指定した文字が区

切り文字として使用されます 

カスタム区

切り文字 

テキスト いいえ (空白) 任意の区切り文字を指定します。 

このパラメータは[区切り記号]パラメータで[カスタム]

が指定された場合にのみ使用可能です。 
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<ファイル システム> 

CSV からデータセット 

説明 

CSV ファイルからデータを取得し、データセットへ格納します。 

 

用途 

プログラム間のデータの移動を自動化するために使用されます。 

注意:CSV ファイル内の下記テキスト修飾子はデータセットまたは変数に取得されません。 

・(“)ダブルコーテーション 

・(\)バッグスラッシュ 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) データを読み取る CSV ファイルをフルパスで指定しま

す。ワイルドカード文字(*または?)の使用が可能です。 

データセット

の作成と設定 

テキスト いいえ (空白) データセットを作成し CSV ファイルのデータを格納し

ます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データの 1

行目を列見出

しとして扱う 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、AutoMate は 1 行目の CSV データ

を列ヘッダーとして扱います。 

[いいえ]に設定すると、列ヘッダーは無視されます。 

区切り記号 テキスト 

(任意) 

はい カンマ CSV ファイルに抽出されたデータの値を区切る文字を指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・カンマ - ,(カンマ)が区切り文字として使用されます 

・セミコロン - ;(セミコロン)が区切り文字をして使用さ

れます 

・Tab - タブが区切り文字として使用されます 

・Space - スペースが区切り文字として使用されます 

・カスタム - [カスタム区切り文字]で指定した文字が区

切り文字として使用されます 

カスタム区切

り文字 

テキスト いいえ (空白) 任意の区切り文字を指定します。 

このパラメータは[区切り記号]パラメータで[カスタム]

が指定された場合にのみ使用可能です。 
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<ファイル システム> 

Base64 エンコード/デコード 

説明 

指定されたエンコード方式を使用してファイルを Base64 フォーマットへエンコード、またはファイルからデコード

します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

用途 

説明に同じです。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト 

(選択式) 

はい Encode ファイルに対するアクションを指定します。指定可能な

オプションは以下の通りです。 

・Encode – 指定したファイルを[エンコーディング]パラ

メータで指定された BASE64 フォーマットへエンコード

します 

・Decode – [エンコーディング]パラメータで指定された

エンコード方式を使用して、BASE64 フォーマットから

指定したファイルをデコードします 

ソース テキスト はい (空白) エンコードまたはデコードするファイルのパスとファイ

ル名を指定します。ワイルドカード文字(*または？)を

使用して、マスク検索ができます。複数のファイルまた

はフォルダを指定する場合は、パイプ記号(|)で区切って

指定します。 

保存先 テキスト はい (空白) エンコードまたはデコードされたファイルを出力するフ

ァイル名を指定します。ファイルが存在しない場合は実

行時に作成されます。 

エンコーディ

ング 

テキスト

(選択式) 

いいえ UTF8 エンコード/デコードで使用するファイル形式を指定し

ます。選択可能なオプションは以下の通りです 

・ASCII 

・Unicode 

・UTF32 

・UTF7 

・UTF8 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルをエンコード/デ

コード対象から除外します。ファイル名またはワイルド

カードを使用できます。複数のエントリは、パイプ記号

(|)で区切って指定することができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルがすでに

存在する場合ファイルは上書きされます。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが既に存

在する同名のファイルより新しい場合のみ、ファイルは

上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが既に存

在する場合のみ、上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既に存在する同名のファイルが読

み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既に存在する同名のファイルが隠

しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

このパラメータは[一般]が[ファイル]に設定されている

場合のみ指定可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダご

とファイル名が変更されます。 

[いいえ]に設定すると、ソースフォルダ内のファイルの

み変更され、サブフォルダの構造は保持されません。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

このパラメータは[一般]が[ファイル]に設定されている

場合のみ指定可能です。 

フォルダが存

在する場合は

マージする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先フォルダに同名のフォルダ

が存在する場合、ソースフォルダとそのフォルダがマー

ジされます。[いいえ]に設定すると、マージはされませ

んが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは[一般]が[フォルダ]に設定されている

場合のみ指定可能です。 

フォルダー構

造のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、フォルダ構造に対してのみこのア

クティビティが実行されます。このパラメータは[一般]

が[フォルダ]に設定されている場合のみ指定可能です。 
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ファイルフィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<ファイル システム> 

フォルダーの作成 

説明 

フォルダを作成します。 

指定されたフォルダがサブフォルダであり、親フォルダが存在しない場合、実行時に親フォルダも作成されます。 

 

用途 

単一フォルダの作成を自動化します。 

[Loop]アクションを使用して、複数フォルダを作成することも可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォルダー テキスト はい (空白) 作成するフォルダのフルパスとフォルダ名を指定しま

す。 
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<ファイル システム> 

フォルダーの変更 

説明 

実行中のタスクのカレントディレクトリ、または作業ディレクトリを変更します。 

Windows のエクスプローラーで変更したいフォルダをダブルクリックしたり、コマンドプロンプトで Cd や Chdir コ

マンドを使用したりする動作と同様です。 

 

用途 

相対パスを使用するときに、作業ディレクトリを変更するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォルダー テキスト はい (空白) ディレクトリを指定されたフルパスに変更します。 
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<ファイル システム> 

フォルダーの同期 

説明 

2 つのフォルダを単方向(一方向)または双方向(両方向)に同期します。 

 

用途 

マシンとローカルネットワーク間でフォルダを複製するために、1 つ以上のディレクトリをバックアップする際に使

用します。ネットワークドライブのフォルダを指定するには、UNC フォーマットの形でパスを使用する必要があり

ます(\\servername\folderpath\)。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォルダー1 テキスト はい (空白) 同期するフォルダを指定します。同期方法が[単方向]に

設定されている場合、フォルダ 1 に存在しないファイル

またはフォルダ 2 の対応するファイルよりも新しい場合

は[フォルダー2]で指定されたフォルダに転送されま

す。同期方法が[双方向]に設定されている場合、フォル

ダ 2 からも同様にフォルダ 1 のフォルダに転送されま

す。 

フォルダー2 テキスト はい (空白) 同期するために使用するコピー先のフォルダ(とファイ

ル名)をフルパスで指定します。存在しないフォルダ/フ

ァイルは実行時に作成されます。 

同期 テキスト 

(任意) 

はい 双方向 同期方式を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・フォルダー1←→フォルダー2 (双方向) - 両方ともお互

いに同期化します 

・フォルダー1→フォルダー2(単方向) - 一方向に同期化

します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを含め

る 

テキスト いいえ *･* 同期する必要があるファイルを表すワイルドカードマス

ク(*または?)を指定します。 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 同期すべきでないファイルを表すワイルドカードマスク

(*または?)を指定します。 

空白の場合、ファイルは無視されません。 

サブフォルダ

ーを含む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ サブフォルダとその中のファイルを同期するか同かを指

定します。 

[はい]に設定すると、サブフォルダは同期化され、[い

いえ]に設定すると、サブフォルダは含まれません。 

読み取り専用

を含む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 読み取り専用ファイルを同期するかどうか指定します。 

[はい]に設定すると、読み取り専用属性がリセットされ

る前に上書きされます。 
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Email 

E メールの送信、受信メッセージの取得や削除処理などを行う場合はこちらのアクションを使用します。 

POP3,IMAP,WEBDAV(Exchange 2003),EWS(Exchange 2007/2001)を含む主要なプロトコルをサポートしておりま

す。 

TLS および SSL を経由し、STMP,IMAP および POP3 プロトコルを介することでデータをより安全に転送します。 

[Exchange]アクションと併用することで、メールに対してのあらゆる処理を自動化させ、各々のサーバーにある複数

のメールアカウントを管理します。 

例えば、[メッセージの取得]と[メッセージの送信]アクティビティを用い、自動応答を行うことが可能です。 

 

 

<Email> 

セッションの作成 

説明 

関連アクティビティに割り当てるセッションを作成します。 

これにより、１つのタスク内で同時にバインドされた複数の E メール関連の操作を実行することができます。 

 

用途 

特定のタスクやプロセスに関連したアクティビティを整理し、カプセル化する手段として使用されます。 

セッションを使用することで一貫性を保ち、冗長性を無くします。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト

(選択式) 

はい SMTP メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SMTP - SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を使用

します 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 



361 

 

セッション テキスト はい EmailSession1 作成するセッションの名前を設定します。 

複数の E メールアクティビティを 1 つのセッションにリ

ンクすることができ、タスクをより組織化します。１つ

のタスクに複数のセッションを作成することで並列実行

が可能となります。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 

サーバー テキスト はい (空白) メール送受信時に使用するサーバーを指定します。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[SMTP],[POP3]または[IMAP]に設定されている場合の

み有効です。 

ポート 数字 いいえ 25 サーバーに接続するポート番号を指定します｡ 

多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作します

が、別のポートに接続するようにカスタマイズが可能で

す。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[SMTP],[POP3]または[IMAP]に設定されている場合の

み有効です。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティタイプを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[SMTP],[POP3]または[IMAP]に設定されている場合の

み有効です。 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 有効にすると、通信中に認証を行います。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが[SMTP]に

設定されている場合のみ使用可能です。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい Auto 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Auto - 認証タイプは AutoMate によって自動的に決め

られます 

・Plain - 単体のメッセージをクライアントからサーバー

へ送信します 

・DigestMD5 - 整合性を検知する際に用いるアルコリズ

ムであり、入力データ 

(任意の長さ)から 128 ビットメッセージを生成し、その

入力データのみに関連付けします。 



362 

 

クライアントとサーバーとの認証交流の際、さらにこの

追加情報も転送し、CRAM-MD5 より堅牢的なハッシン

グアルコリズムを提供します 

・CramMD5 - メカニズムは DIGEST-MD5 に近似的で

あり、128 ビットを生成します 

・Login - ログオン証明書を通じて、認証処理を行いま

す 

・Ntlm - "Windows NT LAN Manager"の略称であり、

Windows NT 4.0 オペレーティングシステム のネックワ

ーク認証の標準です 

・GossApi - Generic Security Service Application 

Program Interface,セキュリティプログラムにアクセス

する際に使用する API です 

・OAuth20 - 該当リソース所有者の許可を得た場合、第

三者や他のクライアントでもサーバー内にあるリソース

にアクセスすること可能になります。この方法を使用す

ることで、該当リソースの所有者はパスワードや認可

ID を共有せず、第三者によるアクセスを可能にします 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが[SMTP]か

つ[認証を使用する]が有効な場合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインする際に使用するユーザー名

を指定します。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが[SMTP]か

つ、[認証を使用する]が有効な場合のみ指定可能です。 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証されたユーザーでなければなりません 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインする際に使用するパスワード

を指定します。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが[SMTP]か

つ[認証を使用する]が有効な場合のみ指定可能です。 

証明書 テキスト いいえ (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されてい

る場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) 使用する電子メールアドレスを指定します。 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) メッセージの送信に使用する Exchange サーバーを指定

します。 
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認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータに

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が指定されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証に使用するドメイン名を指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されている場合のみ有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[ユーザー名],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウィルス対策

のチャンキン

グとパイプラ

インを無効に

する 

はい/いい

え 

いいえ 

 

いいえ [はい]に設定すると、チャンク化とパイプライン化を無

効にします。 

チャンクが有効な場合、大きなメッセージを分割して送

信することが可能です(例えば 10MB のファイルを 1MB

ずつ送信)。 

パイプラインが有効な場合、SMTP コマンドを送信して

サーバーからの応答を待たずに次のコマンドを送信して

も正しく処理されます。そのためより速やかに複数のメ

ッセージを送信できます。 

このパラメータは、[プロトコル]パラメータが[SMTP]

に設定されている場合のみ有効です。 
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現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[IMAP],[WebDAV],[EWS]または[EWS Online]に指定

されている場合のみ有効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 タイムアウトが発生する時間(秒)を指定します。 

TLS 暗号 テキスト

(選択式) 

はい All 許可する TLS/SSL 暗号スイートのグループを指定しま

す。接続タイプは使用するホストでなければなりませ

ん。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・All - 匿名暗号を除くすべての暗号(脆弱性の暗号を含

む)を指定します 

・Anonymous - 匿名の暗号を指定します 

・None - 暗号スイートなし 

・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 
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・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5  

・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・Secure - 現在セキュリティで保護されているすべての

暗号を指定します 

・Weak - weak とみなされるすべての暗号を指定します 

・Vulnerable - 現在脆弱とみなされているすべての暗号

を指定します 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

TLS オプシ

ョン 

テキスト

(選択式) 

はい Any 許可する TLS/SSL バージョンを指定します。接続タイ

プは使用するホストでなければなりません。使用可能な

オプションは次のとおりです。 



366 

 

・Any - サポートされているプロトコルを使用します 

・None 

・SSL30 

・TLS10 

・TLS11 

・TLS12 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。[いいえ]に設定すると、検知された際、エラ

ーが発生します。 

このパラメータは[プロトコル]が[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。使用する値

が不明な場合はネットワークの管理者にお問い合わせく

ださい。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ 

サーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 
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プロキシ 

ポート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートを使用

しますが他のポートで動作するようにカスタマイズでき

ます。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 
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<Email> 

セッションの終了 

説明 

[セッションの作成]アクティビティにて生成されたセッションを終了する際に使用します。 

 

用途 

セッションを終了するために使用します。 

 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい EmailSession1 終了するセッション名を指定します。 
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<Email> 

メッセージの送信 

説明 

指定したプロトコルを経由して、特定の宛先にメールメッセージを送信します。 

 

用途 

SMTP または Exchange サーバープロトコルを使用して、テキスト形式または HTML 形式のメールメッセージを送

信する際に使用します。 

システム通知を実行したり、データベースや Web サイトなど他のソースから取得したデータを整理したりするため

に、主にシステム管理者によって使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システム - システムを経由し、事前に設定されたユー

ザー情報、サーバー設定およびその他の詳細設定を取得

することを指定します 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト はい SMTP メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SMTP - SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)を使用

します 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 
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    ・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 

[プロトコル]が[SMTP]に設定された場合のみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール送信に使用する SMTP サーバーを指定します。 

ポート 数字 いいえ 25 SMTP サーバーに接続するポート番号を指定します｡ 

多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作します

が、別のポートに接続するようにカスタマイズが可能で

す。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、認証処理を通信の際に行います。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい Auto 管理する認証タイプを指定します。このパラメータは

[認証を使用する]パラメータが有効な場合のみ指定可能

です。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・Nltm 

・GssApi 

・OAuth20 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1:[From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 
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証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) メッセージの送信に使用する Exchange サーバーを指定

します。 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 有効にすると、認証処理を通信の際に行います。 

このオプションを使用すると、以下の 4 つ項目は有効に

なります。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[ユーザー名],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 
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Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ウイルス対策

のチャンキン

グとパイプラ

インを無効に

する 

はい/いい

え 

いいえ 

 

いいえ [はい]に設定すると、チャンク化とパイプライン化を無

効にします。 

チャンクが有効な場合、大きなメッセージを分割して送

信することが可能です(例えば 10MB のファイルを 1MB

ずつ送信)。 

パイプラインが有効な場合、SMTP コマンドを送信して

サーバーからの応答を待たずに次のコマンドを送信して

も正しく処理されます。そのためより速やかに複数のメ

ッセージを送信できます。 

このパラメータは、[プロトコル]パラメータが[SMTP]

に設定されている場合のみ有効です。 

TLS 暗号 テキスト

(選択式) 

はい All 許可する TLS/SSL 暗号スイートのグループを指定しま

す。接続タイプは使用するホストでなければなりませ

ん。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・All - 匿名暗号を除くすべての暗号(脆弱性の暗号を含

む)を指定します 

・Anonymous - 匿名の暗号を指定します 

・None - 暗号スイートなし 

・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 
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・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5  

・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA 
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・Secure - 現在セキュリティで保護されているすべての

暗号を指定します 

・Weak - weak とみなされるすべての暗号を指定します 

・Vulnerable - 現在脆弱とみなされているすべての暗号

を指定します 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

TLS オプション テキスト

(選択式) 

はい Any 許可する TLS/SSL バージョンを指定します。接続タイ

プは使用するホストでなければなりません。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Any - サポートされているプロトコルを使用します 

・None 

・SSL30 

・TLS10 

・TLS11 

・TLS12 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

[はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。 

[いいえ]に設定すると、検知された際、エラーが発生し

ます。 

偽装アクセス

を有効化する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ 

タイプ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。使用する値

が不明な場合はネットワークの管理者にお問い合わせく

ださい。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 
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・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 

プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートを使用

しますが他のポートで動作するようにカスタマイズでき

ます。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト はい (空白) 差出人のメールアドレスを指定します。 

To テキスト はい (空白) 宛先を指定します。複数の宛先はセミコロン(;)で区切っ

て指定します。 

件名 テキスト いいえ (空白) メッセージの件名を指定します。 

本文 テキスト いいえ (空白) メッセージの本文を指定します。 

HTML 形式 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、メッセージの本文が HTML 形式

としてフォーマートとされます。また、以下のヘッダー

データが追加されます。 

「Content-Type: multipart; boundary="xxxxx"」 

[いいえ]に設定すると、プレーンテキストとしてフォー

マットされます。 
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ファイルのコ

ンテンツを本

文として使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したテキストファイルからメ

ッセージの本文を取得することを指定します。ファイル

を指定するにはフルパスとファイル名を手動で入力する

か、フォルダアイコンをクリックして目的のファイルを

選択します。 

注 1:単体のファイルの内容のみ読み込み可能です。複数

のファイルはサポートしておりません 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

添付ファイル テキスト はい (空白) メールメッセージに添付するファイルを指定します。 

ファイルは自動的に MIME エンコードされます。 

 

オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

CC テキスト いいえ (空白) CC に追加するメールアドレスを指定します。 

複数のメールアドレスはセミコロンで区切ります。 

以下のフォーマートが許容されます: 

a.webmaster@mycompany.com 

b.MyCompanyWebmaster<webmaster@mycompany.com

> 

c.webmaster@mycompany.com; sales@mycompany.com 

BCC テキスト いいえ (空白) BCC に追加するメールアドレスを指定します。 

複数のメールアドレスはセミコロンで区切ります。 

以下のフォーマートが許容されます: 

a.webmaster@mycompany.com 

b.MyCompanyWebmaster<webmaster@mycompany.com

> 

c.webmaster@mycompany.com; sales@mycompany.com 

Reply to テキスト いいえ (空白) 返信先のメールアドレスを指定します。 

XMailer テキスト いいえ AutoMate XMailer ヘッダーはメッセージを生成したソフトウェア

を指定します。 

優先度 テキスト

(選択式) 

いいえ 標準 メッセージの重要度を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・低 - 低重要度 

・標準 - 重要度なし 

・高 - 高重要度 
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機密度 テキスト

(選択式) 

いいえ 標準 親密度を指定します。設定に応じて、情報バーに相応の

メッセージを表示します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・標準 - 情報バーには何も表示されません 

・パーソナル - 情報バーに「このメッセージは個人用と

して扱ってください。」と表示されます 

・Private - 情報バーに 「このメッセージは親展として

扱ってください。」と表示されます 

・機密 - 情報バーに 「このメッセージは極秘として扱っ

てください。」と表示されます 

注 1:親密度設定はあくまで勧告的なメッセージにすぎま

せん 

配信確認の要

求 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、メールが送信先のメールボックス

に届いた際、配信確認を要求するよう指定します。 

注 1: 送信先のメールプログラムが配信確認をサポート

していない場合、配信確認が受信されないことがありま

す 

開封確認の要

求 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、メールメッセージが開封された

際、開封確認を要求するように指定します。 

注 1: Microsoft Office Outlook には、受信者が開封確認

の送信を拒否するオプションがあります。また、送信先

のメールプログラムが開封確認をサポートしていない場

合、開封確認が送信されません 

カスタムヘッ

ダー 

テキスト いいえ (空白) 1 つ以上のカスタムヘッダーの送信を指定します。 

カスタムヘッダーを指定するには[新しい行を追加する

には、ここをクリックしてください]をクリックし、

[名]と[値]に指定したいヘッダー名と値を入力します。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、作成するデータセットの名前を指定しま

す。送信された電子メールの結果に関する情報が格納さ

れます。詳細は下記の『データセット』を参照してくだ

さい。 
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<Email> 

ヘッダーの取得 

説明 

メッセージヘッダー(件名、日付、宛先、差出人情報)を取得し、結果をデータセットに格納します。 

大容量のメッセージ本文や添付ファイルをダウンロードすることなく、サーバー上の内容を迅速かつ効率的に確認す

ることが可能です。 

 

用途 

あらゆるメッセージヘッダーを取得するために一般的に使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト はい POP3 メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 
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・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 

[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定された場合に、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡ 

多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作します

が、別のポートに接続するようにカスタマイズが可能で

す。 

セキュリテ

ィ 

テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい  Auto 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・APOP 

・NTLM 

・GssApi 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 
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パスフレー

ズ 

テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

Use 

Authenticatio

n 

はい/いい

え 

いいえ はい 有効にすると、認証処理を通信の際に行います。 

このオプションを使用すると、以下の四つ項目は有効に

なります。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[Username],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 
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Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名)。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[IMAP],[WebDAV],[EWS]または[EWS Online]に指定

されている場合のみ有効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 タイムアウトが発生する時間(秒)を指定します。 

TLS 暗号 テキスト

(選択式) 

はい All 許可する TLS/SSL 暗号スイートのグループを指定しま

す。接続タイプは使用するホストでなければなりませ

ん。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・All - 匿名暗号を除くすべての暗号(脆弱性の暗号を含

む)を指定します 

・Anonymous - 匿名の暗号を指定します 

・None - 暗号スイートなし 

・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA 
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・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5  

・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA 
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・Secure - 現在セキュリティで保護されているすべての

暗号を指定します 

・Weak - weak とみなされるすべての暗号を指定します 

・Vulnerable - 現在脆弱とみなされているすべての暗号

を指定します 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

TLS オプシ

ョン 

テキスト

(選択式) 

はい Any 許可する TLS/SSL バージョンを指定します。接続タイ

プは使用するホストでなければなりません。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Any - サポートされているプロトコルを使用します 

・None 

・SSL30 

・TLS10 

・TLS11 

・TLS12 

このパラメータは[セキュリティ]パラメータが[Explicit 

TLS/SSL]または[Implicit TLS/SSL]に指定されている

場合のみ有効です。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。 

[いいえ]に設定すると、検知された際、エラーが発生し

ます。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。使用する値

が不明な場合はネットワークの管理者にお問い合わせく

ださい。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 
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・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ 

サーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 

プロキシ 

ポート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートを使用

しますが他のポートで動作するようにカスタマイズでき

ます。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータを

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に設

定した場合のみ指定可能です。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットを作成します。 

サーバーから

メールを削除

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、情報が取得されたメールはサーバ

ーから削除されるように指定します。 

 

フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[From]フィールドに含まれ

るメールからヘッダー情報を取得します。 

To テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[To]フィールドに含まれる

メールからヘッダー情報を取得します。 

件名 テキスト いいえ (空白) 指定された単語が[件名]フィールドに含まれるメールか

らヘッダー情報を取得します。 
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CC テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[CC]フィールドに含まれ

るメールからヘッダー情報を取得します。 

添付ファイル

あり 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは添付ファイル

付きメールのみから取得されます。 

既読 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは既読されたメ

ールのみから取得されます。 

以下より新し

い場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より新しいメールからヘッダー情

報を取得します。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、カスタム日付/時

間がプルダウンリストから指定可能です。 

[式]をチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 

以下より古い

場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より古いメールからヘッダー情報

を取得します。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、カスタム日付/時

間がプルダウンリストから指定可能です。 

[式]をチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 
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<Email> 

メッセージの取得 

説明 

指定されたサーバーから１つ以上のメッセージを取得し、結果をデータセットに格納します。 

このアクティビティは指定された条件に基づいて特定のメッセージを取得できる機能が含まれています。 

 

用途 

複数またはすべてのメッセージをサーバーから取得します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト– ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - メッセージの取得」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト

(選択式) 

はい POP3 メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 
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・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 

[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定するのみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡ 

多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作します

が、別のポートに接続するようにカスタマイズが可能で

す。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい  Auto 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・APOP 

・NTLM 

・GssApi 

ユーザー名 テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 
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パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[ユーザー名],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 
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[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

注 1:[プロトコル]パラメータが[POP3]に設定されてい

る場合このパラメータは無効になります 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 接続が発生する前に許容される時間を指定します。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。[いいえ]に設定すると、検知された際、エラ

ーが発生します。このパラメータは[プロトコル]パラメ

ータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に指定

されている場合のみ選択可能です。 

偽装アクセ

スを有効に

する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。偽

装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のアカ

ウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられてい

るアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けられ

ているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシプロトコルを指定します。使用する値が不明な

場合はネックワークの管理者にお問い合わせください。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 
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プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへ接続する際に使用するポート番号を

指定します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートで

動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるユーザ

ー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットを作成します。 

サーバーから

メールを削除

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、情報が取得されたメールはサーバ

ーから削除されるように指定します。 

以下のフォル

ダーに添付フ

ァイルを保存

する 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、指定されたフォルダに添付ファイルを保

存します。保存場所を指定するにはフォルダアイコンを

クリックして指定するかパスをテキストボックスに入力

します。 

ファイル名が

既に存在する

場合 

テキスト

(選択式) 

いいえ 保存しない 同名の添付ファイルがすでに指定されたフォルダに存在

する場合、どうするかを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・保存しない - このファイル保存されません 

・一意の名前でファイルを保存する - このファイルは一

意の名前として保存されます 

・既存のファイルを上書きする - 新しいファイルが旧フ

ァイルを上書きします 

 

フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[From]フィールドに含まれ

るメールメッセージを取得します。 

To テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[To]フィールドに含まれる

メールメッセージを取得します。 

件名 テキスト いいえ (空白) 指定された単語が[件名]フィールドに含まれるメールメ

ッセージを取得します。 
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CC テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[CC]フィールドに含まれ

るメールメッセージを取得します。 

本文 テキスト いいえ (空白) 本文に指定されたテキストを含むメールを取得します。 

添付ファイ

ルあり 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは添付ファイル

付きメールのみから取得されます。 

既読 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは既読されたメ

ールのみから取得されます。 

以下より新

しい場合の

み 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より新しいメールからメールメッ

セージを取得します。[カスタム]ボタンをクリックする

と、カスタム日付/時間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 

以下より古

い場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より古いメールからメールメッセ

ージを取得します。[カスタム]ボタンをクリックする

と、カスタム日付/時間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 
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<Email> 

メッセージのアーカイブ 

説明 

単一または複数のメッセージをサーバーからアーカイブします。 

 

用途 

複数またはすべてのメッセージをアーカイブするために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト

(選択式) 

はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト

(選択式) 

はい POP3 メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。 

Microsoft Exchange Server2007 以降のバージョン、およ

び Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 
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[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定するのみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作し

ますが、別のポートに接続するようにカスタマイズが可

能です。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい  Auto 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・APOP 

・NTLM 

・GssApi 

ユーザー名 テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 



394 

 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[ユーザー名],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 
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[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォ

ルダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

注 1:[プロトコル]パラメータが[POP3]に設定されてい

る場合このパラメータは無効になります 

タイムアウ

ト(秒) 

数字 いいえ 100 接続が発生する前に許容される時間を指定します。 

無効なサー

バー証明書

を無視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。[いいえ]に設定すると、検知された際、エラ

ーが発生します。このパラメータは[プロトコル]パラメ

ータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に指定

されている場合のみ選択可能です。 

偽装アクセ

スを有効に

する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。偽

装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のアカ

ウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられてい

るアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けられ

ているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシプロトコルを指定します。使用する値が不明な

場合はネックワークの管理者にお問い合わせください。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 
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プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへ接続する際に使用するポート番号を

指定します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートで

動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユ

ーザー名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるユーザ

ー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパ

スワード(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットを作成します。 

サーバーから

メールを削除

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、情報が取得されたメールはサーバ

ーから削除されるように指定します。 

保存先 テキスト いいえ (空白) 有効にすると、指定されたフォルダに添付ファイルを保

存します。 

保存場所を指定するにはフォルダアイコンをクリックし

て指定するかパスをテキストボックスに入力します。 

ファイル名が

既に存在する

場合 

テキスト

(選択式) 

いいえ 保存しない 同名の添付ファイルがすでに指定されたフォルダに存在

する場合、どうするかを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・保存しない - このファイル保存されません 

・一意の名前でファイルを保存する - このファイルは一

意の名前として保存されます 

・既存のファイルを上書きする - 新しいファイルが旧フ

ァイルを上書きします 

 

フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[From]フィールドに含まれ

るメールメッセージを取得します。 

To テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[To]フィールドに含まれる

メールメッセージを取得します。 

件名 テキスト いいえ (空白) 指定された単語が[件名]フィールドに含まれるメールメ

ッセージを取得します。 
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CC テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[CC]フィールドに含まれ

るメールメッセージを取得します。 

本文 テキスト いいえ (空白) 本文に指定されたテキストを含むメールを取得します。 

添付ファイル

あり 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは添付ファイル

付きメールのみから取得されます。 

既読 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは既読されたメ

ールのみから取得されます。 

以下より新し

い場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より新しいメールからメールメッ

セージを取得します。[カスタム]ボタンをクリックする

と、カスタム日付/時間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 

以下より古い

場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より古いメールからメールメッセ

ージを取得します。[カスタム]ボタンをクリックする

と、カスタム日付/時間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 
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<Email> 

単一メッセージの取得 

説明 

単一のメッセージをサーバーから取得し、データセットに格納します。 

 

用途 

メッセージ ID またはメッセージシーケンス番号を参照し、メールメッセージを取得します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト はい POP3 メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。 

Microsoft Exchange Server2007 以降のバージョン、およ

び Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 
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[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定するのみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作し

ますが、別のポートに接続するようにカスタマイズが可

能です。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい  Auto 管理する認証タイプを指定します。このパラメータは

[Use authentication]パラメータが有効な場合のみ指定可

能です。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・APop 

・NTLM 

・GssApi 

ユーザー名 テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 
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[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[ユーザー名],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 
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[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

注 1:[プロトコル]パラメータが[POP3]に設定されてい

る場合このパラメータは無効になります 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 100 接続が発生する前に許容される時間を指定します。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。 

[いいえ]に設定すると、検知された際、エラーが発生し

ます。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に指定されて

いる場合のみ選択可能です。 

プロキシ タ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシプロトコルを指定します。使用する値が不明な

場合はネックワークの管理者にお問い合わせください。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 
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プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへ接続する際に使用するポート番号を

指定します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートで

動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるユーザ

ー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットを作成します。 

サーバーから

メールを削除

する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、情報が取得されたメールはサーバ

ーから削除します。 

[いいえ]に設定すると、一つのコピーはサーバーに残さ

れます。 

メッセージ

ID 

テキスト いいえ (空白) 削除する電子メールのメッセージ ID を指定します。 

この項目を有効にすると、[メッセージシーケンス番号]

パラメータ無視されます。 

メッセージシ

ーケンス番号 

数字 いいえ (空白) 削除する電子メールのシーケンス番号を指定します。 

この項目を有効にすると、[メッセージ ID]パラメータ

無視されます。 

以下のフォル

ダーに添付フ

ァイルを保存

する 

テキスト いいえ (空白) 添付ファイルを保存するフォルダを指定します。 

フォルダアイコンをクリックしてフォルダを指定するか

テキストボックスにフォルダのパスを入力して指定可能

です。 

ファイル名が

既に存在する

場合 

テキスト

(選択式) 

いいえ 保存しない 同名の添付ファイルがすでに指定されたフォルダに存在

する場合の処理をしていします。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・保存しない- このファイル保存されません 

・一意の名前でファイルを保存する - このファイルは一

意の名前として保存されます 

・既存のファイルを上書きする - 新しいファイルが旧フ

ァイルを上書きします 
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<Email> 

メッセージの削除 

説明 

単一のメッセージを指定されたサーバーから削除します。 

 

用途 

複数または全てのメッセージをサーバーから削除するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト はい SMTP メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。 

Microsoft Exchange Server2007 以降のバージョン、およ

び Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 
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[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定するのみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作し

ますが、別のポートに接続するようにカスタマイズが可

能です。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい Auto 管理する認証タイプを指定します。このパラメータは

[Use authentication]パラメータが有効な場合のみ指定可

能です。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・NTLM 

・External 

・GssApi 

・OAuth20 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1: [From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい  (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 
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[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[Username],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 
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[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

注 1:[プロトコル]パラメータが[POP3]に設定されてい

る場合このパラメータは無効になります 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 100 接続が発生する前に許容される時間を指定します。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。[いいえ]に設定すると、検知された際、エラ

ーが発生します。 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に指定されて

いる場合のみ選択可能です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。 

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシプロトコルを指定します。使用する値が不明な

場合はネックワークの管理者にお問い合わせください。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 
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プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへ接続する際に使用するポート番号を

指定します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートで

動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるユーザ

ー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

フィルター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[From]フィールドに含まれ

るメールメッセージを削除します。 

To テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[To]フィールドに含まれる

メールメッセージを削除します。 

件名 テキスト いいえ (空白) [件名]フィールドに指定した単語を含むメールメッセー

ジを削除します。 

CC テキスト いいえ (空白) 指定されたメールアドレスが[CC]フィールドに含まれ

るメールメッセージを削除します。 

本文 テキスト いいえ (空白) 本文に指定されたテキストを含むメールを取得します。 

添付ファイル

あり 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは添付ファイル

付きメールのみから取得されます。 

既読 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [はい]に選択すると、メールメッセージは既読されたメ

ールのみから取得されます。 

以下より新し

い場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より新しいメールからメールメッ

セージを削除します。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、カスタム日付/時

間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 

以下より古い

場合のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時間より古いメールからメールメッセ

ージを削除します。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、カスタム日付/時

間がリストから選択可能です。 

[式]にチェック入れると、特定の日付/時間式が入力可

能です。 
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<Email> 

単一メッセージの削除 

説明 

単体のメールメッセージを指定したサーバーから削除します。 

 

用途 

特定のメッセージをメッセージ ID またはメッセージシーケンス番号で参照し、削除します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 選択式 はい ホスト メールサーバーへのアクセスを確立するために必要なユ

ーザー情報、サーバー設定等を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザー情報、サーバー設定およびその他の

詳細設定をこのアクティビティに対して個別に構成する

ことを指定します 

・セッション - 「Email - セッションの作成」アクティ

ビティで生成したセッションの中で定義した設定を取得

することを指定します 

セッション テキスト はい EmailSession1 接続情報を取得する対象のセッション名を指定します。 

このパラメータは[接続]パラメータが[セッション]に設

定されている場合のみ指定可能です。 

 

[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テキスト はい POP3 メールサーバーへの接続に使用するプロトコルを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・POP3 – POP3(Post Office Protocol バージョン 3)を

使用します 

・IMAP - IMAP(Internet Mesage Access Protocol)を使

用します 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使用

します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007 と

互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介して

Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バー

ジョン 11.5 以降 
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[プロトコル]が[POP3]または[IMAP]に設定するのみ、有効になります 

サーバー テキスト はい (空白) メール受信に使用する POP3/IMAP サーバーを指定し

ます。 

ポート 数字 いいえ 110/143 POP3/IMAP サーバーに接続するポート番号を指定しま

す｡ 

多くのサーバーはデフォルトのポート番号で動作します

が、別のポートに接続するようにカスタマイズが可能で

す。 

セキュリティ テキスト

(選択式) 

はい 非セキュリテ

ィ 

このアクションで使用するセキュリティのタイプを指定

します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・非セキュリティ - セキュリティを管理しないことを指

定します 

・Explicit TLS/SSL - 明示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

・Implicit TLS/SSL - 暗示的 Transport Layer (TLS)と

Secure Sockets Layer (SSL)セキュリティを適用します 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

はい Auto 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Auto -自動的に認証タイプを決定します 

・Plain  

・DigestMD5 

・CramMD5 

・Login  

・ClearText 

・APOP 

・NTLM 

・GssApi 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するユーザー名を指定します。 

注 1:[From]アドレス欄に入力したメールアドレスは認

証したユーザーと同一でなければなりません 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を承認する際に使用するパスワードを指定します。 

証明書 テキスト はい (空白) 認証に使用する証明書のフルパスとファイル名(.cer ま

たは.pfx 拡張子付)を指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 証明書のパスフレーズを指定します。 

このパラメータは［セキュリティ］パラメータが

[Explicit TLS/SSL]または［Implicit TLS/SSL］に設定

されている場合のみ使用可能です。 
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[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合に、有効になります 

Exchange サ

ーバー 

テキスト はい (空白) 使用する Exchange サーバーを指定します。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ベーシック 管理する認証タイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ベーシック 

・デフォルト 

・フォーム 

このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange2003, 2007)]が選択されている場

合のみ指定可能です。 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 認証するドメイン名を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するユーザー名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) メールサーバーにログインしてメールトランザクション

を認証するために使用するパスワードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユ

ーザーとして

認証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザーとして

認証し[Username],[パスワード],[ドメイン名]パラメー

タの設定が無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タスク実行時にサーバーを検索し

ます。[Exchange サーバー]パラメータの設定が無効に

なります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続を認証するために使用する

メールアドレスを指定します。 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールアド

レス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および[Client 

Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタンをクリ

ックして Exchange Online サーバーへのテスト接続を実

行します。 
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[接続]を[ホスト]に設定した場合のみ以下パラメータが有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト いいえ Inbox このアクティビティを実行する現在のメールボックスフ

ォルダを指定します。デフォルトは Inbox(受信トレイ)

です。他のフォルダ(カレンダー、下書きなど)を指定す

るには、そのフォルダの Exchange フォルダ名を入力し

ます。サブフォルダを指定するには”/”を使用します(受

信トレイ/サブフォルダ名) 

注 1:[プロトコル]パラメータが[POP3]に設定されてい

る場合このパラメータは無効になります 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 100 接続が発生する前に許容される時間を指定します。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効になったまたは期限切れの

SSL サーバー証明書が検知された際、該当証明書は無視

されます。[いいえ]に設定すると、検知された際、エラ

ーが発生します。このパラメータは[プロトコル]パラメ

ータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に指定

されている場合のみ選択可能です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、偽装認証が有効になります。 

偽装認証を有効にすることで Exchange サーバー上のア

カウントは、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いるアクセス許可ではなく、別アカウントに関連付けら

れているアクセス許可を使用して操作を可能にします。

このパラメータは[プロトコル]を[EWS(Exchange 2007

以降、オンライン)]に設定された場合のみ指定可能で

す。 

注 1: この項目を使用すると、一つのアカウントが別の

アカウントとして動作します。システムログはその偽装

アカウントで動作しているかのように記録します。呼び

出し元のアカウントには、偽装認証を実行するための適

切な権限が必要です 

プロキシ タ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシプロトコルを指定します。使用する値が不明な

場合はネックワークの管理者にお問い合わせください。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4A 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのドメイン名または IP アドレスを指

定します。 
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プロキシ ポ

ート 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへ接続する際に使用するポート番号を

指定します。通常、プロキシサーバーは 1028 ポートで

動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザー名(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるユーザ

ー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプロキシサーバーに接続する際用いるパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS 5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

メール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メッセージ

ID 

テキスト いいえ (空白) 削除する電子メールのメッセージ ID を指定します。 

この項目を有効にすると、[メッセージシーケンス番号]

パラメータ無視されます。 

メッセージシ

ーケンス番号 

数字 いいえ (空白) 削除する電子メールのシーケンス番号を指定します。 

この項目を有効にすると、[メッセージ ID]パラメータ

無視されます。 
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Select 

指定した式を評価し、結果と一致するケースのステップを実行します。 

[If/Else]は簡単な式を評価するために優れていますが、より複雑な分岐は[Select/Case]を使用します。 

[If]アクションのように比較を繰り返すのではなく、最初に 1 回のみ評価を行うため、評価式の結果が複数存在する

場合は[Select/Case]を使用して実行するほうが適しています。 

 

 

<Select> 

Begin select 

説明 

指定された式を評価します。評価結果と一致する[Begin case]アクティビティに続くブロックを実行します。 

 

用途 

[Select/Case]組み合わせは、最初に[Begin select]アクティビティを定義します。[Begin select]で評価した結果に応

じて、対応する[Begin case]アクティビティに続くブロックを実行します。 

例えば、現在の曜日に応じて処理を定義する場合、%Weekday(Now())％を[Begin select]に定義します。戻り値の

1~7(1=日曜日、2=月曜日･･･)をそれぞれ[Begin case]で定義し、[End case]との間にそれぞれの処理を定義します。 

最後のブロックを「デフォルトのケース」に設定すると、定義されたケース以外の結果が返された場合に実行する処

理を定義することができます。 

 

注意:一連のケースの終了を記すには[End select]アクティビティを追加します。各ケースの終了を記すには[End 

case]アクティビティを追加します([Begin select]を追加すると[End select]が、[Begin case]を追加すると[End case]

が自動的に追加されます)。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

条件式に一

致するケー

スを実行す

る 

テキスト はい (空白) 有効な式を指定します。 

BasicFunction や ExtendedFunction の使用も可能です。 
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<Select> 

Begin case 

説明 

[Begin selesct]で定義された式の結果と一致する場合、このステップに続くブロックを実行します。 

 

用途 

[Select/Case]組み合わせは、最初に[Begin select]アクティビティを定義します。[Begin select]で評価した結果に応

じて、対応する[Begin case]アクティビティに続くブロックを実行します。 

例えば、現在の曜日に応じて処理を定義する場合、%Weekday(Now())％を[Begin select]に定義します。戻り値の

1~7(1=日曜日、2=月曜日･･･)をそれぞれ[Begin case]で定義し、[End case]との間にそれぞれの処理を定義します。 

最後のブロックを「デフォルトのケース」に設定すると、定義されたケース以外の結果が返された場合に実行する処

理を定義することができます。 

 

注意:一連のケースの終了を記すには[End select]アクティビティを追加します。各ケースの終了を記すには[End 

case]アクティビティを追加します([Begin select]を追加すると[End select]が、[Begin case]を追加すると[End case]

が自動的に追加されます)。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ケース テキスト はい (空白) [Begin select]で定義した式が返す可能性のある結果を指

定します。結果とこのパラメータに定義した値が一致し

た場合、[End case]までのブロック内の処理を実行しま

す。 

このパラメータを有効にすると、[デフォルトケース]パ

ラメータは無視されます。 

デフォルト 

ケース 

- - - 有効にすると、前のステップまでに定義されたケース以

外の結果が返された場合、この後に続くステップの処理

を実行します。このパラメータを有効にすると、[ケー

ス]パラメータは無視されます。 
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<Select> 

End case 

説明 

[Begin case]アクティビティで開始したステップのブロックを終了させます。 

 

用途 

[Begin case]ごとにブロックの終了を記すために使用します。 

 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<Select> 

End select 

説明 

[Begin select]アクティビティで開始したステップのブロックを終了させます。 

 

用途 

[Begin select]ごとにブロックの終了を記すために使用します。 

 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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タスク 

タスク実行時にタスクレベルを操作したり、意図的にタスクを停止したりする場合、こちらのアクションを使用しま

す。 

親タスクからサブタスク(子タスク)を実行させたり、別のタスクを実行させたりすることが可能です。 

現在のタスクを停止させたり、タスク内に定義された関数を呼び出したりするアクティビティも含まれます。 

 

 

<タスク> 

サブタスクの開始 

説明 

指定されたタスクを実行します。サブタスクが開始されると、親タスクはサブタスクが終了するまで待機します。 

親タスクで定義した変数はサブタスクと共有できます。 

 

用途 

親タスクからサブタスク(子タスク)を開始させるために使用します。 

このアクティビティは同じコードを再利用するときに役立ちます。同じコードを何度も定義する必要がなくなりま

す。繰り返し行う処理 1 つのタスクとして作成することで、繰り返し呼び出すことが可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タスクファイ

ルを実行する 

テキスト いいえ (空白) サブタスクとして実行するタスクを指定します。実行す

る.aml ファイルのフルパスを指定することで外部タスク

の実行が可能です。 

このパラメータを有効にすると、[管理タスクを開始す

る]パラメータは無視されます。 

管理タスクを

開始する 

テキスト いいえ (空白) サブタスクとして実行するタスクを指定します。タスク

アドミニストレーター上で管理されているタスクを指定

します。プルダウンリストから選択可能です。 

このパラメータを有効にすると、[タスクファイルを実

行する]パラメータは無視されます。 

パスワード

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されているサブタスクを実行するため

に必要なパスワードを指定します。 
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<タスク> 

停止 

説明 

現在実行中のタスクを停止します。[中断]、[成功]または[エラー]ステータスを出力します。 

独自のエラー番号やエラーテキストを設定し、AutoMate のログに出力させることが可能です。 

 

用途 

[If]アクティビティで、特定の条件が満たされた場合、現在のタスクの実行を停止する際に使用します。 

独自のエラー番号・エラーテキストを返し、エラー番号によって後続の処理を定義することも可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ステータス テキスト 

(選択式) 

はい 中断 タスクを停止したときに出力するステータスのタイプを

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・中断 - 中断ステータスを返します 

・成功 - 成功ステータスを返します 

・エラー - ユーザー定義したエラー番号やテキストを返

します 

カスタムエラ

ー番号 

数字 はい (空白) タスクが停止する際に出力するエラー番号を指定しま

す。(※0 は予約されたシステムエラー番号) 

このパラメータはステータスが[エラー]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

カスタムエラ

ーテキスト 

テキスト いいえ (空白) タスクが停止する際に出力するエラーテキストを指定し

ます。 

このパラメータはステータスが[エラー]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 
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<タスク> 

実行 

説明 

トリガーされたかのうように、特定の[管理タスク]を起動します。 

ログオン、優先度、セキュリティ設定など、すべての管理タスクプロパティが作用します。 

 

用途 

別のタスクをトリガーによって開始されたかのように実行します。 

 

重要:このアクティビティはタスクの実行のみを命令します。そのため親タスクはトリガーして実行されたタスクの完

了を待ちません。親タスクに後続処理が定義されている場合は優先度の設定により、同時に実行されたり、タスクが

中断されたりする場合があります。 

サブタスクとして実行させるには、[サブタスクの開始]アクティビティを使用します。エラー時の処理や親タスクの

変数をサブタスクへ受け渡すことができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

起動する管理

タスク 

テキスト はい (空白) 起動を命令する管理タスクを指定します。指定されたタ

スクは実行時に、現在のマシンのタスクリストに存在す

る必要があります。 

パスワードを

実行する(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) パスワードで保護されている管理タスクを実行するため

に必要なパスワードを指定します。 
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<タスク> 

有効/無効 

説明 

現在無効になっている管理タスクを有効にするか、現在有効になっている管理タスクを無効にします。 

指定されたタスクはすでに適切な状態になっている場合、このパラメータは無視され、そのタスクはエラーを発生さ

せず、実行を継続します。 

 

用途 

他のタスクを無効にし、現在実行中のタスクに干渉しないようにするために使用されます。 

通常、[無効]化するステップはタスクの最初に配置され、[有効]化するステップはタスクの最後に配置されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション 選択式 はい 有効 [管理タスク]パラメータで指定したタスクに対してのア

クションを指定します。 

・有効 - 指定したタスクを有効化します 

・無効 - 指定したタスクを無効化します 

管理タスク テキスト はい (空白) 有効/無効化するタスクを指定します。プルダウンリス

トから選択するか手動でタスク名を指定します。 

注 1:タスクは実行中のマシンのタスクリストに存在する

必要があります。存在しない場合はエラーが発生します 

注 2:タスク名や親フォルダ名を変更すると、リンクが解

除されます 

パスワード 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) プロパティの変更を許可しないようにパスワードで保護

されている管理タスクを有効/無効する場合に必要なパ

スワードを指定します。 
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<タスク> 

関数の呼出し 

説明 

タスクに定義された関数を呼び出します。タスク関数が結果を返す場合、戻り値を指定した変数に格納することが可

能です。 

 

用途 

タスク関数(サブルーチン)を実行します。タスク関数の実行後は、メインタスクの次のステップから継続して実行さ

れます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

呼び出す関数

名 

テキスト はい (空白) 呼び出す関数の名前を指定します。 

タスク関数を作成するにはタスクビルダーの[関数]＞

[Add new function]の⊕アイコンから設定します。 

結果を変数に

返す 

テキスト いいえ (空白) 関数の結果を格納する既存の変数名を指定します。 
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画像 

画像に対する処理を行う場合はこちらのアクションを使用します。 

サイズ変更、フィルター適用や画像の結合等の処理が可能です。 

※バージョン 11.6 より.TIF、.JPG 形式に対応しました。 

 

 

<画像> 

反転 

説明 

横方向(水平方向)または縦方向(垂直方向)に画像を反転させます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 反転させる画像のフルパスとファイル名を指定します。

サポートされている画像形式は、JPG, JPEG, PNG, 

BMP, TIF, TIFF, GIF です。ワイルドカード文字(*また

は?)を使用すると特定のマスクに一致するファイルを指

定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) 反転した画像を保存するフルパスとファイル名を指定し

ます。 

このパラメータに新しいファイル名を指定することで、

元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書きする場

合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名を指定

します。 

注 1: 上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります。これにより指定先フォルダにあ

る一致するファイルは上書きされます 

反転タイプ テキスト

(選択式) 

はい 水平 反転する方向を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・水平 - 水平方向に画像を反転させます。画像の左右が

逆になります 

・垂直 - 垂直方向に画像を反転させます。画像の上下が

逆になります 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。[カスタム]ボタンをクリックして、

指定したい日付をリストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

結合 

説明 

2 つの画像を横方向(水平方向)または縦方向(垂直方向)に結合します。 

 

用途 

スキャンした 2 枚の画像を組み合わせる際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース画像 1 テキスト はい (空白) 結合する最初の画像のフルパスとファイル名を指定しま

す。さまざまな種類の画像をサポートしています(JPG, 

JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。写真、画像や他の

グラフィカルコンテンツを組み合わせることが可能で

す。 

ソース画像 2 テキスト はい (空白) 結合する 2 番目の画像のフルパスとファイル名を指定し

ます。さまざまな種類の画像をサポートしています

(JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。写真、画像

や他のグラフィカルコンテンツを組み合わせることが可

能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 結合した画像の保存先のパスとファイル名を指定しま

す。ソースファイルと別名にすることで上書きを避けら

れます。画像を上書きしたい場合は、ソースファイルと

同じパスとファイル名を指定します。 

注 1: 上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

結合タイプ テキスト 

(選択式) 

はい 水平 結合する方法を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・水平 - [ソース画像 1]は左側、[ソース画像 2]は右側に

配置されます 

・垂直 - [ソース画像 1]が上、[ソース画像 2]が下に配置

されます 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

クロップ 

説明 

指定されたサイズに応じて、画像を切抜きします。 

 

用途 

余計な部分を削除したり、画像のサイズを減らしたりする際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) トリミングする画像のパスとファイル名を指定します。

さまざまな種類の画像をサポートしています(JPG, 

JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文

字(*または?)を使用すると特定のマスクに一致するファ

イルを指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) トリミングした画像を保存するフルパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータに新しいファイル名を指定することで、

元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書きする場

合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名を指定

します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

上部 数字 はい (空白) トリミングする範囲の左上の座標(X 軸の値)を、ピクセ

ル単位で、指定します。 

左 数字 はい (空白) トリミングする範囲の左上の座標(Y 軸の値)を、ピクセ

ル単位で、指定します。 

幅 数字 はい (空白) トリミングする幅を、ピクセル単位で、指定します。 

高さ 数字 はい (空白) トリミングする高さを、ピクセル単位で、指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

回転 

説明 

画像は 90 度、180 度または指定した角度回転させます。 

 

用途 

斜めに撮影された画像を正しく表示させたり、歪んだ画像の傾きを自動的に補正したりするために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 回転する画像のパスとファイル名を指定します。さまざ

まな種類の画像をサポートしています(JPG, JPEG, 

PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文字(*ま

たは?)を使用すると特定のマスクに一致するファイルを

指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) 回転した画像を保存するフルパスとファイル名を指定し

ます。 

このパラメータに新しいファイル名を指定することで、

元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書きする場

合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名を指定

します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

回転する テキスト 

(任意) 

いいえ 右 90 度 回転させる角度を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・右 90 度- 画像は右に 90 度回転します(時計回り) 

・180 度 - 画像は 180 度回転します 

・左 90 度 - 画像は左に 90 度回転します 

・カスタム - [回転角度]パラメータに指定した角度回転

します(-20=左方向に 20 度回転します。130=右方向に

130 度回転します) 

・傾き補正 - 自動的に歪んだ画像を修正します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 

 

  



437 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

サイズ変更 

説明 

指定されたパーセンテージや高さ/幅(ピクセル単位)を指定したり、ファイルサイズを指定したりして画像のサイズ

を調整します。 

 

用途 

大きな画像を Web ページに合わせたり、メールで共有したりするためにサイズ変更します。 

JPEG 以外の画像は、[画像 - 変換]アクティビティを使用し、JPEG に変更することで容量を縮小できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) サイズを変更する画像のパスとファイル名を指定しま

す。さまざまな種類の画像をサポートしています(JPG, 

JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文

字(*または?)を使用すると特定のマスクに一致するファ

イルを指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) サイズを変更した画像を保存するフルパスとファイル名

を指定します。 

このパラメータに新しいファイル名を指定することで、

元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書きする場

合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名を指定

します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

画像のサイズ

を変更する 

テキスト 

(任意) 

いいえ パーセンテー

ジ 

画像のサイズを変更するときの基準を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・寸法 - 指定された幅と高さにサイズ変更されます 

・パーセンテージ - 元のサイズのパーセンテージでサイ

ズ変更されます 

・ファイル サイズ - 指定されたファイルサイズ(KB)に

サイズ変更されます 

寸法 

（ピクセル） 

数字 はい (空白) ピクセル単位でそれぞれ指定した[幅]と[高さ]に画像サ

イズを変更します。このパラメータは[画像のサイズを

変更する]パラメータが[寸法]に設定されている場合の

み、有効になります。 

パーセンテー

ジ 

数字 はい (空白) 指定されたパーセンテージに画像サイズを変更します

(50= 元のサイズの 50%)。このパラメータは[画像のサ

イズを変更する]パラメータが[パーセンテージ]に設定

されている場合のみ、有効になります。 
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サイズ(KB) 数字 はい (空白) 指定されたファイルサイズに画像サイズを変更します。

このパラメータは[画像のサイズを変更する]パラメータ

が[ファイルサイズ]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。このパラメータは[ファイルが存在

する場合は上書きする]パラメータが[はい]に設定され

ている場合のみ有効になります。 
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行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 
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大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

オーバーレイ 

説明 

指定された画像に 1 つ以上のテキストまたは画像を重ねます。 

 

用途 

キャプションの表示や画像の合成などに使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 重ねる元の画像(土台となる画像)のパスとファイル名を

指定します。さまざまな種類の画像をサポートしていま

す(JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルド

カード文字(*または?)を使用すると特定のマスクに一致

するファイルを指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) 画像やテキストを重ねた画像を保存するフルパスとファ

イル名を指定します。 

このパラメータに新しいファイル名を指定することで、

元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書きする場

合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名を指定

します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 画像 重ねるオブジェクトのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・画像- 画像を重ねます 

・テキスト - テキストを重ねます 

配置 テキスト

(選択式) 

いいえ 右下 重ねる位置を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・左上 - 画像の左上に重ねます 

・右上 - 画像の右上に重ねます 

・中央 - 画像の中央部に重ねます 

・左下 - 画像の左下に重ねます 

・右下 - 画像の右下に重ねます 

・カスタム - [ポジション]で指定した位置に重ねます 

オーバーレイ

画像 

テキスト はい (空白) 重ねる画像のパスとファイル名を指定します。JPG, 

JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF に対応しています。

このパラメータは[タイプ]が[画像]に設定されている場

合のみ、有効になります。 
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オーバーレイ

テキスト 

テキスト はい (空白) 重ねるテキストを指定します。このパラメータは[タイ

プ]が[テキスト]に設定されている場合のみ、有効にな

ります。 

フォントタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

はい Segoe UI 重ねるテキストのフォントタイプを指定します。プルダ

ウンリストから選択可能です。このパラメータは[タイ

プ]が[テキスト]に設定されている場合のみ、有効にな

ります。 

サイズ 数字 はい 11 重ねるテキストのフォントサイズを指定します。 

このパラメータは[タイプ]が[テキスト]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

カラータイプ テキスト 

(選択式) 

はい Black 重ねるテキストのカラータイプを指定します。プルダウ

ンリストから選択可能です。 

このパラメータは[タイプ]が[テキスト]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

フォントスタ

イル 

テキスト 

(選択式) 

はい レギュラー 重ねるテキストのフォントスタイルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・レギュラー- スタイルは適用されません 

・ボールド - テキストは太字になります 

・イタリック - テキストは斜体になります 

・下線 - テキストに下線が引かれます 

・取り消し線 - テキストに取り消し線が引かれます 

このパラメータは[タイプ]が[テキスト]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ポジション

(ピクセル) 

数字 はい 0 [配置]パラメータで[カスタム]を指定した場合、画像や

テキストを配置する位置の[上部]と[左]の値をピクセル

単位でそれぞれ指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 
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より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 
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隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

変換 

説明 

指定されたファイル形式に変換します。JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF に対応しています。 

 

用途 

主にサポートしていない形式の画像ファイルを対応している形式へ変換する際に使用します。 

これにより、画像アクションの他のアクティビティも使用可能になります。サイズ縮小のために別のファイル形式に

変換する際にも使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 変換する画像のパスとファイル名を指定します。さまざ

まな種類の画像をサポートしています(JPG, JPEG, 

PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文字(*ま

たは?)を使用すると特定のマスクに一致するファイルを

指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい .bmp 変換した画像を保存するフルパスとファイル名を指定し

ます。このパラメータに新しいファイル名を指定するこ

とで、元の画像を上書きせずに保存が可能です。上書き

する場合は[ソース]パラメータと同じパスとファイル名

を指定します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

変換先 テキスト

(選択式) 

はい Bmp 変換後のファイル形式を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Bmp - BMP に変換します 

・Png - PNG に変換します 

・Gif - GIF に変換します 

・Jpeg - Jpeg に変換します 

・Tiff - Tiff に変換します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

画像のキャプチャー 

説明 

指定したディスプレイやウィンドウまたは画面の一部のスクリーンショットを撮り、データをデータセットに設定し

ます。 

 

用途 

アプリケーション、プログラム、エラー画面などを出力するためにスクリーンショットを保存します。ピクセル座標

を取得するためにも使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キャプチャ

ー 

テキスト 

(選択式) 

いいえ プライマリ

ー スクリー

ン 

スクリーンショットを取得する種類を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・プライマリー スクリーン - プライマリーディスプレイの

画面キャプチャーを撮ります。マルチモニター環境の場

合、メインディスプレイが指定されます 

・バーチャル スクリーン - バーチャルスクリーンの画面キ

ャプチャーを撮ります。マルチモニター環境の場合、シス

テムに接続されているすべてのスクリーンが指定されます 

・アクティブ ウィンドウ - 現在アクティブウィンドウ(フ

ォーカスされているウィンドウ)の画面キャプチャーを撮り

ます。例えば、3 つのプログラムを実行している場合、ア

クティブウィンドウのみ取得されます 

・指定されたデスクトップ - 指定されたデスクトップの画

面キャプチャーを撮ります。マルチモニター環境の場合、

各デスクトップは特定のディスプレイ番号で指定します 

・指定されたリージョン - 指定した座標の範囲の画面キャ

プチャーを撮ります 

特定のデス

クトップ 

数字 はい (空白) 画面キャプチャーを取得するディスプレイの番号を指定し

ます。Windows ディスプレイ設定で指定された番号に紐づ

いています。 

このパラメータは[キャプチャー]を[指定されたデスクトッ

プ]に設定した場合のみ、有効になります。 

上部 数字 はい (空白) 画面キャプチャーを取得する範囲の X 座標を指定します。

左辺が 0 です。 

このパラメータは[キャプチャー]パラメータを[指定された

リージョン]に設定した場合のみ、有効になります。 

左 数字 はい (空白) 画面キャプチャーを取得する範囲の Y 座標を指定します。

上辺が 0 です。 

このパラメータは[キャプチャー]パラメータを[指定された

リージョン]に設定した場合のみ、有効になります。 
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幅 数字 はい (空白) 画面キャプチャーを取得する範囲の幅を指定します。 

このパラメータは[キャプチャー]パラメータを[指定された

リージョン]に設定した場合のみ、有効になります。 

高さ 数字 はい (空白) 画面キャプチャーを取得する範囲の高さを指定します。 

このパラメータは[キャプチャー]パラメータを[指定された

リージョン]に設定した場合のみ、有効になります。 

画像のパス テキスト はい (空白) 取得した画面キャプチャーを出力するファイル名とパスを

拡張子付きで指定します。対応しているファイルは

JPEG、PNG と BMP です。 

既存のファ

イルを上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に存

在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされませ

んが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが発生

します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキス

ト 

はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセッ

トを作成します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.FileName テキスト 画面キャプチャーの保存先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Height 数字 取得した画像の高さを返します(ピクセル単位)。 

theDataset.ImageFormat テキスト 取得した画像のファイル形式を返します。 

theDataset.Left 数字 取得した画像の左端のピクセル座標を返します。 

theDataset.Top 数字 取得した画像の上部のピクセル座標を返します。 

theDataset.Width 数字 取得した画像の幅を返します(ピクセル単位)。 
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<画像> 

フィルター 

説明 

画像にフィルターを加え、画像の見た目を変更します。 

 

用途 

画像にフィルターを適用します。明るさやコントラストなどを調整できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) フィルターを適用する画像のパスとファイル名を指定し

ます。さまざまな種類の画像をサポートしています

(JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカ

ード文字(*または?)を使用すると特定のマスクに一致す

るファイルを指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) フィルターを適用した画像を保存するフルパスとファイ

ル名を指定します。このパラメータに新しいファイル名

を指定することで、元の画像を上書きせずに保存が可能

です。上書きする場合は[ソース]パラメータと同じパス

とファイル名を指定します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

フィルタータ

イプ 

テキスト 

(選択式) 

はい グレースケー

ル 

適用するフィルターの種類を選びます。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・グレースケール - 画像をモノクロにします 

・反転 - 画像の色を反転します 

・シャープ - 画像の細部を明瞭にします 

・滑らか - 画像のノイズを減らし、ピクセルの少ない画

像を生成します 

・ブラー(ガウス)- 画像をぼかします。ノイズとディテ

ールを低減します 

・平滑化 - 圧縮された画像の平均値を削除します。スケ

ッチ効果を適用します 

・エンボス - 本来画像の光度によって、画像の各ピクセ

ルをハイライトまたはシャドウに置き換えます 

アルファを反

転する 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、すべてのアルファチャンネルを画

像本来のアルファチャンネルにある値に変更します。 

アルファチャンネルとは透明度についてピクセルデータ

の一部です。このパラメータは[フィルタータイプ]が

[反転]に設定されている場合のみ、有効になります。 
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調整 数字 はい 0 フィルターに適用するレベルを調整します。 

バーをスライドするか、テキストボックスに 0~100 の

値を入力します。このパラメータは[フィルタータイプ]

が[シャープ]または[滑らか]に設定されている場合の

み、それぞれ有効になります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 
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このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 
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アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

調整 

説明 

画像の色、明るさ、コントラストなどを調整します。HSB と RGB カラーモデルに対応しています。 

 

用途 

色温度、コントラスト、明るさなどを調整することで、デジタル画像を修正または強化します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 色を調整する画像のパスとファイル名を指定します。さ

まざまな種類の画像をサポートしています(JPG, JPEG, 

PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文字(*ま

たは?)を使用すると特定のマスクに一致するファイルを

指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

保存先 テキスト はい (空白) 色を調整する画像を保存するフルパスとファイル名を指

定します。このパラメータに新しいファイル名を指定す

ることで、元の画像を上書きせずに保存が可能です。上

書きする場合は[ソース]パラメータと同じパスとファイ

ル名を指定します。 

注 1:上書きを行う際、[ファイルオプション]タブの[フ

ァイルが存在する場合は上書きする]パラメータを有効

にする必要があります 

調整 テキスト 

(選択式) 

はい 色 画像を調整するプロパティを選択します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・色 - カラープロパティを調整します 

・ガンマ - ガンマレベルを調整します 

・明るさ - 明るさを調整します 

・コントラスト- コントラストを調整します 

カラーモデル テキスト 

(選択式) 

はい HSB 調整するためのカラーモデルを選択します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・HSB - Hue(色相)、Saturation(彩度)、Brightness(輝

度)で構成されるカラーモデル 

・RGB - Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)で構成されるカ

ラーモデル 

色合い 数字 いいえ 0 色合いのレベルを指定します。バーをスライドするか、

テキストボックスに値を入力します。このパラメータは

[カラーモデル]が[HSB]に設定されている場合のみ、有

効になります。 
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鮮やかさ 数字 いいえ 100 彩度のレベルを指定します。バーをスライドするか、テ

キストボックスに値を入力します。このパラメータは

[カラーモデル]が[HSB]に設定されている場合のみ、有

効になります。 

明るさ 数字 いいえ 0 輝度のレベルを指定します。バーをスライドするか、テ

キストボックスに値を入力します。このパラメータは

[カラーモデル]が[HSB]に設定されている場合、または

[調整]が[明るさ]に設定されている場合、有効になりま

す。 

コントラスト 数字 いいえ 0 色合いのレベルを指定します。バーをスライドするか、

テキストボックスに値を入力します。このパラメータは

[調整]が[コントラスト]に設定されている場合のみ、有

効になります。 

赤 数字 いいえ 0 赤の値を指定します。バーをスライドするか、テキスト

ボックスに値を入力します。このパラメータは[調整]が

[ガンマ]に設定されている場合、または[カラーモデル]

が[RGB]に設定されている場合、有効になります。 

緑 数字 いいえ 0 緑の値を指定します。バーをスライドするか、テキスト

ボックスに値を入力します。このパラメータは[調整]が

[ガンマ]に設定されている場合、または[カラーモデル]

が[RGB]に設定されている場合、有効になります。 

青 数字 いいえ 0 青の値を指定します。バーをスライドするか、テキスト

ボックスに値を入力します。このパラメータは[調整]が

[ガンマ]に設定されている場合、または[カラーモデル]

が[RGB]に設定されている場合、有効になります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) このアクティビティに関連する情報を設定するデータセ

ットを作成します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在するファイルのみ上書きされます。他のファイルは

マスクやその他パラメータ設定に関わらず、無視されま

す。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

です。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、読み取り専用ファイルである場合

でも、保存先フォルダの一致する全てのファイルが上書

きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、隠しファイルである場合でも、保

存先フォルダの一致する全てのファイルが上書きされま

す。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専

用 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Source テキスト ソースファイルのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Destination テキスト 出力先のパスとファイル名を返します。 

theDataset.Result 真偽値 アクティビティの結果を返します(成功:0、失敗:1)。 
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<画像> 

画像認識 

説明 

指定した大きい画像に、小さい画像と一致する箇所があるかを検出し、結果をデータセットに設定します。 

 

用途 

大量の画像ファイルが含まれているフォルダ内に、重複する画像ファイルがないかを検索します。また、画像の位置

の座標を取得するためにも使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

検索元となる

画像 

テキスト はい (空白) [検索する画像]で指定した画像(小さい画像)を探すため

の画像(大きい画像)のパスとファイル名を指定します。

さまざまな種類の画像をサポートしています(JPG, 

JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF, GIF)。ワイルドカード文

字(*または?)を使用すると特定のマスクに一致するファ

イルを指定可能です。 

パイプ記号(|)で区切ることで複数のファイル名やファイ

ルマスクを指定できます(C:\*.txt|C:\.bak)。 

検索する画像 テキスト はい (空白) 一致する画像がどうかを調べるための小さい画像のパス

とファイル名を指定します 

許容値 数字 いいえ 0 一致する画像を検索するときに適応する許容値を指定し

ます。バーをスライドするか、テキストボックスに値を

入力します。デフォルトの 0 は、完全一致を表します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト はい (空白) [検索元となる画像]と[検索する画像]に指定した画像の

属性を設定するデータセットを作成します。 

ピクセルポジ

ション 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 中央 [検索元となる画像]と一致した画像から参照する座標位

置を指定します。 

・中央 - [検索元となる画像]内に一致した[検索する画

像]の中央の X,Y 座標を取得します 

・左上 - [検索元となる画像]内に一致した[検索する画

像]の左上隅の X,Y 座標を取得します 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 除外するファイル名を指定します。ファイル名またはワ

イルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックして、指定したい日付をリ

ストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソース]パラメータで指定されたマスクに一致するファ

イルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティは大文字と小

文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、このアクティビティは大文字と

小文字を区別しません。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Haystack テキスト 干草となる画像(大きい画像)のパスとファイル名を返します。 

theDataset.HaystackHeight 数字 干草となる画像の高さを返します。 

theDataset.HystackWidth 数字 干草となる画像の幅を返します。 

theDataset.IsFound 真偽値 干草となる画像が見つかった場合 True、それ以外は False を返し

ます。 

theDataset.Needle テキスト 針となる画像(小さい画像)のパスとファイル名を返します。 

theDataset.NeedleHeight 数字 針となる画像の高さを返します。 

theDataset.NeedleWidth 数字 針となる画像の幅を返します。 

theDataset.X 数字 一致した画像の X 座標を返します。 

theDataset.Y 数字 一致した画像の Y 座標を返します。 
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ラベル 

タスク内の特定のステップに名前をつける場合に使用します。 

[Goto]アクティビティまたは、各アクション内のエラー処理で「ラベルに移動」で指定されたラベルにリダイレクト

してタスクを続行します。 

 

重要:ラベルアクションを過度に使用すると、デバッグが困難になる可能性があります。 

複数の Goto ステップが必要な場合は、サブタスクで再構築するほうが分かりやすいプログラムになります。 

 

 

<ラベル> 

作成 

説明 

特定のポイントにラベルを作成します。[Goto]アクティビティまたは、各アクション内エラー処理の「ラベルに移

動」と併用します。 

 

用途 

タスク内のポイントを定義します。[Goto]アクティビティなどからのリダイレクト先を定義するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ラベル名 テキスト はい (空白) 作成するラベルの名前を指定します。 
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<ラベル> 

Goto 

説明 

タスクフローを指定されたラベルへリダイレクトします。 

 

用途 

「ラベル - 作成」アクティビティで定義された場所へ処理をリダイレクトします。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

移動先ラベ

ル 

テキスト はい (空白) リダイレクトする既存のラベルを指定します。プルダウ

ンから既存のラベルを選択可能です。ラベルを作成する

には、「ラベル - 作成」を使用します。 
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圧縮 

圧縮とは容量や転送時間を減らすためにデータサイズを縮小することです。データを圧縮もしくは圧縮を解凍する場

合、このアクションを使用します。 

このアクションは ZIP、JAR、GZIP、TAR、7ZIP などの主要な圧縮形式に対応しています。 

データをパスワードで保護したり、圧縮のレベルを指定したりする機能も備わっています。 

 

 

<圧縮> 

圧縮 

説明 

1 つ以上のファイルを圧縮します。 

特定のマスクに一致する複数ファイルを指定するにはワイルドカード文字(*または?)を使用します。 

 

用途 

ファイルのバックアップやインターネット経由で転送する前に、ファイルを圧縮するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

圧縮するファ

イル 

テキスト はい (空白) 圧縮するフルパスとファイル名を指定します。 

ワイルドカード文字(*または?)を使用して、特定のマス

クに一致するすべてのファイルを圧縮できます。サブフ

ォルダー配下のパスにパイプ記号(|)を指定した場合、 

パスで指定したワイルドカードまたは複数のファイルで

も認識します。 

保存先ファイ

ル 

テキスト はい (空白) [圧縮するファイル]パラメータで指定したすべてのファ

イルを結合して圧縮保存するファイル名をフルパスで指

定します。 

注 1: 存在しないフォルダを指定した場合は、実行時に

自動で作成されます 

圧縮タイプ テキスト 

(選択式) 

はい ZIP ファイルの圧縮に使用する圧縮タイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ZIP 

・JAR 

・GZIP 

・TAR 

・BZIP2 

・TAR+GZIP 

・CAB 

・7ZIP 
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圧縮レベル テキスト 

(選択式) 

はい 2 圧縮レベルを指定します。 

バーをスライドするか、テキストボックスに値を入力し

ます。圧縮レベルが高いほど、圧縮後のファイルサイズ

は小さくなりますが、処理に時間がかかります。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・0 - 圧縮なし。最速な処理だが、圧縮は一切行いませ

ん。複数のファイルを 1 つのパッケージにまとめる場合

に使用します 

・1 - 高速圧縮。高速に圧縮しますが、圧縮率は少ない

です 

・2 - 通常圧縮。標準の圧縮アルゴリズムを使用し、速

度とファイルサイズのいいバランスを取ります 

・3 - 高圧縮。圧縮後のファイルサイズは小さくなりま

すが、処理が遅くなります 

・4 - 最大圧縮。圧縮最高レベル。ファイルサイズを最

小に圧縮しますが、処理が最も遅くなります 

パスワードを

設定する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、圧縮ファイルはパスワード保護で

保護されます。解凍する際、ユーザーにパスワードの入

力を求めます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 圧縮ファイルを解凍する際に、ユーザーが入力する必要

のあるパスワードを指定します。このパラメータは[パ

スワードを設定する]を有効にした場合のみ、使用可能

です。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 圧縮を除外するファイル名を指定します。ファイル名ま

たはワイルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より新しいファイル

に対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。[カスタム]ボタンをクリックして、

指定したい日付をリストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 
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より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時間より古いファイルに

対してのみ、このアクションが実行されます。 

このパラメータを空白または無効にするとファイルの日

付は無視されます。[カスタム]ボタンをクリックして、

指定したい日付をリストから選択可能です。 

[式]を有効にすると、日付/時間式の入力も可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ソースファイルが保存ファイルより新し

い場合のみ上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは日時に関係な

く上書きされます。 

このパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きす

る]パラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効

になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[圧縮するファイル]パラメータで指定されたマスクに一

致するファイルをサブフォルダで検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、保存

先のカレントディレクトリの階層に存在するファイルが

検索されます。 

このパラメータはファイルのみ検索可能です。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。このパラメータは[サブフォルダーを含める]パ

ラメータが[はい]に設定されている場合のみ有効になり

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性はオフに設定します。Windows のアーカイ

ブ属性はファイルがバックアップされたかどうかを確認

します。アーカイブ属性をオフにすると、多々のバック

アッププログラムに指定されたファイルはすでにバック

アップされたことを通知します。 

追加 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、圧縮ファイルに一致する名前のフ

ァイルが既に存在する場合、圧縮が行われる前にソース

ファイル名の末尾に番号を追加します。これにより、両

方のファイルが圧縮ファイルに存在できるようになりま

す。 
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このパラメータを有効にすると、[ファイルが存在する

場合は上書きする]パラメータが無視されます。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<圧縮> 

解凍 

説明 

1 つ以上の圧縮ファイルを指定されたフォルダに解凍します。 

特定のマスクに一致する複数ファイルを指定するにはワイルドカード文字(*または?)を使用します。 

 

用途 

バックアップしたり、インターネット経由で転送したりするために圧縮されたファイルを受信した際に、ファイルを

解凍するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アーカイブフ

ァイル 

テキスト はい (空白) 解凍するファイルをフルパスで指定します。 

ワイルドカード文字(*または?)を使用して、特定のマス

クに一致するすべてのファイルを指定できます。 

フォルダーに

展開する 

テキスト はい (空白) 圧縮ファイルの展開先フォルダをフルパスで指定しま

す。存在しない場合は実行時に作成されます。 

注 1：指定されたパス、ファイル名が長い場合はエラー

となります。完全修飾ファイル名は 260 文字未満、ディ

レクトリ名は 248 文字未満である必要があります 

圧縮タイプ テキスト 

(選択式) 

はい ZIP ファイルの圧縮に使用する圧縮タイプを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ZIP 

・JAR 

・GZIP 

・TAR 

・BZIP2 

・TAR+GZIP 

・CAB 

・7ZIP 

必要に応じて

このパスワー

ドを使用する 

テキスト いいえ (空白) ファイルを解凍するためにパスワードが必要な場合、こ

こで指定します。このパラメータは「圧縮 - 圧縮」アク

ティビティのプロパティでパスワードを設定した場合の

み必要になります。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 解凍を除外するファイル名を指定します。ファイル名ま

たはワイルドカード文字(?または*)を使用可能です。 

複数のファイルを指定する場合、パイプ記号で区切りま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値は正規表現だとみなされます。 

[いいえ]に設定すると、文字列だとみなされます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せんが、実行中に同名のファイルが存在するとエラーが

発生します。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダが保存先あるサブフォルダはコピー先に相応するサブ

フォルダを作り、それぞれ相応のサブフォルダにコピー

します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピー先で作り

ません。 
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<圧縮> 

確認 

説明 

1 つ以上の圧縮ファイルが有効で破損していないかどうかを確認し、問題なく解凍を実行できることを確認します。

複数のファイルを確認するには、ワイルドカード文字（*または？）を使用します。 

※バージョン 11.5 より追加されました 

 

用途 

バックアップしたり、インターネット経由で転送したりするために圧縮されたファイルを受信した際に、ファイルが

破損していないかどうかを確認するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アーカイブフ

ァイル 

テキスト はい (空白) 検証するファイルをフルパスで指定します。 

ワイルドカード文字(*または?)を使用して、特定のマス

クに一致するすべてのファイルを指定できます。複数の

ファイルを指定する場合、パイプ記号で区切ります

(例:*.txt|*.bak)。 

圧縮タイプ テキスト 

(選択式) 

はい ZIP ファイルの圧縮に使用する圧縮タイプを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ZIP 

・JAR 

・GZIP 

・TAR 

・BZIP2 

・TAR+GZIP 

・CAB 

・7ZIP 

必要に応じて

このパスワー

ドを使用する 

テキスト いいえ (空白) ファイルを解凍するためにパスワードが必要な場合、こ

こで指定します。このパラメータは「圧縮 - 圧縮」アク

ティビティのプロパティでパスワードを設定した場合の

み必要になります。 

結果を変数に

設定する 

テキスト はい (空白) ファイル検証の結果を変数に格納します。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) ファイル検証の結果をデータセットに格納します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.File テキスト 圧縮ファイルのファイル名とパスを返します。 

theDataset.Verified 真偽値 確認の取れたファイルの場合は TRUE を返し、それ以外の場合は

FALSE を返します。 
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配列 

配列では AutoMate 変数と同様にタスクを実行する度に変化する可能性のあるデータを格納します。 

配列は、AutoMate 変数と異なり複数の行または列の形式でデータを格納します。 

var_num0,var_num1,……var_num99 など個々の変数を定義する代わりに、array_num などの配列を 1 つ定義するこ

とで、array_num[0],array_num[1],……array_num[99]などインデックスにより特定の要素にアクセスできます。 

タスク実行中に配列の作成、リサイズを定義したり、配列の特定な要素に指定する値を設定したりする場合、こちら

のアクションを使用します。 

 

 

<配列> 

作成 

説明 

同じ配列名で複数のアイテムを順番に格納するための 1 次元、2 次元または 3 次元配列を作成します。 

 

用途 

複数の行や列を持つデータを格納するために使用されます. 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

配列名 テキスト はい (空白) 作成する配列名を指定します。この値は一意であり、

VB の予約語と競合してはなりません(date,day,week な

どの予約語は利用不可)。 

1 次元 数字 いいえ (空白) 有効にすると、1 次元の配列を作成します。 

横方向の要素数を指定します。 

このパラメータを有効にすると、[2 次元],[3 次元]パラ

メータは無視されます。 

2 次元 数字 いいえ 無効 有効にすると、2 次元の配列を作成します。 

横方向と縦方向の要素数を指定します。 

このパラメータを有効にすると、[1 次元],[3 次元]パラ

メータは無視されます。 

3 次元 数字 いいえ 無効 有効にすると、3 次元の配列を作成します。 

横、縦と奥行きの要素数を指定します。 

このパラメータを有効にすると、[1 次元],[2 次元]パラ

メータは無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Auto 変数の型を設定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・Auto -実行される操作に応じて、適切な型に設定しま

す 

・Text テキスト型の変数を作成します。数値のみに対

して有効な処理を実行すると、エラーが発生します 

・Number  数値型の変数を作成します。文字列のみに対

して有効な処理を実行すると、エラーが発生します 

変数はプラ

イベート 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在のタスクのみで使用可能とな

り、「タスク - サブタスクの開始」アクティビティで呼

び出されたサブタスクでは使用できません。 

[いいえ]に設定すると、サブタスクでも参照可能です。 

パラメータ

として扱う 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、変数がまだ存在しない場合のみ作

成されます。実行時、他のタスクにパラメータとして渡

される(同名の変数が自動的に作成される)場合に役立ち

ます。 

説明(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 配列変数に関するテキストの記述を指定します。ここで

記した記述はデバッグパネルの[変数]タブより確認可能

です。 
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<配列> 

セット 

説明 

既存の配列内の 1 つ以上の要素に値を設定します。 

 

用途 

配列内の既存のインデックスを指定して、値を変更します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

配列名 テキスト いいえ (空白) 対象の配列名を指定します。 

ここで指定する配列は必ず事前に「配列 - 作成」アクテ

ィビティで作成する必要があります。 

インデックス

を 0 から開

始する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を設定すると、インデックスは 0 から始まりま

す。 

[いいえ]を設定すると、インデックスは 1 から始まりま

す。 

インデックス 数字 はい (空白) インデックスを指定します。 

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックし、新規インデックスと値を設定します。 

値 テキスト はい (空白) 指定したインデックスに設定する値を指定します。 

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックし、新規インデックスと値を設定します。 
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<配列> 

リサイズ 

説明 

「配列 - 作成」アクティビティで作成済み配列の最右端のサイズを変更します(最右端:1 次元配列の場合の変更対象

は行(横)、2 次元配列の場合は列(縦)、3 次元配列の場合は奥)。 

 

用途 

配列の格納可能なサイズを変更します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

配列名 テキスト はい (空白) 対象の配列名を指定します。 

新しいサイズ 数字 はい (空白) 最右端の新しいサイズを指定します。 
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AutoMate 

AutoMate 固有の操作を自動化する際に、こちらのアクションを使用します。 

タスクのバックアップを取得したり、AutoMate のサービスを自動的に停止したりできます。 

また、特定のメッセージを AutoMate ログに書き込むことも可能です。 

 

 

<AutoMate> 

AutoMate のバックアップ 

説明 

管理タスク、トリガーやシステム環境設定などのバックアップコピーを AutoMateArchive ファイル(.ama)に保存しま

す。タスクを誤って削除したり、ファイルが破損したり壊滅的なシステムイベントが発生した場合、データを復元す

るために使用できます。 

 

注意:データの復元は、[タスクアドミニストレーター]＞[オプション＞システム設定]＞[バックアップと復元]から行

います。 

 

用途 

一般的に、AutoMate を単一ファイルにバックアップするための単純なタスクとして使用されます。 

スケジュールトリガーを設定し、定期的にバックアップを取得することが可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タスクとトリ

ガーのバック

アップ 

はい/いい

え 

はい はい [はい]に設定すると、管理タスクとそのトリガーおよび

その他のプロパティがバックアップに含まれます。 

定数とシステ

ム環境設定を

含める 

はい/いい

え 

 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ツールバーの配置やフォント、現

在のユーザー定数やシステム設定がバックアップに含ま

れます。 

アーカイブの

場所 

テキスト はい (空白) バックアップファイル(.ama)を保存する場所を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックして、パスを指定する

か、テキストボックスに手動でフルパスとファイル名を

入力します。 

既に存在する

場合はファイ

ルを上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、同名のファイルが既に存在する場

合、新しく作成されたファイルで上書きします。 

[いいえ]に設定すると、既存のファイルは上書きされま

せんが、実行エラーが発生します。 
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<AutoMate> 

AutoMate のシャットダウン 

説明 

AutoMate のサービスを停止します。 

 

注意:AutoMate を再起動するには、システムを再起動するか、AutoMate Task Service(AMTS.exe)を手動で再起動す

る必要があります。シャットダウン中に実行されるようにスケジュールされたタスクは、スケジュールトリガーの

[再スケジュール]で設定されたパラメータに従います。 

 

用途 

定期的なシステムメンテナンスが行われる前など、スケジュールトリガーを設定し特定の期間 AutoMate のサービス

を停止したいときに使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべての実行

中のタスクを

終了する 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、実行中の状態にあるすべてのタス

クを終了し、サービスを停止します。 

[いいえ]に設定すると、実行中のタスクは引き続き実行

されます。実行が完了次第、サービスを停止します。 

このアクションは AutoMate を最高権限で実行する必要

があります。 
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<AutoMate> 

ログへの書込み 

説明 

指定したテキストを AutoMate のイベントログに書き込みます。 

イベントログはタスクアドミニストレーターの「ログ」から確認可能です。 

 

用途 

ユーザーが生成したメッセージを AutoMate のイベントログに記録するために使用されます。 

開発者が重要な情報を AutoMate 管理者に伝えたい場合などに役立ちます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ログレベル テキスト

(選択式) 

はい ユーザーメッ

セージ 

AutoMate のイベントログでログレベルをどのように分

類するかを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・ユーザーメッセージ 

・詳細情報 

・警告 

・エラー 

ログに書き込

むテキスト 

テキスト いいえ (空白) AutoMate イベントログに書き込むテキストを指定しま

す。 
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Basic スクリプト 

AutoMate の「Basic スクリプト]アクションを利用することで、コードを記述することなく、スクリプトを作成でき

ます。VBScript、シェルスクリプト、WSH(Windows Script Host)、バッチファイルなどの使用を省略できます。既

存の VBScript,Powershell およびその他のスクリプトを組み込むことも可能です。 

 

 

<Basic スクリプト> 

スクリプトの実行 

説明 

埋め込みまたは外部の Basic スクリプトを実行します。 

その他、後続の式や Basic スクリプトで呼び出し可能なユーザー定義関数を定義することもできます。 

 

用途 

AutoMate は GUI のアクション機能を提供していますが、Basic スクリプトを使用すると COM オブジェクトにアク

セスしたり、API コールの発行、カスタムダイアログボックスを生成したりすることも可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

埋め込み テキスト いいえ (空白) 有効に設定すると、スクリプトがこのタスクの中に埋め

込まれます。スクリプトはアクションプロパティー画面

のテキストボックスに直接に入力するか、「スクリプト

を編集する」ボタンをクリックして Basic スクリプトの

IDE を使用します。 

IDE は Basic スクリプトの開発、デバッグ、テストに使

用する環境です。 

このパラメータを有効にすると、[外部]パラメータは無

効になります。 

外部 テキスト いいえ (空白) 有効に設定すると、外部ファイル(.bas)を参照します。

フォルダアイコンをクリックして参照する外部ファイル

を選択するか、ファイルのパスとファイル名を直接入力

します。 

このパラメータを有効にすると、[埋め込み]パラメータ

は無効になります。 
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クリップボード 

クリップボードは、Windows および実行中のアプリケーションに対して利用可能な一時的な保管メモリです。 

異なるアプリケーション間で共有できるため、テキストなどの情報を一時的に保存し、後に他のアプリケーションで

使用できます。 

 

 

<クリップボード> 

変数へのセット 

説明 

現在クリップボードに設定されている内容をテキストとして[変数]へ格納します。 

 

用途 

AutoMate ではアプリケーションからデータを取得する方法(OLE,DDE,手動など)がない場合などに一般的に使用さ

れます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にクリッ

プボードの内

容を設定する 

テキスト はい (空白) クリップボードのデータを設定する変数名を指定しま

す。 
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<クリップボード> 

セット 

説明 

指定されたテキストをクリップボードに設定します。 

 

用途 

テキスト(文字列)をクリップボードに格納し、後続のステップで[貼り付け]アクティビティを使用して、テキストを

貼り付けるために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クリップボー

ドに送信する

テキスト 

テキスト はい (空白) クリップボードに設定するテキストを指定します。 
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<クリップボード> 

クリア 

説明 

現在クリップボードに設定されている内容をクリアします。 

 

用途 

このアクティビティは一般的にタスクの最後に置き、実行時に取得された可能性のある機密データをクリップボード

からクリアするために使用されます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<クリップボード> 

カット 

説明 

選択されたテキストをクリップボードに切り取ります(Windows 操作の Ctrl+X と類似した機能)。 

 

用途 

テキスト、データ、ファイルやオブジェクトなどを移動する動作をシュミレートします。このアクティビティは選択

したデータを本来の場所から削除し、クリックボードに設定します。後続のステップで[貼り付け]アクティビティで

指定された位置に挿入します。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<クリップボード> 

コピー 

説明 

選択されたテキストをクリップボードにコピーします(Windows 操作の Ctrl+C と類似した機能)。 

 

用途 

テキスト、データ、ファイルやオブジェクトなどをコピーする動作をシュミレートします。このアクティビティは現

在フォーカスされているウィンドウから選択したデータをクリップボードに複製し、後続のステップで[貼り付け]ア

クティビティで指定された位置に別のウィンドウまたはアプリケーションに貼り付けます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<クリップボード> 

貼り付け 

説明 

クリップボードに設定されている内容を、フォーカスされている位置に貼り付けます(Windows 操作の Ctrl+V と類

似した機能)。 

 

用途 

クリップボードの[セット]、[カット]または[コピー]アクティビティによりクリップボードに設定されたデータを挿

入するために使用されます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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データベース 

データベースプロセスを自動化する場合、こちらのアクションを使用します。 

[SQL クエリ]および[ストアドプロシージャ]アクティビティを使用すると、コードを記述することなく、データベー

スに対しての操作を可能にします。 

SQLServer、Oracle、Access、Sybase、DB2 およびその他の ODBC で接続可能なデータベースをサポートしていま

す。 

 

 

<データベース> 

SQL 接続を開く 

説明 

定義済みのデータリンクファイルまたは接続文字列を用いてデータベースに接続します。 

この接続は一意のセッション名で識別され、後続のデータベースアクションで参照可能です。 

複数のセッションを利用して、1 つのタスクで複数のデータベース操作を同時に実行可能になります。 

 

用途 

継続的なデータベース接続を確立する際に使用されます。 

この SQL 接続を閉じるには「データベース - SQL 接続を閉じる」アクティビティでセッションを閉じます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい Database データベースに接続する方法を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Database - 「データリンクプロパティ」で定義された

OLEDB 接続文字列またはデータソースを使用します 

・接続文字列 - 特定の接続文字列を使用します。直接コ

ピー&ペーストで指定できます 

・データリンクファイル - デ－タリンクファイルを指定

します 

・定義済み接続文字列 - タスクアドミニストレーターで

定義した接続文字列を使用します 

セッション テキスト はい Database 

Session1 

作成するセッションのセッション名を指定します。 

1 つの接続に対し一意のセッションを割り当てること

で、後続のデータベースアクティビティをセッションに

リンクすることができます。複数セッションを利用し、

1 つのタスク内で複数のデータベース操作を同時に実行

できます。 

このセッションを閉じるには「データベース - SQL 接続

を閉じる」アクティビティを使用します。 
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データベース

接続 

テキスト はい 

 

(空白) ドライバー、サーバー、ユーザー名、パスワードやその

他の情報を設定したカスタム OLEDB 接続文字列を指定

します。 

「接続の構築」ボタンを押し、「データリンクプロパテ

ィ」画面から接続文字列を作成します。既存の設定を削

除したい時は、「クリア」ボタンを使用します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[Database]に設

定した場合のみ、有効になります。 

接続文字列 テキスト はい (空白) OLEDB の接続文字列を指定します。 

既存の接続文字列をコピーして、「接続文字列:」のテキ

ストボックスに貼り付けます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 

データリンク

ファイル 

テキスト はい (空白) 接続するデータリンクファイル(.udl、.dsn)のパスとフ

ァイル名を指定します。フォルダアイコンからの指定も

可能です。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[データリンク

ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

事前定義され

た接続文字列 

テキスト はい (空白) タスクアドミニストレーターの「オプション」＞「シス

テム設定」＞「SQL 接続」で定義した接続文字列を指

定して、その接続情報を参照します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[定義済み]に設

定した場合のみ、有効になります。 

ユーザー認証

を求めるプロ

ンプトを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、このステップが実行される度、ユーザー

にユーザー名とパスワードの入力を要求します。 

接続文字列を

保護する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、機密データを保護する手段として[接続

文字列]で設定した値は Visual モードと AML モード両

方で、暗号化された文字列を表示します。 

無効にすると、通常の読み取り可能なテキストで表示さ

れます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続のタイム

アウト時間 

数字 はい 

 

15 タイムアウトするまでの時間を指定します。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ seconds [接続のタイムアウト時間]で指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 
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<データベース> 

SQL 接続を閉じる 

説明 

「データベース - SQL 接続を開く」アクティビティで開いた SQL 接続セッションを閉じます。 

 

用途 

開いた SQL 接続セッションを閉じます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい Database 

Session1 

閉じる SQL 接続セッションのセッション名を指定しま

す。 
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<データベース> 

SQL クエリ 

説明 

SQL 文のクエリ(OLEDB 経由のクエリも含む)を発行します。 

クエリに対して結果が戻る場合、クエリの結果はデータセットに格納されます。 

 

注意:クエリの結果は複数のレコード(行)とフィールド(列)から取得されるため、データセットに格納された結果は

「Loop - Dataset」アクティビティを利用して、希望のデータを抽出する必要があります。 

 

用途 

データの自動取得、更新または管理する場合に使用されます。データベースの反応速度とディスククォーターを確認

する場合にも使用可能です。このアクションは SQL 言語に対応しているため前提知識が役立ちます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SQL クエリの発行にあたって利用する接続方法を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - 新規または既存の接続文字列を指定します。

データベースに対しての操作が 1 回のみの場合、このオ

プションを利用します 

・セッション - 事前に「データベース - SQL 接続を開

く」アクティビティで作成したセッションを利用します 

・システム - タスクアドミニストレーターの「オプショ

ン」＞「システム設定」＞「SQL 接続」で定義した接

続文字列を指定して、その接続情報を参照します 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい Database データベースに接続する方法を指定します。このパラメ

ータは[接続]が[ホスト]に設定されている場合のみ指定

可能です。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Database - 「データリンクプロパティ」画面で定義さ

れた OLEDB 接続文字列またはデータソースを使用しま

す 

・接続文字列 - 特定の接続文字列を使用します。直接コ

ピー&ペーストで指定できます 

・データリンクファイル - デ－タリンクファイルを指定

します 

・定義済み - タスクアドミニストレーターで定義した接

続文字列を指定します 
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データベース

接続 

テキスト はい (空白) ドライバー、サーバー、ユーザー名、パスワードやその

他の情報を設定したカスタム OLEDB 接続文字列を指定

します。 

「接続の構築」ボタンを押し、「データリンクプロパテ

ィ」画面から接続文字列を作成します。既存の設定を削

除したい時は、「クリア」ボタンを使用します。 

 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[Database]に設

定した場合のみ、有効になります。 

接続文字列 テキスト はい (空白) OLEDB の接続文字列を指定します。 

既存の接続文字列をコピーして、「接続文字列:」のテキ

ストボックスに貼り付けます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 

データリンク

ファイル 

テキスト はい (空白) 接続するデータリンクファイル(.udl、.dsn)のパスとフ

ァイル名を指定します。フォルダアイコンからの指定も

可能です。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[データリンク

ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ユーザー認証

を求めるプロ

ンプトを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、このステップが実行される度、ユーザー

にユーザー名とパスワードの入力を要求します。 

接続文字列を

保護する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、機密データを保護する手段として[接続

文字列]で設定した値は Visual モードと AML モード両

方で、暗号化された文字列を表示します。 

無効にすると、通常の読み取り可能なテキストで表示さ

れます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 

セッション テキスト はい Database 

Session1 

接続に利用するセッションのセッション名を指定しま

す。事前に「データベース - SQL 接続を開く」アクティ

ビティで作成したセッションを利用します。 

このパラメータは[接続]を[セッション]に設定した場合

のみ有効になります。 

事前定義され

た接続文字列 

テキスト はい (空白) タスクアドミニストレーターの「オプション」＞「シス

テム設定」＞「SQL 接続」で定義した接続文字列を指

定して、その接続情報を参照します。 

このパラメータは[接続]を[システム]に設定する場合の

み有効になります。 
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SQL クエリ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

SQL ステー

トメント 

テキスト はい (空白) 発行する SQL 文(クエリ)を指定します。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) SQL クエリの結果(存在する場合)を設定するデータセッ

ト名を指定します。 

データセット

の DateTime

タイプにミリ

秒を含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、データセットの DateTime 値 にミリ秒が

含まれます。(※バージョン 11.7 以降) 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キャッシュさ

れたクエリは

使用しない 

はい/いい

え 

はい はい 有効にすると、データベースで生成されたキャッシュデ

ータを参照しません。 

このパラメータを有効にすると、[キャッシュされたク

エリの最終実行日が以下の日時以降である場合使用す

る]パラメータは無視されます。 

キャッシュさ

れたクエリの

最終実行日が

以下の日時以

降である場合

使用する 

日付 いいえ (空白) 

 

 

 

 

有効にすると、データベースにあるデータの代わりに、

指定されたタイムスタンプのキャッシュデータを参照し

ます。また、日付を式で指定することも可能です。 

このパラメータを有効にすると、[キャッシュされたク

エリを使用しない]パラメータは無視されます。 

クエリのタイ

ムアウト時間 

数字 はい (空白) タイムアウトするまでの時間を指定します。ここで設定

する値は[単位]パラメータに直接対応します。 

注 1:最小のタイムアウト時間は 15 秒です。15 秒未満を

設定しても 15 秒に変換されます 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ seconds [クエリのタイムアウト時間]で指定した数値に関連付け

る時間単位を指定します。使用可能なオプションが次の

とおりです。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 

返される行の

最大数 

数字 いいえ (空白) データベースから返されるクエリ結果の最大行数を指定

します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.CurrentRow 数値 データセット内で現在アクセスされている行番号を返します。 

theDataset.TotalRows 数値 データセットの行の総数を返します。 

theDataset.TotalColumns 数値 データセットの列の総数を返します(静的列を除く)。 

theDataset.ExecutionDate 日付 データセットが作成および入力された日時を返します。 

theDataset.RowsAffected 数値 更新の影響を受ける行の数を返します。 

theDataset.SQLQuery テキスト このデータセットの生成に使用された SQL クエリを返します(SQL

クエリを使用指定ない場合は、値は空です)。 

theDataset.Datasource テキスト SQL クエリに使用されたデータソースを返します。 

theDataset.ColumnNames テキスト データセット内の列名をカンマ区切りで返します。 
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<データベース> 

ストアド プロシージャ 

説明 

OLEDB を経由でストアドプロシージャーを実行します。 

ストアドプロシージャーはデーターベースサーバーで構成され、多くの場合、SQL の繰り返し呼び出しより高速で実

行されます。このアクションを利用するには SQL の実用的な知識が必要です。 

 

注意:ストアプロシージャーの結果は複数のレコード(行)とフィールド(列)から取得されるため、データセットに格納

された結果は「Loop - Dataset」アクティビティを利用して、希望のデータを抽出する必要があります。 

 

用途 

データの自動取得、更新または管理する場合に使用されます。データベースの反応速度とディスククォーターを確認

する場合にも使用可能です。主な利点は以下の通りです: 

 

1. コンパイル済み実行 - SQL サーバーは各ストアドプロシージャーを 1 度のみコンパイルし、再利用します。ストア

ドプロシージャーを繰り返し呼び出す場合、パーフォーマンスが大幅に向上します。 

 

2. クライアントとサーバー間のトラフィックの削減 - ネットワーク使用量を配慮する場合、ストアドプロシージャー

を利用することでデータ長の長い SQL クエリではなく、１行のデータのみで送信可能です。 

 

3. 既存プログラミングコードとロジックの再利用 - ストアドプロシージャーは複数のユーザーとクライアントプログ

ラムで利用可能なため、開発時間を短縮できます。 

 

4. セキュリティ制御の強化 - 基になるテーブルのアクセス権限とは別に、ストアドプロシージャーを実行するアクセ

ス許可をユーザーに付与できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続文字列の発信元を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ホスト - 新規または既存の接続文字列を指定します。

データベースに対しての操作が 1 回のみの場合、このオ

プションを利用します 

・セッション - 事前に「データベース - SQL 接続を開

く」アクティビティで作成したセッションを利用します 

・システム - タスクアドミニストレーターの「オプショ

ン」＞「システム設定」＞「SQL 接続」で定義した接

続文字列を指定して、その接続情報を参照します 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい Database データベースに接続する方法を指定します。このパラメ

ータは[接続]が[ホスト]に設定されている場合のみ指定

可能です。使用可能なオプションは次のとおりです。 
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・Database - 「データリンクプロパティ」画面で定義さ

れた OLEDB 接続文字列またはデータソースを使用しま

す 

・接続文字列 - 特定の接続文字列を使用します。直接コ

ピー&ペーストで指定できます 

・データリンクファイル - デ－タリンクファイルを指定

します 

データベース

接続 

テキスト はい (空白) ドライバー、サーバー、ユーザー名、パスワードやその

他の情報を設定したカスタム OLEDB 接続文字列を指定

します。 

「接続の構築」ボタンを押し、「データリンクプロパテ

ィ」画面から接続文字列を作成します。既存の設定を削

除したい時は、「クリア」ボタンを使用します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[Database]に設

定した場合のみ、有効になります。 

接続文字列 テキスト はい (空白) OLEDB の接続文字列を指定します。 

既存の接続文字列をコピーして、「接続文字列:」のテキ

ストボックスに貼り付けます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 

データリンク

ファイル 

テキスト はい (空白) 接続するデータリンクファイル(.udl、.dsn)のパスとフ

ァイル名を指定します。フォルダアイコンからの指定も

可能です。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[データリンク

ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ユーザー認証

を求めるプロ

ンプトを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、このステップが実行される度、ユーザー

にユーザー名とパスワードの入力を要求します。 

接続文字列を

保護する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、機密データを保護する手段として[接続

文字列]で設定した値は Visual モードと AML モード両

方で、暗号化された文字列を表示します。 

無効にすると、通常の読み取り可能なテキストで表示さ

れます。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[接続文字列]に

設定した場合のみ、有効になります。 

セッション テキスト はい Database 

Session1 

接続に利用するセッションのセッション名を指定しま

す。事前に「データベース - SQL 接続を開く」アクティ

ビティで作成したセッションを利用します。 

このパラメータは[接続]を[セッション]に設定した場合

のみ有効になります。 
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事前定義され

た接続文字列 

テキスト はい (空白) タスクアドミニストレーターの「オプション」＞「シス

テム設定」＞「SQL 接続」で定義した接続文字列を指

定して、その接続情報を参照します。 

このパラメータは[接続]を[システム]に設定する場合の

み有効になります。 

 

ストアド プロシージャ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ストアドプロ

シージャ 

テキスト はい (空白) 実行するストアドプロシージャーを指定します。 

[接続]パラメータを[ホスト]または[システム]と指定し

た場合、緑の矢印をクリックし、プルダウンリストから

ストアドプロシージャーを選択します。 

[接続]パラメータを[セッション]と指定した場合、「デー

タベース - SQL 接続を開く」アクティビティで作成した

セッションで、ストアドプロシージャーがロードされて

いるため、緑の矢印をクリックする必要はありません。

プルダウンリストからストアドプロシージャーを選択し

ます。 

システムスト

アドプロシー

ジャを表示す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、システム定義のストアドプロシージャー

がプルダウンリストに表示されます。 

パラメータ テキスト いいえ (空白) 実行するストアドプロシージャーのパラメータを指定し

ます。 

[追加]ボタンをクリックし、ストアドプロシージャーパ

ラメータに指定したいパラメータを追加します。パラメ

ータの情報を入力した後、[OK]を押します。パラメー

タグリッドに新しい行が追加されます。 

追加済みのパラメータの内容を変更する場合、該当パラ

メータを選択し、[編集]ボタンを押します。 

追加済みのパラメータを削除するには、該当パラメータ

を選択し、[削除]ボタンを押します。 

・名前 - ストアドプロシージャーパラメータの一意の名

前。このパラメータ名を利用してストアドプロシージャ

ー内該当パラメータの値の取得および変更を行います 

・値 - パラメータの値。デフォルト値を指定することで

オプションのパラメータを使用してストアドプロシージ

ャーを作成できます。デフォルト値が空白や句読点を含

む文字列である場合、または数字で始まる場合は、シン

グルクォーテーションで括る必要があります 

・データタイプ - パラメータのデータタイプ。テーブル

データ型を除く SQL サーバーデータ型、もしくは

Transact-SQL(ユーザー定義データ型の別名)および

CLR(ユーザー定義型)で定義可能です 
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・Direction - パラメータの方向が値をストアドプロシー

ジャーに渡す(input)か、それともストアドプロシージャ

ーがプログラムに値を返す(出力)かを設定します 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロシージャ

のタイムアウ

ト時間 

数字 いいえ (空白) タイムアウトするまでの時間を指定します。ここで設定

する値は[単位]パラメータに直接対応します。 

注 1:最小のタイムアウト時間は 15 秒です。15 秒未満を

設定しても 15 秒に変換されます 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ Seconds [クエリのタイムアウト時間]で指定した数値に関連付け

る時間単位を指定します。使用可能なオプションが次の

とおりです。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) ストアドプロシージャーの結果(存在する場合)を設定す

るデータセット名を指定します。 

注 1:設定した値を取得するには「Loop - Dataset」アク

ティビティで「dataset 名.フィールド名」を指定する必

要があります 

データセット

の DateTime

タイプにミリ

秒を含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、データセットの DateTime 値 にミリ秒が

含まれます。(※バージョン 11.7 以降) 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.CurrentRow 数値 データセット内で現在アクセスされている行番号を返します。 

theDataset.TotalRows 数値 データセットの行の総数を返します。 

theDataset.TotalColumns 数値 データセットの列の総数を返します(静的列を除く)。 

theDataset.ExecutionDate 日付 データセットが作成および入力された日時を返します。 

theDataset.RowsAffected 数値 更新の影響を受ける行の数を返します。 

theDataset.SQLQuery テキスト このデータセットの生成に使用された SQL クエリを返します(SQL

クエリを使用指定しない場合、値は空です)。 

theDataset.Datasource テキスト SQL クエリに使用されたデータソースを返します。 

theDataset.ColumnNames テキスト データセット内の列名をカンマ区切りで返します。 
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HTTP 

HTTP(Hypertext Transfer Protocol の略称)はネットワークプロトコルであり、ファイルまたは他のデータ(総称:リソ

ース)を WorldWideWeb 経由で送信します。HTTP アクションではメッセージのフォーマット形式や転送方式を定義

します。 

AutoMate は GET、PUT、POST、DELETE などの主要の HTTP メソッドを提供しています。 

HTTP リクエストはブラウザーを利用せず、直接送信されます。このアクションは HTTPS(HTTP プロトコルを

SSL/TLS プロトコルで送信内容を暗号化する仕組み)も対応しています。 

 

 

<HTTP> 

定義 

説明 

他の HTTP アクティビティと共有する定義済みの接続を作成し保存します。 

 

用途 

個々の HTTP アクティビティ内で設定をするのではなく、他の HTTP アクティビティと共有する定義済みの接

続を作成するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続名 テキスト はい HttpSession1 作成する定義済み接続の名前を指定します。 

ベース URL 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 接続で使用するサーバーのベース URL を指定します。 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ None 認証のタイプを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。

HTTP/1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1 (交渉)、タイプ 2 (チャレンジ)、タイプ 3 (認証)

とよばれる 3 つのメッセージで構成されます 

・Bearer トークン -サーバーが生成した Bearer セキュリ

ティトークンを使用してユーザーを認証します 

・API キー -サーバーで生成された API キーと一意の値

を使用してユーザーを認証します 

・OAuth 2.0 - OAuth 2.0 を使用してユーザーを認証しま

す 
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テスト URL テキスト いいえ (空白) 認証タイプが選択された場合、サーバーへの接続テスト

は、HTTP GET リクエストを使用して実行します。サ

ーバー上の URL、要求された資格情報を入力し、[テス

ト接続]をクリックします。サーバーはメッセージを返

します。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に使用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ] パラメータが[Basic]、[Digest]、または

[NTLM]に設定されている場合は有効です。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 認証時に使用するパスワードを指定します。手動でパス

ワードを入力するか、資格情報キーアイコンをクリック

して、このアクティビティに対応する利用可能な資格情

報変数のリストから選択します。ビジュアルモードで作

成した場合、この値は自動的に暗号化されます。[認証

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [Basic] 、 [Digest] 、 ま た は

[NTLM]に設定されている場合は有効です。 

トークン テキスト いいえ (空白) 認証時に使用する Bearer トークンをサーバーが生成しま

す。このパラメータはアクティブになり、[認証タイプ] 

パラメータが[Bearer トークン]に設定されている場合は

有効です。 

キー テキスト いいえ (空白) 認証時に使用する API キーをサーバーが生成します。 

[認証タイプ] パラメータが[API キー]に設定されている

場合は有効です。 

値 テキスト いいえ (空白) 認証時に使用するサーバー生成の API キー値を指定しま

す。[認証タイプ] パラメータが[API キー]に設定されて

いる場合は有効です。 

認証 URL テキスト いいえ (空白) 認証時に使用する承認 URL を指定します。[認証タイプ] 

パラメータが[OAuth 2.0]に設定されている場合は有効

です。 

アクセストー

クン URL 

テキスト いいえ (空白) 認証時に使用するアクセストークンの URL を指定しま

す。[認証タイプ] パラメータが[OAuth 2.0]に設定され

ている場合は有効です。 

クライアント

ID 

テキスト いいえ (空白) 認証時に使用するクライアント ID を指定します。[認証

タイプ] パラメータが[OAuth 2.0]に設定されている場合

は有効です。 

Client Secret テキスト いいえ (空白) 認証中に使用するクライアントシークレットを指定しま

す。[認証タイプ] パラメータが[OAuth 2.0]に設定され

ている場合は有効です。 

認証スコープ テキスト いいえ (空白) サーバー上のリソースへのアクセスを制限する承認スコ

ープを指定します。[認証タイプ] パラメータが[OAuth 

2.0]に設定されている場合は有効です。 
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ローカルマシ

ンのコールバ

ックリスニン

グポート番号 

テキスト いいえ 8080 Automate がアクセストークンの受信に使用しているロ

ーカルマシンの開いているポート番号を指定します。

[認証タイプ] パラメータが[OAuth 2.0]に設定されてい

る場合は有効です。 

永続トークン テキスト いいえ はい 選択すると、トークン情報がディスクに書き込まれ、サ

ーバーへの OAuth 2.0 接続が保持されます。[認証タイ

プ] パラメータが[OAuth 2.0]に設定されている場合は有

効です。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の Web

サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書フ

ァイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。通

常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポート

され、OpenSSL アプリケーションと互換性がありま

す。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動で

開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコルバ

ージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP1.1 使用するプロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP/1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP/1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content-

Type 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 使用するテキストまたはファイルのコンテンツタイプと

サブタイプを指定します(例 :application / zip、text / 

csv、image / jpeg)。 

SSL バージョ

ン 

テキスト 

(選択式) 

はい TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate 

 

HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト 

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否します

※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求される

場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信でき

るように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 
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URL の エ ン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 非準拠の文字を ASCII 形式に変換することにより、URL

をエンコードします(例えば、URL 内のスペースは％20

に変換されます)。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie フ ァ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

[はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加します。

必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:リクエストヘッダーはクッキーファイルと連携可能

です 

リ ク エ ス ト

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加します。

必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:リクエスト Cookie はクッキーファイルと連携可能

です 

プロキシタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプロ

キシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 
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プロキシのユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ キ シ タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ キ シ タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 
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<HTTP> 

クリア 

説明 

タスクから定義済みの接続をクリアします。 

 

用途 

タスクから事前定義された接続をクリアするために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい HttpSession1 作成する定義済み接続の名前を指定します。 

永続トークン

の削除

(OAuth 2.0

のみ) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]設定されている場合、Persist Token パラメータを

使用して、事前定義された OAuth 2.0 ベースの接続の永

続トークン情報をディスクから削除します。 
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<HTTP> 

Get 

説明 

指定したリソースの表示を要求したり、指定した URL から HTTP プロトコルを使用してファイルをダウンロードし

たりする際に利用されます。 

必要に応じて、レスポンス(リクエストに対して返される結果)やこのアクションに対する関連情報を AutoMate 変数

またはデータセットに格納します。 

 

用途 

特定のデータまたはファイルを HTTP プロトコル経由でダウンロードする必要があり、HTML を外部ブラウザー内

でレンダリングする必要がない場合に役立ちます。取得したデータはファイルに保存したり、変数に設定してさらに

処理したりします。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定は

このアクティビティの Credentials セクションに保存さ

れます。 

URL テキスト はい (空白) 取得するリソースの URL(Uniform Resource Locator)を

指定します。 

ローカルファ

イル 

テキスト いいえ (空白) ダウンロードしたファイルを保存するパスとファイル名

を指定します。ファイルが存在しない場合、実行時に作

成されます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが既に存

在している場合、ダウンロードファイルを保存する時に

既存のファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、一致するファイルは上書きされ

ませんが、実行エラーが発生します。 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果設定する変数を指定します。 

データセッ

トを作成し

てデータを

設定する 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクシ

ョンに関するその他の情報を設定するデータセット名

を指定します。 
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認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None- 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。HTTP 

1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式を使用しま

す。一般的にタイプ 1 (交渉)、タイプ 2 (チャレンジ)、

タイプ 3 (認証)とよばれる 3 つのメッセージで構成され

ます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 
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・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content -

Type(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 読み込んだデータの種類を表すコンテンツタイプを指定

します。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 

SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 
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Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエストの

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト(推奨) - システム設定でグローバ

ルに指定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 
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・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Post 

説明 

処理されるデータ(例:HTML フォーム)を特定のリソースに送信する際に使用します。データはリクエストの本文に

含まれるため、新しいリソースの作成、既存リソースの更新またはその両方が発生する場合があります。 

必要に応じて、リクエストやこのアクションに対する関連情報を AutoMate 変数またはデータセットに格納します。 

 

HTTP POST と HTTP PUT との違いは URL の解釈にあります。 

POST の場合、エンティティを処理するリソースを意味します。リソースはデータの受け取りプロセスあるいは他の

プロトコルへのゲートウェイなどがあります。 

PUT の場合、エンティティの送信先を意味します。何度送信しても同じ結果になります。 

 

用途 

外部のブラウザーを使用せずにデータを HTTP プロトコル経由で送信・アップロードする際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

URL テキスト はい (空白) データの送信先 URL を指定します。 

リクエストを処理する場所を示します。 

投稿タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Text 送信(Post)するデータの種類を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Text - テキスト文字列を送信します。指定されたデー

タフィールドに投稿するにはテキスト文字列の入力が必

要です 

・ファイル - 特定のファイルを送信します。ファイルの

パスとファイル名の指定が必要です 

・フィールド - フィールドを送信します。HTTP サーバ

ーに対してフォームデータを送信する時に利用します 

テキスト テキスト はい (空白) 送信するテキスト文字列を指定します。このパラメータ

は[投稿タイプ]パラメータを[テキスト]に設定した場合

のみ、有効になります。 

クエリ文字列 はい/いい

え 

いいえ いいえ このアクションをクエリ文字列として扱います。 

ファイルフィ

ールド 

 

テキスト はい (空白) 送信するフィールドを指定します(例:HTML フォームデ

ータ)。このパラメータは[投稿タイプ]パラメータを[フ

ィールド]に設定した場合のみ、有効になります。 

ファイルパス テキスト はい (空白) [投稿タイプ]パラメータが[フィールド]と設定されてい

る場合、送信するフィールドまたはフォームデータを含

むファイルを指定します。 

[投稿タイプ]パラメータが｢ファイル｣と設定されている

場合、送信するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。このパラメータは[投稿タイプ]パラメータを[ファ

イル]または[フィールド]に設定した場合のみ、有効に

なります。 
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フィールドの

要求 

テキスト いいえ (空白) カスタムフィールドをリクエストに追加します。 

必須のパラメータには次のとおりです。 

・名前 - フィールド/フォーム名の文字列を設定します 

・値 - フィールド/フォーム値の文字列を設定します 

このパラメータは[投稿タイプ]パラメータを[フィール

ド]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。HTTP 

1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1 (交渉)、タイプ 2 (チャレンジ)、タイプ 3 (認証)

とよばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 
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・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細  

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content-

Type(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 送信するデータの種類を表すコンテンツタイプを指定し

ます。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 

SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。特に膨大なデータや処理時間の

長いトランザクション処理の時に、待ち時間を増やしま

す。 
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ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

[はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエストク

ッキー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 
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プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Put 

説明 

特定のリソースをアップロードします。 

リクエスト URL でリソース名を指定して、エンティティ自体を送信します。 

リクエスト URL が既存のリソースを参照している場合、リクエストによる更新を行います。 

 

注意:セキュリティの問題上、PUT は多くのパブリックサーバーではサポートされていません。 

HTTP POST と HTTP PUT との違いは URL の解釈にあります。 

POST の場合、エンティティを処理するリソースを意味します。リソースはデータの受け取りプロセスあるいは他の

プロトコルへのゲートウェイなどがあります。 

PUT の場合、エンティティの送信先を意味します。何度送信しても同じ結果になります。 

 

用途 

外部のブラウザーを使用せずにデータを HTTP プロトコル経由でサーバーに置く際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定は

このアクティビティの Credentials セクションに保存さ

れます。 

URL テキスト はい (空白) データの送信先 URL を指定します。 

タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Text 送信(Put)するデータの種類を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Text - テキスト文字列を送信します。指定されたデー

タフィールドに投稿するにはテキスト文字列の入力が必

要です 

・ファイル - 特定のファイルを送信します。ファイルの

パスとファイル名の指定が必要です 

テキスト テキスト はい (空白) 送信するテキスト文字列を指定します。このパラメータ

は[投稿タイプ]パラメータを[テキスト]に設定した場合

のみ、有効になります。 

ファイルパス テキスト はい (空白) [タイプ]パラメータが[フィールド]と設定されている場

合、送信するフィールドまたはフォームデータを含むフ

ァイルを指定します。 

[タイプ]パラメータが｢ファイル｣と設定されている場

合、送信するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。 

このパラメータは[投稿タイプ]パラメータを[ファイル]

に設定した場合のみ、有効になります。 

結果を変数に

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果設定する変数を指定します。 
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データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。HTTP 

1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1(交渉)、タイプ 2(チャレンジ)、タイプ 3(認証)と

よばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。 
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このファイルを開くにはパスワードの提示が必要です。

この証明書はファイルを右クリックして「Install PFX」

を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content -

Type(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 送信するデータの種類を表すコンテンツタイプを指定し

ます。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 

SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 
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・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block このアクティビティがサーバーとの間で送受信されるク

ッキーを処理する方法を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティがサーバーベースのセッションを識

別および認証するために使用するクッキーファイルを指

定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエストの

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 
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・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Patch 

説明 

指定したサーバー上の既存のデータやファイルを変更します。 

※バージョン 11.5 より追加されました 

 

用途 

選択したサーバー上の既存のデータ、またはファイルを変更するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。 

None に設定すると、接続設定はこのアクティビティの

Credentials セクションに保存されます。 

URL テキスト はい (空白) データまたはファイルのアップロード先のサーバー 

URL を指定します。 

タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ テキスト パッチを適用するデータの種類を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・テキスト- パッチを適用するデータ型、テキスト文字

列を指定します。指定されたデータフィールドにパッチ

を適用するために、テキスト文字列の入力が必要です。 

・ファイル- パッチを適用するデータ型、特定のファイ

ルを指定します。指定されたデータフィールドにパスと

ファイル名の入力が必要です。 

テキスト テキスト はい (空白) [タイプ]パラメータが[テキスト]に設定されている場

合、このパラメータは、パッチに使用するデータの文字

列を指定します。 

このパラメータは、[タイプ]パラメータが[テキスト]に

設定されている場合にのみ、有効になります。 

ファイルパス テキスト はい (空白) [タイプ]パラメータが[ファイル]に設定されている場

合、このパラメータはパッチに使用するパスとファイル

名を指定します。 

このパラメータは、[タイプ]パラメータが[ファイル]に

設定されている場合にのみ、有効になります。 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 
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認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・ベーシック - ユーザー名とパスワードを使用します。

HTTP 1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・ダイジェスト - ベーシックと近似的な認証方法でユー

ザー名とパスワードを使用します。ただしベーシックで

使用される Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワ

ードが送信されます。 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1(交渉)、タイプ 2(チャレンジ)、タイプ 3(認証)と

よばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 
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・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content-

Type (オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) データの種類を表すコンテンツタイプを指定します。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 

SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 
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Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエスト

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 
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・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 

theDataset.Log テキスト 送信のログを提供します。 
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Delete 

説明 

特定のリソースを削除します。 

必要に応じて、リクエスト、レスポンスやこのアクションに対する関連情報を AutoMate 変数またはデータセットに

格納します。 

 

注意:セキュリティの問題上、PUT は多くのパブリックサーバーではサポートされていません。このアクションを使

用する前に、「HTTP - オプション」アクティビティで HTTP DELTE メソッドがサポートされているかを確認する

ことを推奨します。 

 

用途 

URL で指定されたリソースを削除します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定は

このアクティビティの Credentials セクションに保存さ

れます。 

URL テキスト はい (空白) この URL で指定するリソースを削除します。 

 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果設定する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。HTTP 

1.0 を利用する時この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1 (交渉)、タイプ 2 (チャレンジ)、タイプ 3 (認証)

とよばれる 3 つのメッセージで構成されます 



529 

 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 
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SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block このアクティビティがサーバーとの間で送受信されるク

ッキーを処理する方法を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティがサーバーベースのセッションを識

別および認証するために使用するクッキーファイルを指

定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

[はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。 
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上書きはクッキーファイルのサイズを最低限に抑えるに

は役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエスト

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Head 

説明 

「HTTP - Get」アクティビティと同様の効果が得られます。ただし、サーバーからメッセージ本文は返しません。 

このアクションで取得するヘッダー情報と、「HTTP - Get」アクティビティで取得するヘッダー情報は同じです。 

 

用途 

アクセシビリティや直近の変更、ハイパーリンクの妥当性を検証する際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定は

このアクティビティの Credentials セクションに保存さ

れます。 

URL テキスト はい (空白) ヘッダー情報を取得する URL を指定します。 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。

HTTP/1.0 を利用する時この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー名

とパスワードを使用します。ただしベーシックで使用さ

れる Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワードが

送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1(交渉)、タイプ 2(チャレンジ)、タイプ 3(認証)と

よばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 
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証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の Web

サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 
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・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 認証 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・許可－[Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 
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・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエスト

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Trace 

説明 

発行したリクエストをサーバーに返します。 

クライアントは中間サーバーによって行われた変更(追加がある場合)を確認できます。 

 

用途 

デバッグツールとして使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定

はこのアクティビティの Credentials セクションに保

存されます。 

URL テキスト はい (空白) トレースをリクエストする URL を指定します。 

変数に結果を設

定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定する変数を指定します。 

データセットを

作成してデータ

を設定する 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクシ

ョンに関するその他の情報を設定するデータセット名

を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・Basic - ユーザー名とパスワードを使用します。

HTTP 1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・Digest - ベーシックと近似的な認証方法でユーザー

名とパスワードを使用します。ただしベーシックで使

用される Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワ

ードが送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的に

タイプ 1(交渉)、タイプ 2(チャレンジ)、タイプ 3(認

証)とよばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメー

タは無視されます。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。[認証タ

イプ]を[None]に設定する場合、このパラメータは無

視されます。 
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証明書ファイル テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定し

ます。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定

しするか、パスとファイル名を手入力します。認証局

(CA)を使用して識別する場合、この情報を入力しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信

頼性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサード

パーティーによって提供されるセキュリティファイ

ル。Web サーバー(Apache や Windows Advanced 

Server など)にインストールされ、サーバーでホスト

される特定の Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM

エンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証

明書ファイル。安全な Web サイトの認証に使用され

ます。通常、Unix ベースの Apache Web サーバーか

らインポートされ、OpenSSL アプリケーションと互

換性があります。PEM 証明書ファイルは自動的に生

成され、手動で開いたり編集したりするためのもので

はありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリ

ティファイル。このファイルを開くにはパスワードの

提示が必要です。この証明書はファイルを右クリック

して「Install PFX」を選択するとインストール可能で

す 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明

書。Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web

サイトの認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、

空白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバー

証明書は無視す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に

無効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル バー

ジョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定しま

す。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクショ

ンごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content-

Type(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) データの種類を表すコンテンツタイプを指定します。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 
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SSL バージョン テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エージ

ェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定し

ます。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最

大待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション

処理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付け

る時間単位を指定します。使用可能なオプションが次

のとおりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方

法を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否し

ます※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求

される場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み

取ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信

できるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可しま

す 

URL のエンコー

ド 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するた

めに使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、この

パラメータは無効になります。 

Cookie ファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイ

ルに書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

は既存のデータを上書きします。 



541 

 

上書きはクッキーファイルのサイズを最低限に抑える

には役立ちます。 

[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポン

スはクッキーファイルの最後に新しい行として追記さ

れます。 

ヘッダーの要求 テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能で

す 

リクエストの

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能で

す 

プロキシタイプ テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管

理者にお問い合わせください。使用可能なオプション

次のとおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに

指定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的に

プロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサーバ

ー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指

定します。 

プロキシポート 数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマ

イズできます。 

プロキシユーザ

ーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用す

るユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ

指定可能です。 

プロキシパスワ

ード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用す

るパスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ

指定可能です。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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<HTTP> 

Options 

説明 

リクエスト・レスポンスチェーンで提供されているオプションを取得します。 

リソースに対しての操作や取得を開始せずに、該当リソースに提供されているオプションやリクエスト、またはサー

バーの機能を知ることが可能になります。 

 

用途 

特定のリソースではなく、[*]を要求することで Web サーバーが提供する機能を調べるために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

定義済み接続 テキスト 

(選択式) 

はい なし このリクエストで使用する定義済みの接続を指定しま

す。定義済みの接続は、HTTP-定義アクティビティを

使用して作成します。None に設定すると、接続設定は

このアクティビティの Credentials セクションに保存さ

れます。 

URL テキスト はい (空白) オプション取得をリクエストする URL を指定します。 

変数に結果を

設定する 

テキスト いいえ (空白) この操作の結果を設定する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リクエストとレスポンスのデータおよび、このアクショ

ンに関するその他の情報を設定するデータセット名を指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証タイプを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・None - 認証方式を利用しません 

・ベーシック - ユーザー名とパスワードを使用します。

HTTP 1.0 を利用する時、この認証方式を使用します 

・ダイジェスト - ベーシックと近似的な認証方法でユー

ザー名とパスワードを使用します。ただしベーシックで

使用される Base64 より安全性の高い暗号形式でパスワ

ードが送信されます 

・NTLM - チャレンジレスポンス認証方式。一般的にタ

イプ 1(交渉)、タイプ 2(チャレンジ)、タイプ 3(認証)と

よばれる 3 つのメッセージで構成されます 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する有効なユーザー名を指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 
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パスワード テキスト いいえ いいえ 認証時に利用するパスワードを指定します。 

[認証タイプ]を[None]に設定する場合、このパラメータ

は無視されます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 認証時に利用する証明書のファイル名とパスを指定しま

す。フォルダアイコンから証明書のファイルを指定しす

るか、パスとファイル名を手入力します。認証局(CA)

を使用して識別する場合、この情報を入力します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Interent Security Certificate(.cer) - Web サイトの信頼

性を証明する VeriSign 社と Thwate 社などのサードパー

ティーによって提供されるセキュリティファイル。Web

サーバー(Apache や Windows Advanced Server など)に

インストールされ、サーバーでホストされる特定の

Web サイトの有効性を認証します 

・Privacy Enhancement Mail Certificate(.pem)- PEM エ

ンコード X509 証明書などの Base64 エンコード証明書

ファイル。安全な Web サイトの認証に使用されます。

通常、Unix ベースの Apache Web サーバーからインポ

ートされ、OpenSSL アプリケーションと互換性があり

ます。PEM 証明書ファイルは自動的に生成され、手動

で開いたり編集したりするためのものではありません 

・PKC#12 Certificate File(.pfx) - 暗号化したセキュリテ

ィファイル。このファイルを開くにはパスワードの提示

が必要です。この証明書はファイルを右クリックして

「Install PFX」を選択するとインストール可能です 

・Personal Information Excahnge (.p12) - SSL 証明書。

Microsoft 社の IIS Web サーバー上の安全な Web サイト

の認証に使用されます 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。 

パスフレーズはパスワードより長い、単語ではなく、空

白で区切った句(フレーズ)です。 

無効なサーバ

ー証明書は無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、対象となるサーバーに接続時に無

効な証明書は無視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル 

バージョン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ HTTP 1.1 使用する HTTP プロトコルバージョンを指定します。 

・HTTP 1.0 - リクエスト/レスポンストランザクション

ごとに同じサーバーへの個別接続を使用します 

・HTTP 1.1 - 接続で複数回利用可能です 

Content-

Type (オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) データの種類を表すコンテンツタイプを指定します。 

・text/plain - プレーンテキストとして扱います 

・text/csv - CSV データとして扱います 
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SSL バージ

ョン 

テキスト いいえ TLS1,TLS1.1, 

TLS1.2 

HTTP リクエストを発行する時利用する SSL または

TLS プロトコルのバージョンを指定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL2 

・SSL3 

・TLS1 

・TLS1.1 

・TLS1.2 

ユーザー エ

ージェント 

テキスト 

(選択式) 

はい AutoMate HTTP リクエストを発行するエージェント名を指定しま

す。 

タイムアウト 数字 いいえ 100 サーバーから HTTP レスポンスが返されるまでの最大

待ち時間を指定します。 

特に膨大なデータや処理時間の長いトランザクション処

理の時に、待ち時間を増やします。 

ここで設定する値は[単位]パラメータに直接対応しま

す。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ 秒 [タイムアウト]パラメータで指定した数値に関連付ける

時間単位を指定します。使用可能なオプションが次のと

おりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

Cookie 許可 テキスト

(選択式) 

いいえ Block サーバーとの間で送受信されるクッキーを処理する方法

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Block - サーバーから送信されたクッキーを拒否しま

す※サーバーによって、クッキーの受け取りが要求され

る場合もあります 

・Read - 送信されたクッキーを特定のファイルに読み取

ります 

・Write - 特定なクッキーファイルをサーバーに送信で

きるように許可します 

・Allow - [Read]と[Write]の両オプションを許可します 

URL のエン

コード 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択した場合、非準拠文字を ASCII 形式に変換して

URL をエンコードします。 

クッキーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) サーバーベースのセッションを識別および認証するため

に使用するクッキーファイルを指定します。 

[Cookie 認証]が[Block]に設定されている場合、このパ

ラメータは無効になります。 

Cookie ファ

イルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ HTTP リクエストとレスポンスは同じクッキーファイル

に書き込まれます。 

 [はい]に設定すると、新しいリクエストとレスポンスは

既存のデータを上書きします。上書きはクッキーファイ

ルのサイズを最低限に抑えるには役立ちます。 
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[いいえ]に設定すると、新しいリクエストとレスポンス

はクッキーファイルの最後に新しい行として追記されま

す。 

リクエストヘ

ッダー 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP ヘッダーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - ヘッダー名の文字列を設定します 

・値 - ヘッダー値の文字列を設定します 

注 1:ヘッダーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

リクエスト

Cookie 

テキスト いいえ (空白) カスタムの HTTP クッキーをリクエストに追加しま

す。必須のパラメータは次のとおりです。 

・名前 - クッキー名の文字列を設定します 

・値 - クッキー値の文字列を設定します 

注 1:クッキーの要求はクッキーファイルと連携可能です 

プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理

者にお問い合わせください。使用可能なオプション次の

とおりです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指

定された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプ

ロキシサーバーを使用しないことを指定します 

・SOCKS 4 - SOCKS 4 に対応するサーバー経由 

・SOCKS 4A - SOCKS 4A に対応するサーバー経由 

・SOCKS 5 - SOCKS 5 に対応するサーバー経由 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定

します。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイ

ズできます。 

プロキシユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 

プロキシパス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[SOCKS5]または[HTTP]に設定されている場合のみ指

定可能です。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.RequestHeader テキスト リクエストのヘッダーを返します。ヘッダーフィールドは要求され

るデータ転送またはメッセージ本文で提供されるさまざまな特性を

定義します。HTTP リクエストヘッダーフィールドには、HTTP

リクエスト操作のパラメータが含まれます。 

theDataset.RequestCookies テキスト クライアントから送信されたクッキーのコレクションを取得しま

す。 

theDataset.Data テキスト 進行状況をパーセンテージで返します。 

theDataset.ResponseHeader テキスト レスポンスのヘッダーを返します。 

theDataset.ResponseCookies テキスト レスポンスされたクッキーのコレクションを取得します。 
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OCR 

OCR(Optical Character Recognition)は画像やスキャンされた手書き文字、印刷されたテキストなどのソースから文

字を読み取り、コンピューターが処理できる文字列に変換する技術です。 

AutoMate は OCR アクションで文字をソースから読み取り、取得した文字列を変数またはデータセットに格納しま

す。 

※バージョン 11.5 より日本語に対応しました。 

（活字のみサポート ※読取精度は「AutoMate 定型 OCR オプション」の方が高いです） 

 

 

<OCR> 

テキストの取得 

説明 

画像からテキストを取り出し、変数に取得結果を格納します。 

 

用途 

画像ファイルから文字列を取得する時に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OCR エンジン テキスト

(選択式) 

はい Tesseract 画像または PDF ファイルからテキストを取得するため

に使用する OCR エンジンを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Tesseract- 画像または PDF ファイルは Tesseract 

OCR エンジンを使用してスキャンされ、[Legacy]より

も高い精度を提供します 

・Legacy- 画像または PDF ファイルは Legacy OCR エ

ンジンを使用してスキャンされます。このエンジンは、

AutomateEnterprise バージョン 11.4.0 以前との下位互

換性を提供します  

Page 

Segmentation 

Mode 

テキスト

(選択式) 

はい Single Block 画像または PDF ファイルを特定の方法でスキャンする

際に使用するページ分割方法を指定します。取得するテ

キストの位置に基づいて、より正確なスキャンを行うた

めに、ファイルに最適なオプションを選択します。 

このパラメータは、[OCR エンジン]が[Tesseract]に設

定されている場合のみ使用可能です。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto Osd- OSD による自動ページセ分割を提供しま

す 

・Single Column - 画像または PDF ファイル内のテキス

トの行が、サイズの異なる 1 列のテキストであると想定

します 
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・Single Block Vertical Text - 画像または PDF ファイル

内のテキストの行が、垂直方向に整列した単一かつ均一

なブロックであると想定します 

・Single Block - 画像または PDF ファイル内のテキスト

の行が単一かつ均一なテキストブロック内にあると想定

します 

・Single Line - 画像または PDF ファイルに 1 行のテキ

ストのみが含まれていると想定します 

・Single Word - 画像または PDF ファイルに単一の単語

のみが含まれていると想定します 

・Circle Word - 画像または PDF ファイルには、円の中

に含まれる 1 つの単語のみが含まれていると想定します 

・Single Char - 画像または PDF ファイルに含まれる文

字が 1 文字のみであると想定します 

・Sparse Text - 画像または PDF ファイル全体をスキャ

ンして、特定の順序でできるだけ多くのテキストを取得

します 

・Sparse Text Osd- 画像または PDF ファイル全体をス

キャンし、OSD を使用してできるだけ多くのテキスト

を取得します 

・Raw Line - 画像または PDF ファイルには 1 行のテキ

ストしか含まれていないと仮定し、Tesseract 特有のハ

ックを回避します 

画像 テキスト はい (空白) テキストを読み取る画像ファイルのパスとファイル名を

指定します。画像形式は JPG、PNG、TIFF、GIF と

BMP に対応しています。 

注 1:上記の画像形式は対応しますが、TIFF などの可逆

圧縮画像形式の利用を推奨します 

全体を検索 - - - 有効にする場合、取得するテキストは画像全体またはペ

ージ全体で検索されます。 

指定したリー

ジョンを検索

(精度が向上し

ます) 

- - - 有効にする場合、画像の指定された範囲からテキストを

検索します。[リージョンの選択]ボタンをクリックし、

検索範囲を指定します。 

上部 数字 はい (空白) 画像ファイルの最上部のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

左 数字 はい (空白) 画像ファイルの左端のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

幅 数字 はい (空白) 画像ファイルの幅を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 
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高さ 数字 はい (空白) 画像ファイルの高さを指定します。このパラメータは

[指定したリージョンを検索(精度が向上します)]を有効

にした場合のみ、有効になります。 

変数に OCR

結果テキスト

を入力する 

テキスト はい (空白) 取得したテキストをこの変数に格納します。 

複製(フォーマ

ット テキスト

は不可) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、書式の設定を変更せず、元のテキ

ストの書式をそのまま読み取ります。 

(テキストが改行されている場合、改行された状態で変

数に設定されます) 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページ範囲 

すべて 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、すべてのページからテキストを取

得します。 

ページ範囲 

ページ(例:1 ま

たは_1、3,5、

または 1-3) 

数字 いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したページからテキストを取

得します。1 ページのみ、特定のページまたは範囲内の

複数ページの指定が可能です。 

複数ページは、GIF 画像のみ対応しています。 

言語 はい/いい

え 

いいえ 英語 読み取るテキストの言語を選択します。使用可能なオプ

ションは次の通りです。 

・英語 

・スペイン語 

・ポルトガル語 

・フランス語 

・ロシア語 

・オランダ語 

・ドイツ語 

・イタリア語 

・日本語 

・トルコ語(※バージョン 11.7 以降) 

※日本語は AutoMate 11.5 から対応します 

ICR を使用す

る(数字のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、数字を認識するために、より高度

な手書き認識システムである ICR (Intelligent Character 

Recognition)を使用します。 

画像の色を反

転する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、画像の色が反転します。テキスト

の輪郭が識別しにくい場合、反転することでコントラス

トをつけ、読み取る精度を向上させます。 
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<OCR> 

単語の取得 

説明 

画像から単語を読み取り、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

WindowsAPI に対応していないウィンドウ内のオブジェクトを探し出す時に使用します。 

「入力 - マウスを移動」アクティビティで座標を指定するため、単語の XY 座標の値を取得しておく必要がありま

す。 

「入力 - マウスを移動」アクティビティでスクリーンキャップチャを使用する代わりに、このアクションで特定の単

語の XY 座標を取得できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OCR エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

はい Tesseract 画像または PDF ファイルからテキストを取得するため

に使用する OCR エンジンを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Tesseract- 画像または PDF ファイルは Tesseract 

OCR エンジンを使用してスキャンされ、[Legacy]より

も高い精度を提供します 

・Legacy- 画像または PDF ファイルは Legacy OCR エ

ンジンを使用してスキャンされます。このエンジンは、

AutomateEnterprise バージョン 11.4.0 以前との下位互

換性を提供します  

Page 

Segmentation 

Mode 

テキスト

(選択式) 

はい 単一ブロック 画像または PDF ファイルを特定の方法でスキャンする

際に使用するページ分割方法を指定します。取得するテ

キストの位置に基づいて、より正確なスキャンを行うた

めに、ファイルに最適なオプションを選択します。 

このパラメータは、[OCR エンジン]が[Tesseract]に設

定されている場合のみ使用可能です。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto Osd- OSD による自動ページセ分割を提供しま

す 

・Single Column - 画像または PDF ファイル内のテキス

トの行が、サイズの異なる 1 列のテキストであると想定

します 

・Single Block Vertical Text - 画像または PDF ファイル

内のテキストの行が、垂直方向に整列した単一かつ均一

なブロックであると想定します 

・Single Block - 画像または PDF ファイル内のテキスト

の行が単一かつ均一なテキストブロック内にあると想定

します 

・Single Line - 画像または PDF ファイルに 1 行のテキ

ストのみが含まれていると想定します 
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・Single Word - 画像または PDF ファイルに単一の単語

のみが含まれていると想定します 

・Circle Word - 画像または PDF ファイルには、円の中

に含まれる 1 つの単語のみが含まれていると想定します 

・Single Char - 画像または PDF ファイルに含まれる文

字が 1 文字のみであると想定します 

・Sparse Text - 画像または PDF ファイル全体をスキャ

ンして、特定の順序でできるだけ多くのテキストを取得

します 

・Sparse Text Osd- 画像または PDF ファイル全体をス

キャンし、OSD を使用してできるだけ多くのテキスト

を取得します 

・Raw Line - 画像または PDF ファイルには 1 行のテキ

ストしか含まれていないと仮定し、Tesseract 特有のハ

ックを回避します 

画像 テキスト はい (空白) 1 つ以上の単語を読み取る画像ファイルのパスとファイ

ル名を指定します。 

画像形式は JPG、PNG、TIFF、GIF と BMP に対応し

ています。 

注 1:上記の画像形式は対応しますが、TIFF などの可逆

圧縮画像形式の利用を推奨します 

全体を検索 - - - 有効にする場合、取得する単語は画像全体またはページ

全体で検索されます。 

指定したリー

ジョンを検索

(精度が向上

します) 

- - - 有効にする場合、画像の指定された範囲から単語を検索

します。[リージョンの選択]ボタンをクリックし、検索

範囲を指定します。 

上部 数字 はい (空白) 画像ファイルの最上部のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

左 数字 はい (空白) 画像ファイルの左端のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

幅 数字 はい (空白) 画像ファイルの幅を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

高さ 数字 はい (空白) 画像ファイルの高さを指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

フィルター

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 指定したフィルターと完全に一致する場合のみ文字列を

読み取ります。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大文字と小文字を区別します。 
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データセット

を作成して単

語情報を設定

する 

テキスト はい (空白) 取得した単語に関する情報を設定するデータセット名を

指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページ範囲 

すべて 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、すべてのページから単語を取得し

ます。 

ページ範囲 

ページ(例:1

または_1、

3,5、または

1-3) 

数字 いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したページから単語を取得し

ます。1 ページのみ、特定のページまたは範囲内の複数

ページの指定が可能です。 

複数ページは、GIF 画像のみ対応しています。 

言語 はい/いい

え 

いいえ 英語 読み取るテキストの言語を選択します。使用可能なオプ

ションは次の通りです。 

・英語 

・スペイン語 

・ポルトガル語 

・フランス語 

・ロシア語 

・オランダ語 

・ドイツ語 

・イタリア語 

・日本語 

・トルコ語(※バージョン 11.7 以降) 

※日本語は AutoMate 11.5 から対応します 

ICR を使用

する(数字の

み) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、数字を認識するために、より高度

な手書き認識システムである ICR (Intelligent Character 

Recognition)を使用します。 

画像の色を反

転する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、画像の色が反転します。テキスト

の輪郭が識別しにくい場合、反転することでコントラス

トをつけ、読み取る精度を向上させます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 必須項目 

theDataset.PageIndex 数字 ページのインデックスを返します。 

theDataset.LineIndex 数字 行のインデックスを返します。 

theDataset.WordIndex 数字 取得した単語のインデックスを返します。 

theDataset.Text テキスト 取得したテキストを返します。 

theDataset.Top 数字 取得した単語の一番上のピクセル座標を返します。 

theDataset.Left 数字 取得した単語の左端のピクセル座標を返します。 

theDataset.Width 数字 取得した単語の幅をピクセル座標で返します。 

theDataset.Height 数字 取得した単語の高さをピクセル座標で返します。 
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<OCR> 

行の取得 

説明 

画像から行を読み取り、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

Windows API に対応していないウィンドウ内のオブジェクトを探し出す時に使用します。 

「入力 - マウスを移動」アクティビティで座標を指定するため、単語の XY 座標の値を取得しておく必要がありま

す。 

「入力 - マウスを移動」アクティビティでスクリーンキャップチャを使用する代わりに、このアクションで特定の単

語の XY 座標を取得できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OCR エンジ

ン 

テキスト

(選択式) 

はい Tesseract 画像または PDF ファイルからテキストを取得するため

に使用する OCR エンジンを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Tesseract- 画像または PDF ファイルは Tesseract 

OCR エンジンを使用してスキャンされ、[Legacy]より

も高い精度を提供します 

・Legacy- 画像または PDF ファイルは Legacy OCR エ

ンジンを使用してスキャンされます。このエンジンは、

AutoMateEnterprise バージョン 11.4.0 以前との下位互

換性を提供します  

Page 

Segmentation 

Mode 

テキスト

(選択式) 

はい Single Block 画像または PDF ファイルを特定の方法でスキャンする

際に使用するページ分割方法を指定します。取得するテ

キストの位置に基づいて、より正確なスキャンを行うた

めに、ファイルに最適なオプションを選択します。 

このパラメータは、[OCR エンジン]が[Tesseract]に設

定されている場合のみ使用可能です。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Auto Osd- OSD による自動ページセ分割を提供しま

す 

・Single Column - 画像または PDF ファイル内のテキス

トの行が、サイズの異なる 1 列のテキストであると想定

します 

・Single Block Vertical Text - 画像または PDF ファイル

内のテキストの行が、垂直方向に整列した単一かつ均一

なブロックであると想定します 

・Single Block - 画像または PDF ファイル内のテキスト

の行が単一かつ均一なテキストブロック内にあると想定

します 

・Single Line - 画像または PDF ファイルに 1 行のテキ

ストのみが含まれていると想定します 
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・Single Word - 画像または PDF ファイルに単一の単語

のみが含まれていると想定します 

・Circle Word - 画像または PDF ファイルには、円の中

に含まれる 1 つの単語のみが含まれていると想定します 

・Single Char - 画像または PDF ファイルに含まれる文

字が 1 文字のみであると想定します 

・Sparse Text - 画像または PDF ファイル全体をスキャ

ンして、特定の順序でできるだけ多くのテキストを取得

します 

・Sparse Text Osd- 画像または PDF ファイル全体をス

キャンし、OSD を使用してできるだけ多くのテキスト

を取得します 

・Raw Line - 画像または PDF ファイルには 1 行のテキ

ストしか含まれていないと仮定し、Tesseract 特有のハ

ックを回避します 

画像 テキスト はい (空白) 1 行以上のテキスト行を読み取る画像ファイルのパスと

ファイル名を指定します。 

画像形式は JPG、PNG、TIFF、GIF と BMP に対応し

ています。 

注 1:上記の画像形式は対応しますが、TIFF などの可逆

圧縮画像形式の利用を推奨します 

全体を検索 - - - 有効にする場合、取得するテキスト行は画像全体または

ページ全体で検索されます。 

指定したリー

ジョンを検索

(精度が向上

します) 

- - - 有効にする場合、画像の指定された範囲からテキスト行

を検索します。[リージョンの選択]ボタンをクリック

し、検索範囲を指定します。 

上部 数字 はい (空白) 画像ファイルの最上部のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

左 数字 はい (空白) 画像ファイルの左端のピクセル座標を指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

幅 数字 はい (空白) 画像ファイルの幅を指定します。 

このパラメータは[指定下リージョンを検索(精度が向上

します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

高さ 数字 はい (空白) 画像ファイルの高さを指定します。 

このパラメータは[指定したリージョンを検索(精度が向

上します)]を有効にした場合のみ、有効になります。 

フィルター

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 指定したフィルターと完全に一致する場合のみ文字列を

読み取ります。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大文字と小文字を区別します。 
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データセット

を作成して行

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) 取得したテキスト行に関する情報を設定するデータセッ

ト名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページ範囲 

すべて 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、すべてのページからテキスト行を

取得します。 

ページ範囲 

ページ(例:1

または_1、

3,5、または

1-3) 

数字 いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したページからテキスト行を

取得します。1 ページのみ、特定のページまたは範囲内

の複数ページの指定が可能です。 

複数ページは、GIF 画像のみ対応しています。 

言語 はい/いい

え 

いいえ 英語 

 

読み取るテキストの言語を選択します。使用可能なオプ

ションは次の通りです。 

・英語 

・スペイン語 

・ポルトガル語 

・フランス語 

・ロシア語 

・オランダ語 

・ドイツ語 

・イタリア語 

・日本語 

・トルコ語(※バージョン 11.7 以降) 

※日本語は AutoMate 11.5 から対応します 

ICR を使用

する(数字の

み) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、数字を認識するために、より高度

な手書き認識システムである ICR (Intelligent Character 

Recognition)を使用します。 

画像の色を反

転する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、画像の色が反転します。テキスト

の輪郭が識別しにくい場合、反転することでコントラス

トをつけ、読み取る精度を向上させます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 必須項目 

theDataset.PageIndex 数字 ページのインデックスを返します。 

theDataset.LineIndex 数字 行のインデックスを返します。 

theDataset.Text テキスト 取得したテキスト行を返します。 

theDataset.Top 数字 取得したテキスト行の一番上のピクセル座標を返します。 

theDataset.Left 数字 取得したテキスト行の左端のピクセル座標を返します。 

theDataset.Width 数字 取得したテキスト行の幅をピクセル座標で返します。 

theDataset.Height 数字 取得したテキスト行の高さをピクセル座標で返します 
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実行 

指定したプログラム、アプリケーション、ドキュメントを実行します。 

 

 

<実行> 

実行 

説明 

指定したプログラム、アプリケーション、ドキュメントを実行します。 

ドキュメントを指定した場合、そのドキュメントに対応するアプリケーションでドキュメントを開きます。 

 

用途 

「入力 - キーストロークの送信」、「入力 - マウスのクリック」アクティビティなどのインターアクティブな操作を使

用する前、操作対象となるアプリケーションを開く時に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

実行 テキスト はい (空白) 実行するファイルのパスとファイル名を指定します。 

必要に応じて、実行する EXE、COM、BAT、CMD ファ

イルをフルパスで指定します。 

ドキュメントはフォルダアイコンから選択すると、適切な

フォーマットが自動的に指定されます。 

別のインスタ

ンスが実行さ

れていない場

合にのみ実行

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、「実行」パラメータで指定したアプリ

ケーションがすでに動作している場合、新たなアプリケー

ションを起動しません。このステップは無視され、エラー

は発生しません。 

[いいえ]に設定すると、同じアプリケーションを起動して

いる場合でも、該当アプリケーションを起動します。 

プロセスを名

前で照合する

(64 ビット 

アプリケーシ

ョンとの互換

性のため) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、同じアプリケーションが動作してい

るかどうかをアプリケーションのプロセス名で判断しま

す。 

このパラメータは[別のインスタンスが実行されていない場

合にのみ実行する]を[はい]に設定した場合のみ有効になり

ます。 
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初期ウィンド

ウの状態 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 通常 指定したアプリケーションの初期ウィンドウの状態を指定

します。状況により、バックグラウンドや最小化した状態

で起動するのが望ましい場合もあります。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・通常 - ウィンドウは通常の状態で起動します 

・最小化 - ウィンドウをタスクバーに(またはタスクトレー

に)最小化した状態で起動します 

・最大化 - ウィンドウを最大化した状態で起動します(画面

全体に表示) 

・非表示 - 起動時にウィンドウは表示しません。特にバッ

チファイルまたはコンソールアプリケーションを使用する

場合、無駄な DOS ウィンドウを表示したくない時に使用

します。 

注 1:[非表示]に設定する場合、アプリケーションを起動時

にウィンドウは現れません。そのため、[対話機能]アクシ

ョン等のインターアクティブアクション(GUI に依存する

アクション)は失敗します 

スタートアッ

プ フォルダ 

テキスト いいえ (空白) アプリケーションの起動フォルダを指定します(必要な場

合)。主にレガシーアプリケーションのために提供していま

す。指定しない場合、アプリケーションが存在するフォル

ダが使用されます。 

 

WAIT 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

待機しない はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アプリケーションは起動時のローデ

ィングが完了まで待機しません。ローディングが終了する

前に次のステップの処理を移る場合があり、対話型のアク

ションなどは処理が空振りする可能性があります。 

このパラメータを有効にすると、[アプリケーションが入力

可能な状態になるまで待つ]と[アプリケーションが完了す

るまで待つ]パラメータは無視されます。 

アプリケーシ

ョンが入力可

能な状態にな

るまで待つ

(GUI アプリ

ケーションの

み) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、アプリケーションのローディング完

了し、キーストロークやマウスクリックなどの入力を受け

取る準備ができる状態まで待機します。 

[いいえ]に設定すると、ローディングが終了する前に次の

ステップの処理を移る場合があり、対話型のアクションな

どは処理が空振りする可能性があります。 

このパラメータを有効にすると、[待機しない]と[アプリケ

ーションが完了するまで待つ]パラメータは無視されます。 

注 1:DOS アプリケーション、バッチファイル、コンソール

アプリケーションと一部のアプリケーションの場合では機

能しない場合があります。 

このステップの後に[Wait]アクションを追加することでよ

り確実に待機します。 
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アプリケーシ

ョンが完了す

るまで待つ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アプリケーションが閉じるまで待機

します(バッチファイル、スクリプト、コンソールアプリケ

ーションの場合)。Windows アプリケーションの場合、ユ

ーザーによって閉じられるまで待機します。 

変数にリター

ンコードを設

定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、アプリケーションからのリターンコード

を設定する変数をします。 

このパラメータは[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータを[はい]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

注 1:アプリケーションによりリターンコードを返す機能は

備わっていないケースもあるため、アプリケーションごと

に動作が異なる場合があります 

この後にプロ

セスを終了す

る 

数字 いいえ いいえ 有効に設定する場合、指定したタイムアウト時間に達する

と実行中のプロセスが終了します。このパラメータは[アプ

リケーションが完了するまで待つ]パラメータを[はい]に設

定した場合のみ、有効になります。 

タイムアウト

時間 

数字 いいえ (空白) アプリケーションが終了するまでのタイムアウ時間間隔を

指定します。ここで設定する値は[単位]パラメータに直接

対応します。 

単位 オプショ

ン 

いいえ 秒 タイムアウト時間に対応する単位を設定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にプロセ

ス ID を設定

する 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、アプリケーションのプロセス ID を設定

する変数を指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、起動するアプリケーションに関する情報

を設定するデータセットを作成します。 

変数にウィン

ドウクラスを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、アプリケーションのウィンドウクラスを

設定する既存の変数を指定します。このパラメータは[待機

しない]パラメータを[はい]に設定した場合、無効になりま

す。 

変数にウィン

ドウクハンド

ルを設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、起動するアプリケーションのウィンドウ

ハンドルを設定する変数を指定します。このパラメータは

[待機しない]パラメータを[はい]に設定した場合、無効に

なります。 
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変数にウィン

ドウタイトル

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、起動するアプリケーションのウィンドウ

タイトルを設定する変数を指定します。このパラメータは

[待機しない]パラメータを[はい]に設定した場合、無効に

なります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アプリケーシ

ョンを次のよ

うに実行しま

す 

テキスト

(選択式) 

いいえ 標準の

Windows

アプリケー

ション 

アプリケーションの起動方法を指定します。使用可能なオ

プションは次の通りです。 

・標準の Windows アプリケーション - 標準の Windows ア

プリケーションとして起動します 

・ドキュメント - MS Word などのドキュメントに対応する

アプリケーションで起動します 

・コンソール アプリケーション - コンソールアプリケーシ

ョンとして起動します。このオプションを有効にすると、

以下のパラメータが有効になります 

標準出力スト

リームを変数

にキャプチャ

する 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、コンソールからの標準出力を指定した変数

に格納します。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 

標準出力スト

リームをファ

イルにキャプ

チャする 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、コンソールからの標準出力をファイルに書

き込みます。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 

ファイルを既

に存在する場

合は上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合、そ

のファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行時に

エラーが発生します。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 
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標準エラース

トリームを変

数にキャップ

チャする 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、コンソールからの標準エラー(存在する場

合)を指定した変数に格納します。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 

標準エラース

トリームをフ

ァイルにキャ

ップチャする 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、コンソールからの標準エラー(存在する場

合)をファイルに書き込みます。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 

ファイルを既

に存在する場

合は上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合、そ

のファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行時に

エラーが発生します。 

このパラメータは[アプリケーションを次のように実行しま

す]が[コンソールアプリケーション]に設定されている場合

のみ、有効になります。 

注 1:WAIT タブの[アプリケーションが完了するまで待つ]

パラメータが有効でない限り効果はありません 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Title テキスト ウィンドウのタイトルを返します。 

theDataset.Class テキスト ウィンドウクラスを返します。 

theDataset.Handle テキスト ウィンドウハンドルを返します。 

theDataset.ProcessID テキスト プロセス ID を返します。 

theDataset.ReturnCode 数値 リターンコードを返します。 
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Web サービス 

Web サービスはインターネットに接続されているマシン上で利用できるようにするコードです。 

ダウンロードやインストールを行わずに Web 経由で機能へのアクセスが可能です。 

Web 上で実行されるため、インターネットに接続されている任意のマシンからアクセスできます。 

また、標準化されたプロトコルに基づいて作成されるため、どの環境からでもアクセス可能です。 

 

 

<Web サービス> 

関数の実行 

説明 

指定された WSDL(Web Service Definition Language) URI(Uniform Resource Identifier)とパラメータを使用して、

Web サービスの呼び出しを実行します。 

 

重要:Web サービスの利用に当たって、HTML、XML、Web サービス関連の前提知識(WSDL、SOAP、UDDI 等)は

必須です。 

 

用途 

WSDL ドキュメントあるいは URI を使用して Web サービスコールの発行を自動化します。 

このアクションは構造情報だけでなく、変数、静的な値または標準データ型のパラメータ(文字列と数字)サポートし

ます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

WSDL URI テキスト はい (空白) WSDL URL または WSDL ファイルの場所を指定しま

す。値を入力した後、[→]ボタンをクリックすると

AutoMate が自動的に Web サービスを読み込み、必要と

なる情報が各パラメータに設定されます。複数存在する

ものはプルダウンリストから選択可能です。 

タイプ テキスト はい (空白) Web サービスの名前を指定します。[WSDL URL]を指

定して、[→]ボタンをクリックすると自動的に入力され

ます。 

関数名 テキスト はい (空白) 指定した WDSL 関数を呼び出します。[WSDL URL]を

指定して、[→]ボタンをクリックすると、プルダウンリ

ストから選択可能です。 

変数に戻り値

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 指定した関数の戻り値を設定する変数を指定します。 

関数の戻り値

のタイプ 

テキスト いいえ (空白) 指定した関数の戻り値がデータ型の場合、タイプをプル

ダウンリストから選択します。 
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複素数の戻り

値を持つオブ

ジェクトを作

成して設定す

る(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 戻り値に複数のフィールドが含まれる場合(構造体)、構

造体となる AutoMate オブジェクトの名前を指定して、

戻り値をこの AutoMate オブジェクトに格納します。 

事前に「タイプ - 定義」アクティビティでそのオブジェ

クトの構造体を定義して「タイプ - オブジェクトの作

成」アクティビティで該当オブジェクトを作成する必要

があります。 

なお、「タイプ - 定義」アクティビティで定義するオブ

ジェクトは Web サービスで定義した構造体と一致する

必要があります。自動的にタイプを定義する場合、「タ

イプ - インポート」アクティビティで[Web サービスの

タイプ]を選択し、[WSDL URI]欄に WSDL の記述があ

る URI あるいは WSDL ファイルの場所を指定すること

で、該当 Web サービスのオブジェクトタイプを読み込

むことが可能です。 

変数に要求メ

ッセージを設

定する 

テキスト いいえ (空白) SOAP リクエストの内容を設定する変数を指定します。 

変数に応答メ

ッセージを設

定する 

テキスト いいえ (空白) SOAP レスポンスの内容を設定する変数を指定します。 

 

引数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト いいえ (空白) 該当 WSDL 関数で記述する引数です。 

[WSDL URL]を指定して、[→]ボタンをクリックすると

自動的にタイプが入力されます。 

値 テキスト いいえ (空白) タイプ列にある引数に対応する値を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

None 認証の種類を指定します。選択したオプションに応じ

て、異なるパラメータが使用可能になる場合がありま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・None - 認証方式を使用します 

・デフォルト - デフォルトの認証方式を使用します 

・Basic- ユーザー名とパスワードで認証します 

・Digest - ハッシュで暗号化した認証方式を利用します 

・Windows (Ntlm または Kerberos) - Windows 標準認証

を利用します 
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ドメイン テキスト いいえ (空白) 認証に使用するドメイン名を指定します。このパラメー

タは[認証タイプ]に[Basic]、[Digest]または[Windows 

(Ntlm または Kerberos)]が設定されている場合のみ、有

効になります。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証に使用するユーザー名を指定します。このパラメー

タは[認証タイプ]に[Basic]、[Digest]または[Windows 

(Ntlm または Kerberos)]が設定されている場合のみ、有

効になります。 

パスワード テキスト いいえ いいえ 認証に使用するパスワードを指定します。このパラメー

タは[認証タイプ]に[Basic]、[Digest]または[Windows 

(Ntlm または Kerberos)]が設定されている場合のみ、有

効になります。 

クライアント

証明書 

テキスト いいえ (空白) 認証に使用する有効なクライアント証明書のパスを指定

します。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 認証に使用するパスフレーズを指定します。 

プロトコル テキスト 

(選択式) 

いいえ SOAP プロトコルのバージョンを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・SOAP 

・SOAP 1.2 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 100 タイムアウト時間を指定します。単位は[秒]です。 

警告を無視す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]を指定した場合、Java 動的プロキシによる警告を

無視します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシタ

イプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ None 使用するプロキシプロトコルを指定します。 

パラメータの値が不明な場合、社内のネットワーク管理者

にお問い合わせください。使用可能なオプション次のとお

りです。 

・システムデフォルト - システム設定でグローバルに指定

された設定を使用します 

・None - システムデフォルトに関係なく、明示的にプロキ

シサーバーを使用しないことを指定します 

・HTTP - HTTP に対応するサーバー経由 

認証を使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ プロキシ接続時に認証を使用するかどうかを指定します。

有効にすると、[プロキシ ユーザーネーム]及び[プロキシ 

パスワード]パラメータが利用可能になります。 

このパラメータは[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]

に設定されている場合のみ有効です。 

プロキシサ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスを指定しま

す。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]

に設定されている場合のみ指定可能です。 
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プロキシポ

ート 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーのポートを指定します。 

ポートはデフォルト以外でも動作するようにカスタマイズ

できます。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]

に設定されている場合のみ指定可能です。 

プロキシユ

ーザーネー

ム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用するユ

ーザー名を指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]

に設定されている場合のみ指定可能です。 

プロキシパ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用するパ

スワードを指定します。 

このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]

に設定されている場合のみ指定可能です。 

 

  



566 

 

XML 

XML(Extensive Markup Language)は構造データを持つドキュメントを記述するために提供されているマークアップ

言語です。HTML(HyperText Markup Language)と似ていますが、HTML がデータの形式と表示のみ対応している

一方、XML はデータの転送と共有に使用します。 

日常業務の中、多くのコンピューターシステムとデータベースには互換性のない形式データが含まれます。XML は

プレーンテキストなので、ソフトウェアやハードウェアに依存せずにデータを保存できます。そのため、様々なアプ

リケーションで共有できるデータを作成可能です。 

AutoMate の XML アクションは XML ドキュメントの変換、合成、確認、署名など多くの XML 操作を提供していま

す。 

また、XML ノードの作成、読み込み、編集、削除または一部の XML フラグメント(一連の XML ノード)を抽出し、

ファイルに保存する操作に対応しています。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

 

<XML> 

セッションの作成 

説明 

XML ファイルあるいはテキストに基づき、新規 XML セッションを作成します。 

XML セッションが有効の間、元の XML ファイルに対して変更は行いません。 

代わりに元の XML ファイルのコピーがメモリ上に保存され、変更はそのコピーに対して行います。 

複数の XML ドキュメントを同時にメモリ上に保存して、それぞれセッションを割り当てることで 1 つのタスクで複

数の XML 処理が可能になります。 

編集後、「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編集結果を元の XML ファイルに書き出します。最後

に「XML - セッションの終了」アクティビティを利用して XML セッションを終了します。 

 

用途 

後続の XML アクションに使用するため、メモリ上に XML ドキュメントを作成します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[新しいファイル]に設

定されている場合のみ有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 
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名前空間 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 
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<XML> 

セッションの終了 

説明 

特定の XML セッションを終了します。 

XML セッションが有効の間、元の XML ファイルに対して変更は行いません。 

代わりに元の XML ファイルのコピーがメモリ上に保存され、変更はそのコピーに対して行います。 

編集後、「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編集結果を元の XML ファイルに書き出します。最後

に「XML - セッションの終了」アクティビティを利用して XML セッションを終了します。 

 

用途 

「XML - セッションの作成」アクティビティで作成したセッションを終了します。 

ファイルに加えた変更を保存する場合は、「XML - 保存」アクティビティで結果を書き出した後、セッションを終了

する必要があります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 指定した XML セッションを終了します。 
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<XML> 

ノードの作成 

説明 

既存の XML ファイルに新規ノードを作成します。 

1 つ以上の属性名と値を新規ノードに割り当てることも可能です。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

新規ノードの作成または既存ノードを変更する時に使用します。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 新規ノードの XPath 式を指定します。 

名前 テキスト はい (空白) 新規ノードの名前を指定します。 

値 テキスト いいえ (空白) 新規ノードの値を指定します。 

ノードが既に

存在する場合 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 無視して作成

する 

既に同名のノードが存在する場合、どの処理を行うかを

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・無視して作成する - 同名のノードが存在するかどうか

にかかわらず、同名のノードを作成します 

・作成しない - 同名のノードをスキープします(作成し

ない) 

・上書きする - 同名のノードを上書きします。複数の同

名ノードが存在する場合、そのうちの 1 つのみ作成し、

他のノードは削除します 

・処理を失敗させる - 同名の子ノードが存在する場合、

このアクションは失敗します 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

ノードの挿入

先 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 子ノードの最

後 

新規ノードを子ノードに挿入する位置を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・子ノードの先頭 

・子ノードの最後 

・指定された子ノードの後 

・指定された子ノードの前 

子ノード名を

指定する 

テキスト いいえ (空白) 新規ノードを挿入する前後の子ノードの名前を指定しま

す。 

このパラメータは[ノードの挿入先]を[指定された子ノ

ードの後]または[指定された子ノードの前]を選択した

場合のみ有効になります。 

指定した子ノ

ードが存在し

ない場合 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 作成しない 指定した子ノードが見つからない場合の処理を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・作成しない -この挿入処理をスキップします(挿入しな

い) 

・処理を失敗させる - このアクションは失敗します 

・子ノ－ドの先頭に挿入 - すべての子ノードの先頭に挿

入します 

・子ノ－ドの最後に挿入 - すべての子ノードの最後に挿

入します 

このパラメータは[ノードの挿入先]を[指定された子ノ

ードの後]または[指定された子ノードの前]を選択した

場合のみ有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 
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Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 
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<XML> 

ノードの読込み 

説明 

XML ノードの値(また指定された場合、属性の値)を取得します。 

XML ノードは XPath 式で指定します。取得した値は変数に格納できます。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

ノードタイプごとに XML を読み取り、確認する際に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します。 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します。 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[XML セッション作成元

データ]パラメータが[既存のファイル]または[新しいフ

ァイル]に設定されている場合のみ有効になります。 
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ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが実行エラ

ーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) XML ノードを XPath 式で指定します。 

属性(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) XML ノードの属性を指定します。 

変数に値を設

定する 

テキスト いいえ (空白) XML ノードの属性値を設定する変数を指定します。 
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<XML> 

ノードの抽出 

説明 

XPath 式で表された位置にある XML ノードの子とそれに対応する値を抽出します。 

※バージョン 11.6 より追加されました 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

説明に同じです。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース    XML データの送信元を示します。使用可能なオプショ

ンは以下の通りです。 

・ファイル - XML データを新規/既存のファイル、また

は指定されたテキストから生成します。通常、1 つまた

は 2 つの XML 関連アクティビティだけで完了するよう

な短いタスクに使用します 

・セッション - XML データは、「XML - セッションの作

成」アクティビティで作成した既存のセッションを指定

します。複数の XML アクティビティを必要とするよう

な長くて複雑なタスクに使用します 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。安全対策として、セッションが作成

されると、そのセッションに関連付けられた XML ファ

イルがメモリに保存され、元のファイルはロックされま

す。後続の XML 関連のステップによる変更は、メモリ

に保存された XML データのコピーに対して実行されま

す。「XML – エクスポート」または「XML – 保存」アク

ティビティを使用して、XML セッションのメモリ内表

現をファイルまたは変数に出力します。セッションを終

了するには、「XML - セッションの終了」アクティビテ

ィを使用します。このパラメータは[リソース]が[セッ

ション]に設定されている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リー上にコピーが保存されます。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存のファイル – XML データは既存のファイルから

生成されます 

・新しいファイル – 使用する XML ファイルを新規作成

します 
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・テキスト – 特定のテキストから XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 既存または新規ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

に[既存のファイル]または[新しいファイル]が設定され

ている場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい 

 

いいえ [はい]に設定すると同名のファイルがすでに存在する場

合、新しいファイルに上書きされます。[いいえ]に設定

すると、上書きはされませんが、実行エラーが発生しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

が[新しいファイル]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

ルートノード

名 

テキスト はい (空白) 新しい XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[新

しいファイル]に設定されている場合のみ、有効になり

ます。 

ルートノード

値 

テキスト いいえ (空白) 新しい XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[新

しいファイル]に設定されている場合のみ、有効になり

ます。 

デフォルトの

名前空間 – 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新しい XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞

を指定します。要素名の前に接頭辞とコロンがある場

合、その要素は割り当てられた名前空間に属しているこ

とになります。このパラメータは[XML セッション作成

元データ]が[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

デフォルトの

名前空間 – 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新しい XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI で

す。XML 名前空間は、要素の種類または属性を一位に

特定できる名前の集合です。このパラメータは[XML セ

ッション作成元データ]が[新しいファイル]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 抽出するノードの属性名を指定します。新しいノードに

属性を追加するには「新しい行を追加するにはここをク

リックしてください」をクリックします。既存の行を削

除するには、[x]をクリックします。このパラメータ

は、複数の属性名と値のペアの追加をサポートしていま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

が[新しいファイル]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 抽出するノードの属性の値を指定します。新しいノード

に属性を追加するには「新しい行を追加するにはここを

クリックしてください」をクリックします。既存の行を

削除するには、[x]をクリックします。 
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このパラメータは、複数の属性名と値のペアの追加をサ

ポートしています。このパラメータは[XML セッション

作成元データ]が[新しいファイル]に設定されている場

合のみ、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データを抽出するテキストを指定します。このパ

ラメータは[XML セッション作成元データ]が[テキスト]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

名前空間 – 

Prefix 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。このパラメー

タを使用して新規ノードに名前空間接頭辞と URI 値を

設定します。新しい行を追加するには、「新しい行を追

加するにはここをクリックしてください」をクリックし

ます。既存の行を削除するには、[x]をクリックしま

す。このパラメータは、複数の名前空間の接頭辞と URI

の挿入に対応しています。 

名前空間 – 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連づいた URI を指定します。こ

のパラメータを使用して新規ノードに名前空間接頭辞と

URI 値を設定します。新しい行を追加するには、「新し

い行を追加するにはここをクリックしてください」をク

リックします。既存の行を削除するには、[x]をクリッ

クします。このパラメータは、複数の名前空間の接頭辞

と URI の挿入に対応しています。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 値を抽出する XML ドキュメントの XPath 式を指定しま

す。 

データセット

を作成してノ

ードプロパテ

ィを格納する 

テキスト はい (空白) ノードの値を格納するために作成するデータセット名を

指定します。 
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<XML> 

ノードの編集 

説明 

特定のファイルの XML ノード値またはその属性を編集します。 

編集するノードは XPath で指定します。複数のノードが見つかった場合、最初 1 つのノードのみを編集します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

詳細参照。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 編集する XML ノードを XPath 式で指定します。 

属性(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 編集する XML ノードの名前を指定します。 

値 テキスト いいえ (空白) 編集する XML ノードの属性の値を指定します。 

テキストノー

ドにのみ適用

する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、テキストはノードにのみ適用され

ます。 

編集対象 テキスト 

(オプショ

ン) 

いいえ 最初に一致し

たノード 

編集するノードを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・最初に一致したノード - 最初に一致するノードが編集

されます 

・一致したすべてのノード - すべての一致するノードが

編集されます 
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<XML> 

ノードの削除 

説明 

XPath 式で指定したノードおよび属性をすべて削除します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

特定のノードを削除します。該当ノードを削除すると、そのノードのすべての子ノードも削除されます。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 編集する XML ノードを XPath 式で指定します。 

属性(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 編集する XML ノードの名前を指定します。 
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<XML> 

ノードの取得 

説明 

ドキュメントツリーから XPath 式で指定したすべてのノードのテキスト値をまたは特定の属性値を取得し、データセ

ットに結果を設定します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

ノードオブジェクトまたは属性についての情報を取得したい時に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します。 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します。 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[XML セッション作成元

データ]パラメータが[既存のファイル]または[新しいフ

ァイル]に設定されている場合のみ有効になります。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 
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このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 取得したい XML ノードを XPath 式で指定します。 

データセット

に格納する情

報のタイプ 

テキスト 

(選択式) 

はい テキスト データセットに設定する情報のタイプを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - 各ノードのテキスト値が設定されます 

・属性 - 属性値が設定されます 

・XPath - 各ノードの XPath 式が設定されます 

データセット

を作成してノ

ード情報を設

定する 

テキスト はい (空白) ノードまたは属性値を設定するデータセットの名前を指

定します。 
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<XML> 

保存 

説明 

XML セッションを終了する前に、メモリ上上の XML データコピーをファイルまたは変数に保存します。 

このアクションでは XML セッションは終了しないため、後続の XML ステップでセッションを継続して使用可能で

す。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

編集済みの XML データをメモリから出力し、ファイルまたは変数に保存します。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。 

 

保存 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

保存先 テキスト

(選択式) 

はい New XML ファイル/データの保存先を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・New - 新規ファイルに保存します 

・Original - 元のファイルに保存します。「XML - セッシ

ョンの作成」アクティビティで[新しいファイル]を選択

した場合、そのファイルを使用して変更された XML ド

キュメントを保存します 

・Variable - 変数に設定します 

ファイル テキスト はい (空白) XML データの保存先のパスとファイル名を指定しま

す。 

このパラメータは[保存先]パラメータを[New]に設定し

た場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが既に存在する場

合、上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行時

にエラーが発生します。 

このパラメータは[保存先]パラメータを[New]に設定し

た場合のみ、有効になります。 
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XML 値のデ

コード 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、すべてのエンコード方式の変換が

逆になります。 

[いいえ]に設定すると、デコーディングは発生しませ

ん。ただし、XML のエンコードでは、任意の位置にコ

ロンを使用できるため、W3C 勧告により、名前が不適

切だと見なされる場合があります。 

このパラメータは[保存先]パラメータを[Variable]に設

定した場合のみ、有効になります。 

変数に値を設

定する 

テキスト はい (空白) XML データを設定する変数を指定します。 

このパラメータは[保存先]パラメータを[Variable]に設

定した場合のみ、有効になります。 

 

  



586 

 

<XML> 

変換 

説明 

XSLT(Extensive Stylesheet Language Trasnformation)ファイルを用いて、XML ファイルを HTML に変換します。ま

た、XLST パラメータを提供することで、一部の値を動的に置き換えることは可能です。 

XSLT は XML ドキュメントを他の XML ドキュメントに変換するために使用される XML ベースの言語です。元の

XML ドキュメントは変更されません。既存のドキュメントのコンテンツに基づいて新しいドキュメントが作成され

ます。この新しいドキュメントは HTML あるいはプレーンテキストとして出力可能です。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

Web ページで表示するため、XML データを HTML ドキュメントに変換する時に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 
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ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[新しいファイル]に設

定されている場合のみ有効になります。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。このパラメータは[XML セ

ッション作成元データ]パラメータが[新しいファイル]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 
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属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 
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変換 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XSLT ファイ

ル 

テキスト はい (空白) 変換に使用する XSLT ファイルのパスとファイル名を指

定します。 

ドキュメント

機能を有効に

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、XLST ドキュメントで記述した関

数のサポートが有効になります。 

スクリプトを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、埋め込みスクリプトのブロックの

サポートが有効になります。 

DTD を解析

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、DTD が解析されます。XML ドキ

ュメントの<!DOCTYPE>内の DTD の内部サブセット

か、外部サブセット DTD を参照します。 

XML1.0 または XML1.1 の仕様を準拠するには、DTD

の解釈が必要です。 

HTML ファ

イル 

テキスト はい (空白) 変換後の HTML ファイルのパスとファイル名を指定し

ます。ファイルが存在しない場合、実行時に作成されま

す。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既に同名の HTML ファイルが存

在する場合、ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行時

にエラーが発生します。 

 

XLST パラメータ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名 テキスト いいえ (空白) XLST パラメータの名前を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の XSLT 名と値の挿入に対応して

います。 

値 テキスト いいえ (空白) XLST パラメータの値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の XSLT 名と値の挿入に対応して

います。 
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<XML> 

検証 

説明 

特定の XML ファイルが整形式、スキーマ準拠または DTD 準拠であることを検証します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

詳細参照。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存ファイル]または[新規ファイル]に設定さ

れている場合のみ有効になります。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 
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属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 
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検証 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

検証タイプ テキスト 

(選択式) 

はい Well-formed メモリ上の XML ドキュメントが通過する検証タイプを

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Well-formed - XML ファイルが製形式ドキュメントを

管理するルールに準拠することを検証します 

・Schema - XML スキーマの検証をします。デフォルト

の属性はスキーマから拡張されます。タイプ情報が提供

されます 

・DTD - DTD 検証を行います。デフォルトの属性とエ

ンティティは拡張されます。エンティティは使用(拡張)

された場合のみロードおよび解析さえます。タイプ情報

は提供されません 

スキーマファ

イル 

テキスト はい (空白) XML ドキュメントを検証するスキーマファイルを指定

します。 

フォルダアイコンからスキーマファイル(.xsd)を選択し

ます。追加済みのスキーマファイルを削除したい場合、

[x]をクリックします。 

複数のスキーマファイルの選択を対応します。 

このパラメータ[検証タイプ]を[Schema]に設定した場合

のみ、有効になります。 
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<XML> 

署名 

説明 

指定されたキーで XML ファイルに署名します。 

XML ファイルを署名することで、ファイルが変更されていなことを確認できます。「XML – 署名の検証」アクティビ

ティを使用し、署名済みの XML ファイルを検証します。 

署名は[暗号化]アクションで作成した公開鍵/秘密鍵ファイルを用いて、追加可能です。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

元の XML ファイルが誰かによって改ざんされたかどうかを確認するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。 



595 

 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存ファイル]または[新規ファイル]に設定さ

れている場合のみ有効になります。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッションを作成]パラメータ

が[新しいファイル]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 
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属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 
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署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次を使用して

署名する 

テキスト 

(選択式) 

はい キーコンテナ

ー 

XML ドキュメントを署名する方式を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・キーコンテナー - キーコンテナーを用いて署名します 

・キーファイル - [暗号化]アクションで作成したキーフ

ァイル(pri または.pfx ファイル)を用いて署名します 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 使用する秘密/公開キーを識別するキーコンテナーの名

前を指定します。[→]ボタンをクリックして、使用可能

なキーコンテナーを読み込み、プルダウンリストから m

区的のキーコンテナーを選択します。 

このパラメータは[次を使用して署名する]が[キーコン

テナー]に設定されている場合のみ、有効になります。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト はい ユーザー キーコンテナーのレベルを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・ユーザー - キーコンテナーはユーザーレベルで保存さ

れます 

・マシン - キーコンテナーはマシンレベルで保存されま

す 

このパラメータは[次を使用して署名する]が[キーコン

テナー]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

注 1:ユーザーレベルの RSA キーは特定の Windows のユ

ーザープロファイルと共に保存され、該当ユーザーがロ

グインしている場合のみ利用できます。マシンレベルの

RSA キーはコンピューターにログインできるすべてのユ

ーザーが利用できます 

キーペアファ

イル 

テキスト はい (空白) 署名する時に利用する公開鍵ファイル(.pfx または.pri)

のパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[次を使用して署名する]が[キーファ

イル]に設定されている場合のみ、有効になります。 

パスフレーズ

(オプション) 

テキスト はい (空白) 公開鍵の認証に使用するパスフレーズを指定します。通

常、秘密鍵生成時に必要です。 

このパラメータは[次を使用して署名する]が[キーファ

イル]に設定されている場合のみ、有効になります。 
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<XML> 

署名の検証 

説明 

特定の XML ファイルの署名が有効かどうかを検証します。 

署名済みの XML ファイルの場合、このアクションを用いて改ざんの有無を検出することができます。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

XML ファイルの整合性を検証するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[XML セッション作成元

データ]パラメータが[既存ファイル]または[新規ファイ

ル]に設定されている場合のみ有効になります。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 
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属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 
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署名の検証 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次を使用して

署名を検証す

る 

テキスト 

(選択式) 

はい キーコンテナ

ー 

XML ドキュメントを検証する方式を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・キーコンテナー - キーコンテナーを用いて検証します 

・キーファイル - [暗号化]アクションで作成したキーフ

ァイル(pri または.pfx ファイル)を用いて検証します 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 使用する秘密/公開キーを識別するキーコンテナーの名

前を指定します。[→]ボタンをクリックして、使用可能

なキーコンテナーを読み込み、プルダウンリストから目

的のキーコンテナーを選択します。 

このパラメータは[次を使用して署名を検証する]が[キ

ーコンテナー]に設定されている場合のみ、有効になり

ます。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト はい ユーザー キーコンテナーのレベルを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・ユーザー - キーコンテナーはユーザーレベルで保存さ

れます 

・マシン - キーコンテナーはマシンレベルで保存されま

す 

このパラメータは[次を使用して署名を検証する]が[キ

ーコンテナー]に設定されている場合のみ、有効になり

ます。 

注 1:ユーザーレベルの RSA キーは特定の Windows のユ

ーザープロファイルと共に保存され、該当ユーザーがロ

グインしている場合のみ利用できます。マシンレベルの

RSA キーはコンピューターにログインできるすべてのユ

ーザーが利用できます 

公開キーファ

イル 

テキスト はい (空白) 署名する時に利用する公開鍵ファイル(.pfx または.pri)

のパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[次を使用して署名を検証する]が[キ

ーファイル]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 

パスフレーズ

(オプション) 

テキスト はい (空白) 公開鍵の認証に使用するパスフレーズを指定します。通

常、秘密鍵生成時に必要です。 

このパラメータは[次を使用して署名を検証する]が[キ

ーファイル]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 
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<XML> 

インポート 

説明 

2 つの XML ファイルを 1 つの XML ファイルに融合します。 

ホストとなる XML ファイルを File1 とします。 

ホストファイルに追加する XML ファイルを File 2 とします。 

 

File1 の XPath 式で指定した挿入点に File2 を挿入します。 

また File 2 全体でなく、一部の File2 のノードを File1 に挿入する場合、File 2 の XPath からオフセットを指定して、

File1 に挿入します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

既存のノードの指定した場所にノードを挿入します。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい XmlSession1 このアクティビティを関連付ける既存の XML セッショ

ン名を指定します。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) ファイルの挿入点を XPath で指定します。 

ファイル テキスト はい (空白) 挿入するファイル(File2)を指定します。 

ファイルの

XPath 式 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 一部のノードのみ挿入する場合、オブセットノードを

XPath で指定します。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。新しい行を追加するには「新

しい行を追加するにはここをクリックしてください」を

押します。既存の行を削除するには[x]をクリックしま

す。このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。このパラメ

ータは[XML セッション作成元データ]パラメータが[既

存のファイル]または[テキスト]に設定されている場合

のみ、有効になります。 
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Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 
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<XML> 

エクスポート 

説明 

XML ファイルから一部の XML ノード(フラグメント)を抽出し、別のファイルに保存します。 

フラグメントは XPath で指定します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

XML ファイルの解析に使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[XML セッション作成元

データ]パラメータが[既存ファイル]または[新規ファイ

ル]に設定されている場合のみ有効になります。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 
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属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。新しい行を追

加するには「新しい行を追加するにはここをクリックし

てください」をクリックします。既存の行を削除するに

は[x]をクリックします。このパラメータは複数の属性

名・値の追加に対応します。このパラメータは[XML セ

ッション作成元データ]パラメータが[新しいファイル]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。このパ

ラメータは[XML セッション作成元データ]パラメータ

が[テキスト]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。新しい行を追加するには「新

しい行を追加するにはここをクリックしてください」を

押します既存の行を削除するには[x]をクリックしま

す。このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。新しい行を追加するには「新

しい行を追加するにはここをクリックしてください」を

押します。既存の行を削除するには[x]をクリックしま

す。このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 抽出元の XML ファイルの抽出点を XPath で指定しま

す。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

ルートノード

名 

テキスト はい (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 
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<XML> 

XPath の評価 

説明 

XPath 関数を使用して XPath 式を評価します。このアクションは XPath 式を評価し、真偽値(Boolean 型)、 

数字(Double 型)、文字列(String 型)またはノードセット(XPathNodeIterator)を返します。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

XML ドキュメントに関しての情報を取得します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - はい セッション XML データのソースを指定します。 

・ファイル - XML データは新規または既存のファイル

から読み込みます。通常、1 つまたは 2 つの XML 処理

が必要な短いタスクに使用します 

・セッション - 「XML - セッションの作成」アクティビ

ティで作成したセッションを指定します。複数の XML

アクティビティを使用する際に使用します 

セッション テキスト いいえ XmlSession1 作成する XML セッション名を指定します。一意のセッ

ションを割り当てることで複数の XML ドキュメントを

同時に実行できます。 

「XML - 保存」アクティビティを利用してメモリ上の編

集結果を元の XML ファイルに書き出します。「XML - 

セッションの終了」アクティビティを利用して XML セ

ッションを終了します。 

このパラメータは[リソース]が[セッション]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

XML セッシ

ョン作成元デ

ータ 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ル 

XML データのソースを指定します。XML データはメモ

リ上にコピーが保存されます。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・既存のファイル - 既存のファイルから XML データを

生成します 

・新しいファイル - 新規 XML ファイルを生成します 

・テキスト - 入力した文字列から XML データを生成し

ます 

このパラメータは[リソース]が[ファイル]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

ファイル テキスト はい (空白) 新規または既存の XML ファイルのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[XML セッション作成元

データ]パラメータが[既存ファイル]または[新規ファイ

ル]に設定されている場合のみ有効になります。 
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このパラメータは[XML セッション作成元データ]が[既

存のファイル]または[新しいファイル]に設定されてい

る場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、同名の XML ファイルがすでに指

定された場所に存在する場合、新規の XML ファイルに

上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実行エ

ラーが発生します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

名 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード名を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

ルートノード

値 

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのルートノード値を指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

接頭辞 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の接頭辞を

指定します。 

要素名の前に接頭辞とコロンが付いた場合、その要素は

名前空間に割り当てられたといいます。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

デフォルトの

名前空間 

URI 

テキスト いいえ (空白) 新規 XML ファイルのデフォルトの名前空間の URI を指

定します。 

XML 名前空間は要素の種類または属性を一意に 

特定できる名前の集合です。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 

属性名 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性名を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[新しいファイル]に設定されている場合のみ、

有効になります。 



609 

 

属性値 テキスト いいえ (空白) 挿入するノードの属性の値を指定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」をクリックします。既存の行

を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の属性名・値の追加に対応しま

す。このパラメータは[XML セッション作成元データ]

パラメータが[新しいファイル]に設定されている場合の

み、有効になります。 

テキスト テキスト はい (空白) XML データの元となるテキストを指定します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[テキスト]に設定されている場合のみ、有効に

なります。 

Prefix テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間の接頭辞を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

Namespace 

URI 

テキスト いいえ (空白) 追加する名前空間と関連付いた URI を指定します。 

このパラメータを利用して新規ノードに名前空間接頭辞

と URI 値を設定します。 

新しい行を追加するには「新しい行を追加するにはここ

をクリックしてください」を押します 

既存の行を削除するには[x]をクリックします。 

このパラメータは複数の名前空間接頭辞(Prefix)と

URI(Namespace URI)の挿入を対応します。 

このパラメータは[XML セッション作成元データ]パラ

メータが[既存のファイル]または[テキスト]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

 

ノード 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

XPath 式 テキスト はい (空白) 評価する XML ドキュメントの XPath 式を指定します。 

変数に値を設

定する 

テキスト はい (空白) XPath 式の評価結果を設定する変数を指定します。 
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<XML> 

データセットから XML 

説明 

既存のデータセットを XML データに保存します。 

このアクションを実行する前に「XML - ノードの取得」アクティビティでデータセットを作成しておく必要がありま

す。 

 

重要:XML アクティビティを使用するには、XML および XPath、DTD、XSLT などの関連用語の基本的な理解が必

要です。 

 

用途 

データセットから XML の形式に変換するために使用します。 

 

データセット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット テキスト はい (空白) 「XML - ノードの取得」アクティビティで作成した、

XML に変換するデータセットの名前を指定します。 

変数に XML

値を設定する 

テキスト はい (空白) メモリ内の XML 値を設定する変数を指定します。 
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Active Directory 

ユーザーアカウントや Active Directory オブジェクトの一括作成、管理削除など Active Directory に関するさまざま

な処理を自動化することで、ネットワーク管理者や IT 技術者の日常業務を支援します。 

 

注意:このアクションの使用には Active Directory と関連コンポーネント(ドメインコントローラー、信頼関係、フォ

レスト、LDAP 等)の基本的な知識が必要です。 

 

 

<Active Directory> 

ユーザーの作成 

説明 

指定した Active Directory の場所で新規ユーザーを作成します。 

 

用途 

新しい Active Directory ユーザーを作成するプロセスを自動化するために使用します。 

「Active Directory - グループの作成」アクティビティを利用して新規ユーザーを追加するグループを作成します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

親 LDAP パ

ス 

テキスト はい (空白) 親 Active Directory(以下 AD)コンテナの

LDAP(Lightweight directory Access Protocol)パスを指

定します。通常、ディレクトリサーバー上のディレクト

リデータツリーのルートです。[コンテナの選択]ボタン

をクリックして、WindowsActiveDirectory ダイアログ

ボックスから選択可能です。 

名 テキスト はい (空白) 作成する AD ユーザーの名前を指定します。 

イニシャル テキスト いいえ (空白) 作成する AD ユーザーのイニシャルを指定します。 

姓 テキスト いいえ (空白) 作成する AD ユーザーの姓を指定します。 

フルネーム テキスト いいえ (空白) 作成する AD ユーザーのフルネームを指定します。 

デフォルトでは[名]、[イニシャル]、[姓]パラメータで

指定した値が入力されます。 

 

ログイン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーログ

オン名(@ド

メインは使用

できます) 

テキスト はい (空白) 作成する AD ユーザーのログオン名を指定します。 

ユーザーログ

オン名

(Windows 

2000 以前) 

テキスト はい (空白) 作成する AD ユーザーの Windows2000 以前のログオン

名を指定します。 

デフォルトでは[ユーザーログイン名＠ドメイン]の 

[ユーザーログイン名]部分が入力されます。 
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パスワード テキスト はい (空白) 作成する AD ユーザーのログオンパスワードを指定しま

す。 

E メール テキスト はい (空白) 作成する AD ユーザーの電子メールアドレスを指定しま

す。 

ユーザーは次

回ログイン時

にパスワード

変更が必要 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーは次回ログイン時にパス

ワードを変更する必要になります。 

[いいえ]に設定すると、ユーザーは[パスワード]パラメ

ータで指定したパスワードを使用する必要があります。 

ユーザーはパ

スワードを変

更できない 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーは[パスワード]パラメー

タで指定されたパスワードを変更できません。 

このパラメータは[ユーザーは次回ログイン時にパスワ

ード変更が必要]パラメータが[いいえ]に設定する場合

のみ、有効になります。 

パスワードを

無期限にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、設定したパスワードは期限切れに

なりません。 

アカウントを

無効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、作成されたアカウントは無効な状

態になります。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 

・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ

ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。従っ

て、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本インタ

ーフェイスのみが公開されます。他のインターフェイス

は利用できなくなります 
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・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

ユーザーの変更 

説明 

既存の AD ユーザーを有効化、無効化、削除、または名前変更します。 

また、AD ユーザーのパスワードを変更またはリセットすることも可能です。 

 

用途 

他の Active Directory アクティビティと組み合わせて、ユーザーアカウントの検出、無効化、削除、有効化、名前の

変更をしたり、パスワードをリセットしたりします。 

 

ユーザー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー

LDAP パス 

テキスト はい (空白) 

 

変更対象の AD ユーザーの LDAP パスを指定します。 

[ユーザーの選択]を押すことで、AD ユーザーを選択可

能です。 

アクション テキスト 

(選択式) 

はい 有効 対象の AD ユーザーに対しての操作(アクション)を指定

します。 

・有効 - AD ユーザーを有効にします 

・無効 - AD ユーザーを無効にします 

・名前の変更 - AD ユーザーの名前を変更します 

・削除 - AD ユーザーを削除します 

・パスワードのリセット - AD ユーザーのパスワードを

リセットします 

新しいユーザ

ー名 

テキスト はい (空白) 変更する名前を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータで[名前の変

更]パラメータを選択した場合のみ有効になります。 

新しいパスワ

ード 

テキスト はい (空白) 変更するパスワードを指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータで[パスワー

ドのリセット]パラメータを選択した場合のみ有効にな

ります。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 
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・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ

ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。従っ

て、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本インタ

ーフェイスのみが公開されます。他のインターフェイス

は利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

グループの作成 

説明 

指定した親コンテナに新しい Active Directory グループを作成します。 

グループは単一のユニットとして管理できる、ユーザー、連絡先、コンピューターおよび他のグループを含むことが

できる Active Directory オブジェクトです。 

 

用途 

メンバーを追加するため、AD グループを作成します。 

ユーザーまたはコンピューターが特定のグループに所属する場合、そのグループメンバーといいます。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

親 LDAP パ

ス 

テキスト はい (空白) 

 

親 Active Directory(以下 AD)コンテナの

LDAP(Lightweight directory Access Protocol)パスを指

定します。通常、ディレクトリサーバー上のディレクト

リデータツリーのルートです。[コンテナの選択]ボタン

をクリックして、WindowsActiveDirectory ダイアログ

ボックスから選択可能です。 

名前 テキスト はい (空白) 作成する AD グループの名前を指定します。 

表示名 テキスト いいえ (空白) 作成する AD グループの表示名を指定します。 

説明 テキスト いいえ (空白) 作成する AD グループについての説明を記述します。 

グループタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ セキュリティ 作成する AD グループのタイプを指定します。AD グル

ープに対してメールを送信する場合、グループ内全ての

メンバーに送信されます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・セキュリティ - 共有リソースへのユーザーおよびコン

ピューターのアクセスを管理します。グループポリシー

設定を受け取るユーザーを制御することも可能です。こ

れにより、複数のコンピューターに一度アクセス許可を

設定し、必要に応じてグループのメンバーシップの変更

が可能です。また、グループをメールの配布リストとし

て使用することも可能です 

・ディストリビューション - ディストリビューションは

主にメールの配布リストとしてのみ使用されます。

Microsoft Exchange や Outlook などのメールアプリケー

ションで使用されます。リストから連絡先を削除または

追加することにより、配布グループに送信されたメール

を受信するかを設定します。 

ディストリビューショングループの場合、オブジェクト

に対しての権限を割り当てることはできません。また、

グループポリシーフィルターの使用も不可です 
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グループスコ

ープ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ ドメインロー

カルグループ 

作成する AD グループのスコープを指定します。スコー

プはどのタイプのユーザーをまとめるかを記述します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ドメインローカルグループ - ドメインローカルグルー

プと同じドメインにあるリソースに対してアクセス権限

を与えます。ドメインローカルグループは様々な機能レ

ベル(mixed、native、interim)のドメインまたはフォレ

ストに存在できます。 

ドメインローカルグループは任意のドメインからユーザ

ーアカウント、ユニバーサルグループまたは 

グローバルグループとしてメンバーを追加することが可

能です 

・グローバルグループ - 近似的な機能を持つユーザーを

グローバルスコープとしてまとめ、ローカルまたは同じ

フォレスト内の別ドメインで使用可能なリソース(プリ

ンター、共有フォルダなど)にアクセスする権限を与え

ます。つまり、グローバルグループは単一のフォレスト

以外の任意のドメインにあるリソースアクセスする権限

を与えます 

・ユニバーサルグループ - Windows 2000 native または

Windows Server 2003 ドメインの機能レベルドメインで

セキュリティプリンシパル(セキュリティグループタイ

プ)としてのみ使用できるため、メールの配布リストま

たは信頼済みのドメインにあるリソースにアクセス権限

を与えます 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 

・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ
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ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。従っ

て、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本インタ

ーフェイスのみが公開されます。他のインターフェイス

は利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Activie Directory> 

グループの変更 

説明 

管理者として既存の AD グループに対して、削除、名前変更の操作を行います。 

 

用途 

AD 管理のバッチ処理として複数のユーザーを既存の AD グループから削除・追加します。 

AD グループを削除または名前を変更する場合にも利用されます。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ

LDAP パス 

テキスト はい (空白) 

 

変更する AD グループの LDAP パスを指定します。 

[グループを選択]ボタンを押すことで、AD グループを

選択可能です。 

アクション テキスト 

(選択式) 

はい ユーザーの追

加 

変更する AD グループに対して実行するアクション(操

作)を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザーの追加 - 1 人以上のユーザーを AD グループ

に追加します 

・ユーザーの消去 - 1 人以上のユーザーを AD グループ

から削除します 

・名前の変更 - AD グループの名前を変更します 

・削除 - AD グループを削除します 

新しい名前 テキスト はい (空白) 変更する AD グループの新しい名前を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータを[名前の変

更]に設定した場合のみ、有効になります。 

ユーザー

LDAP また

は共通名(cn) 

テキスト はい (空白) 

 

追加/削除する AD ユーザーの LDAP パスを指定しま

す。[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックすることで指定可能です。 

また、[ユーザーの追加]ボタンを押すことでも指定可能

です。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 
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・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ

ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。従っ

て、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本インタ

ーフェイスのみが公開されます。他のインターフェイス

は利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

グループメンバーの取得 

説明 

特定の AD グループからすべてのメンバーを取得し、データセットに格納します。 

 

用途 

管理者は特定の AD グループからすべてのメンバーの情報を取得します。 

「Loop - Dataset」アクティビティを利用し、1 人以上のメンバーを追加、削除、名前変更できます。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 取得対象となる AD グループの LDAP パスを指定しま

す。[グループの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスからの選

択も可能です。 

データセット

を作成してグ

ループメンバ

ーを設定する 

テキスト はい (空白) 取得したグループメンバーを格納するデータセットを指

定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 

・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。 

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。 
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従って、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本イ

ンターフェイスのみが公開されます。他のインターフェ

イスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.MemberName テキスト AD グループメンバーのユーザー名を返します。 

theDataset.LDAPPath テキスト AD グループメンバーの LDAP パスを返します。 
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<Active Directory> 

リストオブジェクトのパス 

説明 

指定されたパス配下のすべての AD オブジェクト(コンピューター、ユーザー、グループなど)のパスをリストとして

取得し、データセットに格納します。 

 

用途 

他の ActiveDirectory アクティビティと一緒に使用して、インフラストラクチャおよびオブジェクトに関する情報を

取得し、レポートを作成する際に役立ちます。作成したレポートは管理、配布、監査の目的として利用されます。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クエリタイプ テキスト 

(選択式) 

はい シンプルフィ

ルター 

Active Directory(以下 AD)オブジェクトの

LDAP(Lightweight directory Access Protocol)パスを取

得する方法を指定します。使用可能なアクションは次の

とおりです。 

・シンプルフィルター - シンプルフィルターで AD オブ

ジェクトを選択します 

・カスタムフィルター - より細かいフィルターで AD オ

ブジェクトを選択します。 

・ADO クエリ - より高度な SQL または LDAP クエリ

を使用して AD オブジェクトを選択します 

親 LDAP パ

ス 

テキスト 

 

はい (空白) 

 

親 AD オブジェクトの LDAP パスを指定します。 

[コンテナの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

このパラメータは[クエリタイプ]パラメータを[シンプ

ルフィルター]または[カスタムフィルター]に設定した

場合のみ、有効になります。 

タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ ユーザー パスを取得するオブジェクトのタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザーオブジェクトパスをリストします 

・グループ - グループオブジェクトパスをリストします 

・コンピューター - コンピューターパスをリストします 

・組織単位 - 組織単位(OU)のオブジェクトパスをリス

トします 

・プリンター - プリンターオブジェクトパスをリストし

ます 

このパラメータを[クエリタイプ]パラメータが[シンプ

ルフィルダー]に設定されている場合のみ、有効になり

ます。 

フィルター テキスト はい (空白) 特定の AD オブジェクトを検索する時に使用するフィル

ターを指定します。このパラメータを[クエリタイプ]パ

ラメータが[シンプルフィルダー]に設定されている場合

のみ、有効になります。 
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カスタムフィ

ルター 

テキスト はい (空白) カスタムフィルターを指定します。 

このパラメータは[クエリタイプ]パラメータを[カスタ

ムフィルター]に設定した場合のみ、有効になります。 

クエリ(SQL

または

LDAP 構文) 

テキスト はい (空白) SQL または LDAP ADO クエリ文字列を指定します。 

このパラメータは[クエリタイプ]パラメータを[ADO ク

エリ]に設定した場合のみ、有効になります。 

データセット

を作成して

LDAP パス

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットを指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 はい 120 クエリのタイムアウト時間を設定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド)

を使用します 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者を識別し、送信中にメッセージが

変更されていないことを保証する暗号署名を添付します 

・SecureSocketLayer - メッセージに暗号署名を添付し、

送信者を識別し、送信中にメッセージが変更されていな

いことを確認します 

・ReadonlyServer - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ

ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します 

・Annoymous - 認証は実行されません 

・FastBind - ADSI(Active Directory サービスインターフ

ェイス)は Active Directory ドメインサービスの

objectClass プロパティに対して、クエリしません。従っ

て、すべての ADSI オブジェクトで対応する基本インタ

ーフェイスのみが公開されます。他のインターフェイス

は利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 
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・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - ADSI がユーザーのセキュリティコンテ

キストを委任できるようにします。この認証方法はドメ

イン間でオブジェクトを移動するために必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

不要なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ClassName テキスト クラス名を返します。 

theDataset.Guid テキスト DirectoryEntry の GUID を返します。 

theDataset.Name テキスト ディレクトリーサービス下のオブジェクト名を返します。 

theDataset.NativeGuid テキスト プロバイダーから返される DirectoryEntry の GUID を返します。 

theDataset.Path テキスト DirectoryEntry のパスを返します。 
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<Active Directory> 

オブジェクト パスの取得 

説明 

指定した AD オブジェクトの LDAP パスを変数に格納します。 

 

用途 

AD オブジェクトのパスを取得し、後続のアクションで使用します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 親 Active Directory(以下 AD)コンテナの

LDAP(Lightweight directory Access Protocol)パスを指

定します。通常、ディレクトリサーバー上のディレクト

リデータツリーのルートです。[コンテナの選択]ボタン

をクリックして、WindowsActiveDirectory ダイアログ

ボックスから選択可能です。 

名前 テキスト はい (空白) パスを取得する AD オブジェクトの名前を指定します。

*または?などのワイルドカード文字を使用可能です。例

えば、[S*]と指定すると S から始まるすべての AD オブ

ジェクトをフィルタリングします。 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい ユーザー 取り出すオブジェクトのタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザータイプのパスを取得します 

・グループ - グループタイプのパスを取得します 

・コンピューター - コンピュータータイプのパスを取得

します 

・組織単位 - 組織単位(OU)タイプのパスを取得します 

・プリンター - プリンタータイプのパスを取得します 

変数にオブジ

ェク LDAP

を設定する 

テキスト はい (空白) 

 

取得した AD オブジェクトのパスを格納する既存の変数

を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption - 送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 
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・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  - WinNT プロバイダーの場合、ADSI

はドメインコントローラーへの接続を試します。Active 

Directory ドメインサービスの場合、このフラグは、サ

ーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが不要で

あることを示します。 

・Annoymous - 認証は行いません 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります。 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクト データセットの取得 

説明 

指定した AD オブジェクト(ユーザー、グループ、コンピューターなど)のプロパティをデータセットとして取得しま

す。 

オブジェクトの各プロパティはデータセットの列名となり、最初の一行はプロパティの値を格納します。 

 

用途 

特定の AD オブジェクトのプロパティを取得し、「Loop - Dataset」アクティビティを用いプロパティを後続のステッ

プで使用できます。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 取得したい AD オブジェクトの LDAP パスを指定しま

す。 

[オブジェクトの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

[コンテナの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

するドメインから親コンテナを選択します。 

データセット

を作成して

Active 

Directory 

オブジェクト

を設定する 

テキスト はい (空白) AD オブジェクトのプロパティ名とプロパティ値を格納

するデータセットの名前を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 
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・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は行いません。 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。 

ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユーザー

名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.PropertyName テキスト AD オブジェクトのプロパティ名を返します。 

theDataset.PropertyValue テキスト AD オブジェクトのプロパティの値を返します。 
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<Active Directory> 

オブジェクトの作成 

説明 

指定したタイプと名前の AD オブジェクトを作成します。 

 

用途 

新しい Active Directory Organaizational Unit(ユーザー、グループ、コンピューターまたは他の OU などのオブジェ

クトを設定するコンテナ)を作成するために使用します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

親 LDAP パ

ス 

テキスト はい (空白) 親 Active Directory(以下 AD)コンテナの

LDAP(Lightweight directory Access Protocol)パスを指

定します。通常、ディレクトリサーバー上のディレクト

リデータツリーのルートです。[コンテナの選択]ボタン

をクリックして、WindowsActiveDirectory ダイアログ

ボックスから選択可能です。 

タイプ テキスト

(選択式) 

はい コンピュータ

ー 

作成する AD オブジェクトのタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・コンピューター - コンピューターオブジェクトを作成

します 

・組織単位 - 組織単位(OU)を作成します 

名前 テキスト はい (空白) 作成する AD オブジェクトの名前を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 
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・Annoymous - 認証は行いません。 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクトの削除 

説明 

指定されたパスの AD オブジェクトを削除します。 

 

用途 

使用されなくなったプリンターやコンピューター、AD オブジェクトを削除する時に利用します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 

 

削除したい AD オブジェクトの LDAP パスを指定しま

す。[オブジェクトの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

[コンテナの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

するドメインから親コンテナを選択します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

 

・Annoymous - 認証は行いません。 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 
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・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクトの移動 

説明 

指定した AD オブジェクトを指定した親 AD コンテナに移動します。 

 

用途 

ユーザーの部門異動などにより、ある組織単位から別の組織単位に AD ユーザーを移動するために使用します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 削除したい AD オブジェクトの LDAP パスを指定しま

す。 

[オブジェクトの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

[コンテナーの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

するドメインから親コンテナを選択します。 

オブジェクト

の移動先コン

テナーの

LDAP パス 

テキスト はい (空白) 移動先の LDAP パスを指定します。 

[コンテナーの選択]ボタンをクリックして、ドメインか

ら親コンテナを選択します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は行いません。 
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・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクトの名前を変更 

説明 

指定した AD オブジェクトの名前を変更します。 

 

用途 

特定の AD オブジェクト(ユーザーアカウント、プリンターなど)の名前を変更します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 

 

名前を変更したい AD オブジェクトの LDAP パスを指

定します。 

[オブジェクトの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

[コンテナーの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

するドメインから親コンテナを選択します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) AD オブジェクトの新しい名前を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。 

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は行いません。 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。 
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従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基本イ

ンターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクト プロパティの取得 

説明 

指定した AD オブジェクトの特定のプロパティを指定し、そのプロパティの値を取得します。 

 

用途 

特定の AD オブジェクトのプロパティを取得し、後続のステップで利用します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) プロパティ値を取得したい AD オブジェクトの LDAP

パスを指定します。 

[オブジェクトの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

可能です。 

[コンテナーの選択]ボタンをクリックして、

WindowsActiveDirectory ダイアログボックスから選択

するドメインから親コンテナを選択します。 

プロパティ名 テキスト はい 組み込みのセ

キュリティ プ

リンシパル 

取得する AD オブジェクトのプロパティ名を指定しま

す。オブジェクトの指定により選択可能なプロパティ名

は変更されます(cn、objectClass、description、

distinguishedName など)。使用可能なオブジェクトは次

のとおりです。 

・組み込みのセキュリティプリンシパル 

・連絡先 

・コンピューター 

・グループ 

・ユーザー 

・組織単位 

変数にプロパ

ティ値を設定

する 

テキスト はい (空白) 取得した AD オブジェクトのプロパティ値を格納する既

存の変数を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 
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    ・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 

・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は行いません 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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<Active Directory> 

オブジェクト プロパティの設定 

 

説明 

選択した AD オブジェクトの特定のプロパティに値を設定します 

 

用途 

AD オブジェクトの特定のプロパティを変更するために使用できます。たとえば、Active Directory ユーザーアカウン

トの名前を変更する場合、共通名(CN)、識別名(DN)、姓(SN)などのプロパティの名前を変更します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

LDAP パス テキスト はい (空白) 

 

プロパティ値を設定したい AD オブジェクトの LDAP

パスを指定します。[オブジェクトの選択]ボタンをクリ

ックして、WindowsActiveDirectory ダイアログボック

スから選択可能です。[コンテナーの選択]ボタンをクリ

ックして、WindowsActiveDirectory ダイアログボック

スから選択するドメインから親コンテナを選択します。 

プロパティ名 テキスト はい 組み込みのセ

キュリティ プ

リンシパル 

設定する AD オブジェクトのプロパティ名を指定しま

す。オブジェクトの指定により選択可能なプロパティ名

は変更されます(cn、objectClass、description、

distinguishedName など) 

使用可能なオブジェクトは次のとおりです。 

・組み込みのセキュリティプリンシパル 

・連絡先 

・コンピューター 

・グループ 

・ユーザー 

・組織単位 

プロパティ値 テキスト はい (空白) 設定するプロパティ値を指定します。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 使用される認証のタイプを指定します。利用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証タイプを使用します 

・None - LDAP プロバイダーで基本認証(単純バインド) 

・Secure - 安全な認証を要求します。このフラグが設定

されると、WinNT プロバイダーは NTLM を使用してク

ライアントを認証します 

・Encryption  -送信者がメッセージに署名を添付し、署

名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが改竄さ

れない仕組みです 
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・SecureSocketLayer - 送信者がメッセージに署名を添付

し、署名で送信者が識別でき、送信途中でメッセージが

改竄されない仕組みです 

・ReadonlyServer  -  WinNT プロバイダーの場合、

ADSI はドメインコントローラーへの接続を試します。

Active Directory ドメインサービスの場合、このフラグ

は、サーバーレスバインドに書き込み可能なサーバーが

不要であることを示します 

・Annoymous - 認証は行いません。 

・FastBind - ADSI は Active Directory ドメインサービ

スの objectClass プロパティに対して、クエリしませ

ん。従って、すべての ADSI オブジェクトに対応する基

本インターフェイスのみが公開されます。 

他のインターフェイスは利用できなくなります 

・Signing - データの整合性を検証して、受信したデータ

が送信したデータと同じであることを確認します。署名

を使用するには、セキュアフラグも設定する必要があり

ます 

・Sealing - Kerberos を使用してデータを暗号化しま

す。Sealing を使用するには、セキュアフラグを設定す

る必要があります 

・Delegation - Active Directory サービスインターフェイ

ス(ADSI)がユーザーのセキュリティコンテキストを委

任できるようにします。この認証方法はドメイン間でオ

ブジェクトを移動するには必要です 

・ServerBind - ADsPath にサーバー名が含まれている場

合、且つ LDAP プロバイダーを使用する場合にはこの

フラグを指定します。ドメイン名を含むパスまたはサー

バーレスパスの場合、このフラグを使用しないでくださ

い。このフラグも指定せずにサーバー名を指定すると、

無駄なネットワークトラフィックが発生します 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザー名を指定しま

す。ログオンユーザーの資格情報を使用するには[ユー

ザー名]と[パスワード]パラメータを空白にします。 

注 1:ドメインユーザーは AD 情報にアクセスする権限を

持ちます。ただし、AD の変更権限を持つのはドメイン

管理者のみです 

パスワード テキスト いいえ (空白) このアクティビティを実行するユーザーに関連づいたパ

スワードを指定します。ログオンユーザーの資格情報を

使用するには[ユーザー名]と[パスワード]パラメータを

空白にします。 
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コンピューター 

Windows スタートメニューにおけるロック、再起動、シャットダウン、ログオフ、停止と休止状態にする操作を自動

化します。 

管理者はセキュリティ強化のため、営業時間外の特定の時間にシステムを強制的にログオフしたり、タスク終了後に

コンピューターをロックしたりできます。 

また、節電のため、一部のコンピューターまたはサーバーを停止、休止状態にする時もこのアクションを利用しま

す。 

また、ディスプレイの表示設定を自動調整する機能も含まれています。 

 

 

<コンピューター> 

ロック 

説明 

ワークステーションのディスプレイをロックするリクエストを送信します。 

 

用途  

不正な使用からワークステーションを保護するために、タスクの最終ステップに使用されます。 

通常、タスクがロック状態から開始される場合、このアクティビティを使用して、元の状態(ロック状態)にするため

に使用されます。 

 

このアクティビティにパラメータは含まれていません。 
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<コンピューター> 

ログオフ 

 

説明 

ログオフして、現在ログインしているユーザーの Windows セッションを終了します。 

 

用途 

例 1: 管理者は毎日の夜間の特定の時間にシステムを強制的にログオフします 

例 2: キーボードトリガーと組み合わせて、特定のホットキーを押すだけでログオフします 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アプリケーシ

ョンに通知せ

ずに強制的に

ログオフする 

はい/いい

え 

いいえ 

 

いいえ [はい]に設定すると、システムは他のアプリケーション

から終了可能な状態を示すメッセージが返されることを

待たずにログオフします。 
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<コンピューター> 

再起動 

説明 

コンピューターを再起動します。 

 

用途 

例 1: 管理者は自動インストールタスクにインストール処理後システムを再起動する処理として追加します 

例 2: レジストリを変更後、システムを再起動して、変更を反映します 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルコンピューターを再起動します。

このパラメータが有効な場合、[リモートコンピュータ

ー]パラメータは無視されます。 

リモートコン

ピューター 

テキスト はい (空白) 有効な場合、指定したリモートコンピューターを再起動

します。リモートコンピューターは Windows ネットワ

ーク上の IP アドレスまたはコンピューター名で指定可

能です。また、AutoMate は他のマシンを再起動する権

限を持つユーザーアカウントで実行する必要がありま

す。このパラメータが有効な場合、[ローカルコンピュ

ーター]パラメータは無視されます。 

ユーザーにロ

グオフを促す 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、カウントダウン付きのシャットダ

ウンダイアログボックスをユーザーに提示し、ユーザー

に現在作業を保存する時間を提供します。 

このパラメータは[リモートコンピューター]を有効にし

た場合のみ、有効になります。 

注 1:OS の制限により、Windows 95/98/ME ではこのパ

ラメータをサポートしません 

待機時間 数字 いいえ 5 Windows がシャットダウンする前に遅延する時間を指

定します。 

このパラメータは[ユーザーにログオフを促す]パラメー

タを有効にした場合、有効になります。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ Seconds [待機時間]パラメータで指定した値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Milliseconds - ミリ秒 

・Seconds - 秒 

・Minutes - 分 

・Hours - 時間 

シャットダウ

ン ダイアロ

グボックスに

表示するメッ

セージ 

テキスト いいえ (空白) Windows がシャットダウンする前に表示するダイアロ

グメッセージを指定します。このパラメータは[ユーザ

ーをログオフするように促す]パラメータを有効にした

場合、有効になります。 

注 1:OS の制限により、Windows 95/98/ME ではこのパ

ラメータをサポートしません 
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アプリケーシ

ョンに通知せ

ずにシステム

を再起動する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、システムは他のアプリケーション

から終了可能な状態を示すメッセージが返されることを

待たずに再起動します。 
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<コンピューター> 

サスペンド 

説明 

指定した時間に起動する可能性のあるコンピューターを一時停止(スリープ)します。 

このアクティビティは WindowsNT に対応していません。 

 

用途 

節電の一環として業務時間外など、オンにする必要のない特定のコンピューターまたはサーバーを停止する際に使用

します。このアクティビティをタスクの最終ステップに追加し、タスク実行端末が無駄な電力を費やさないようにし

ます。また、このアクティビティは停止状態にあるコンピューターを次のタスクが実行される直前(実行時刻がわか

る場合)に起動するように設定することも可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

起動待機時間 数字 いいえ いいえ 有効な場合、コンピューターが停止状態になった後、こ

こで指定した時間を経てからコンピューターを停止状態

から再開状態に戻します。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ Seconds [起動待機時間]パラメータに指定した値の単位を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Milliseconds - ミリ秒 

・Seconds - 秒 

・Minutes - 分 

・Hours - 時間 

起動時間 数字 いいえ 現在の時間 コンピューターが停止状態から再開する時間を一定の遅

延後ではなく、特定の時間として指定します。 

指定された時

間を過ぎてい

る場合ステッ

プは無視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[起動時間]パラメータで指定した

時間が既に経過している場合、このステップは無視され

ます。 

強制的にサス

ペンドする 

(アプリケー

ションに許可

要求を送信し

ない) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、システムは他のアプリケーション

から終了可能な状態を示すメッセージが返されることを

待たずに停止状態(スリープ)にします。 
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<コンピューター> 

休止状態 

説明 

コンピューターの状態を保持したまま電源を切ります。 

 

用途 

休止状態を使用することで節電できます。停止モード(スリープ)と似ていますが、停止モードと比べ再開が遅くなる

一方、より電力節約の効果があります。 

休止状態は電源を入れなおした後、実行中のプログラムを復元するため、シャットダウン前に保存されていないデー

タを保存する手間を省けます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

起動待機時間 数字 いいえ いいえ 有効な場合、コンピューターが停止状態になった後、こ

こで指定した時間を経てからコンピューターを停止状態

から再開状態に戻します。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ Seconds [起動待機時間]パラメータに指定した値の単位を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Milliseconds - ミリ秒 

・Seconds - 秒 

・Minutes - 分 

・Hours - 時間 

起動時間 数字 いいえ 現在の時間 コンピューターが停止状態から復帰する時間を一定の遅

延後ではなく、特定の時間として指定します。 

指定された時

間を過ぎてい

る場合ステッ

プを無視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[起動時間]パラメータで指定した

時間が既に経過している場合、このステップは無視され

ます。 

強制的に休止

状態にする 

(アプリケー

ションに許可

要求を送信し

ない) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、システムは他のアプリケーション

から終了可能な状態を示すメッセージが返されることを

待たずに停止状態にします。 
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<コンピューター> 

シャットダウン 

説明 

コンピューターをシャットダウンします。 

Windows 95/98/ME の場合、ローカルコンピューターのシャットダウンのみ対応しています。 

 

用途 

例 1: 管理者は、毎日夜間の特定の時間にコンピューターをシャットダウンします 

例 2: キーボードトリガーと組み合わせて、特定のホットキーを押すだけでシャットダウンします 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルコンピューターをシャットダウンし

ます。このパラメータが有効な場合、[リモートコンピュー

ター]パラメータは無視されます。 

リモートコン

ピューター 

テキスト はい (空白) 有効な場合、指定したリモートコンピューターをシャット

ダウンします。リモートコンピューターは Windows ネッ

トワーク上の IP アドレスまたはコンピューター名で指定可

能です。また、AutoMate は他のマシンをシャットダウン

する権限を持つユーザーアカウントで実行する必要があり

ます。このパラメータが有効な場合、[ローカルコンピュー

ター]パラメータは無視されます。 

ユーザーにロ

グオフを促す 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、カウントダウン付きのシャットダウ

ンダイアログボックスをユーザーに提示し、ユーザーに現

在作業を保存する時間を提供します。 

このパラメータは[リモートコンピューター]を有効にした

場合のみ、有効になります。 

注 1:OS の制限により、Windows 95/98/ME ではこのパラ

メータをサポートしません 

待機時間 数字 いいえ 5 Windows がシャットダウンする前に遅延する時間を指定し

ます。このパラメータは[ユーザーにログオフを促す]パラ

メータを有効にした場合、有効になります。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ seconds [待機時間]パラメータで指定した値の単位を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Milliseconds - ミリ秒 

・Seconds - 秒 

・Minutes - 分 

・Hours - 時間 

シャットダウ

ンダイアログ

ボックスに表

示するメッセ

ージ 

テキスト いいえ (空白) Windows がシャットダウンする前に表示するダイアログメ

ッセージを指定します。このパラメータは[ユーザーをログ

オフを促す]パラメータを有効にした場合、有効になりま

す。 

注 1:OS の制限により、Windows 95/98/ME ではこのパラ

メータをサポートしません 
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アプリケーシ

ョンに通知せ

ずにシステム

をシャットダ

ウンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、システムは他のアプリケーションか

ら終了可能な状態を示すメッセージが返されることを待た

ずにシャットダウンします。 
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<コンピューター> 

表示 

説明 

指定したディスプレイデバイスの現在の解像度、色の濃さ、ディスプレイの周波数などを調整します。 

 

用途 

例 1: マウスのクリックなどピクセル座標を使用するタスクを実行時、タスク作成時とシステム状態を一致させるた

めに解像度を標準に戻します 

例 2: キーボードトリガーと組み合わせて、特定のホットキーを押すだけで解像度を切り替えます 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ディスプレイ 

デバイス 

テキスト はい (ローカルのプ

ライマリ 

ディスプレイ

デバイス名) 

調整対象のディスプレイデバイスを指定します。 

このパラメータの指定は特にモニターを複数使用してい

る場合に役立ちます。 

 

色の濃さ(ビ

ット) 

数字 いいえ (ローカルのシ

ステムデフォ

ルト設定) 

色の濃さ(ビット単位)を調整します。 

色の濃さはディスプレイで表示可能の全ての色を指しま

す。プルダウンリストからディスプレイデバイスが表示

可能のビット数を選択します。 

ディスプレイ

の周波数 

数字 いいえ (ローカルのシ

ステムデフォ

ルト設定) 

ディスプレイの周波数(Hz 単位)を調整します。 

プルダウンリストからディスプレイデバイスが選択可能

な周波数を選択します。 

幅 数字 いいえ (ローカルのシ

ステムデフォ

ルト設定) 

解像度の幅(ピクセル単位)を指定します。 

スライダーコントロールを利用し、解像度の幅と高さを

変更可能です。[選択したディスプレイ設定をテストす

る]ボタンを押すことで[幅]と[高さ]で設定した値を検証

できます。 

高さ 数字 いいえ (ローカルのシ

ステムデフォ

ルト設定) 

解像度の高さ(ピクセル単位)を指定します。 

スライダーコントロールを利用し、解像度の幅と高さを

変更可能です。[選択したディスプレイ設定をテストす

る]ボタンを押すことで[幅]と[高さ]で設定した値を検証

できます。 
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<コンピューター> 

日付/時刻の設定 

説明 

システム日付/時間をインターネットタイムサーバー(正確な時刻を提供するサーバー)に対応する時間に設定する

か、特定の日付/時間に設定します。 

 

用途 

システムの日付と時間を正確な値に設定するために使用されます。 

また、複数のマシン間で日付/時間を同期する場合に役立ちます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

NTP サーバ

ーを使用する 

テキスト いいえ はい 有効にすると、インターネットタイムサーバーを使用し

てシステム日付と時間を設定します。このパラメータを

有効にすると[指定された日付と時刻に設定する]パラメ

ータは無効になります。 

特定のタイム

サーバーを使

用する 

テキスト いいえ time.nrc.ca 有効にすると、選択可能なタイムサーバーのリストが表

示されます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・time.chu.nrc.ca 

・time.nrc.ca 

・navobs1.usnogps.navy.mil 

・navobs2.usnogps.navy.mil 

・tick.ucla.edu 

・tock.ucla.edu 

・time.nist.gov 

・time-a.nist.gov 

・time-b.nist.gov 

・tick.utoronoto.ca 

・tock.utoronto.ca 

ポート 数字 いいえ 123 使用するポートを指定します。デフォルトポートは 123

です。このパラメータは[特定のタイムサーバーを使用

する]を有効にした場合のみ、有効になります。 

指定された日

付と時刻に設

定する 

テキスト いいえ (現在の時刻) 有効にすると、システム日付/時間に特定の日付と時間

を設定します。 

このパラメータを有効にすると[NTP サーバーに設定す

る]パラメータは無効になります。 
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暗号化 

安全な通信に不可欠な暗号化アルゴリズムを使用して、データを容易に解読されないコードに変換する場合、こちら

のアクションを使用します。暗号化は、プライバシーとデータの整合性を保証するだけでなく、認証形式としても使

用可能です。 

暗号化アルゴリズムのタイプは主に 3 種類あり、秘密鍵暗号方式(SKC)、公開鍵暗号方式(PKC)とハッシュ関数から

なります。AutoMate の[暗号化]アクションはこの 3 つの暗号化アルゴリズムに対応しています。 

また、[暗号化]アクションは、ファイルの暗号化や復号を実行するだけでなく、キーコンテナーの作成・削除、既存

のキーコンテナーから公開鍵と秘密鍵の生成、生成した秘密鍵を使用してファイルにデジタル署名をする機能も提供

しています。 

なお、AutoMate は PGP(Pretty Good Privacy)にも対応しています。 

 

注意:ユーザーレベル RSA キーコンテナーは、特定のユーザーの Windows ユーザープロファイと共に保存され、その

特定の ID で実行されるアプリケーションの情報を暗号化および復号します。ユーザーレベル RSA キーコンテナーは

Windows ユーザープロファイルが削除されたときに、RSA キー情報が確実に削除されるようにする場合に役立ちま

す。ただし、保存された構成セクションを暗号化または復号するには、ユーザーレベルの RSA キーコンテナーを使

用する特定のユーザーがログインする必要があります。 

マシンレベル RSA キーコンテナーは該当コンピューターにログインできる全てのユーザーが利用でき、管理者アカ

ウントでログインしているときに保護された構成セクションを暗号化または復号できます。マシンレベル RSA キー

コンテナーは単体のアプリケーション、サーバー上すべてのアプリケーションまたは同じユーザーID で実行される

サーバー上のアプリケーショングループの情報を保護できます。 

マシンレベル RSA キーコンテナーはすべてのユーザーが使用できますが、必要なユーザーのみがアクセスできるよ

うに NTFS アクセスコントロールリスト(ACLs)で制御できます。 
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<暗号化> 

暗号化と署名 

説明 

1 つ以上のファイルを暗号化します。 

 

用途 

機密情報または個人情報を保護するために使用します。 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 暗号化するファイルのパスとファイル名を指定します。

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*や?) 

の使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 暗号化したファイルを保存するフォルダとファイル名を

指定します。 

フォルダが存在しない場合、実行時に自動的に生成され

ます。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情報

を格納します。 

キーリングフ

ァイル (公

開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイルを

[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイルを

[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

 

受信者/署名者 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

従来の暗号化

パスフレーズ

を使用する 

- - - - 

受信者 テキスト はい (空白) 秘密鍵を特定するために使用する、受信者の名前または

電子メールアドレスを指定します。 
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[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「受信者の選択」をクリックすると既存の署

名を追加できます。 

手動でメールアドレスまたは名前を入力するには「新し

い行を追加するにはここをクリックしてください」をク

リックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

注 1:少なくとも 1 つの署名が必要です。キーリングファ

イルから 1 つのメールアドレスまたは名前を入力する必

要があります 

署名者 テキスト はい (空白) 秘密鍵を特定するために使用する、名前または電子メー

ルアドレスを指定します。 

[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「受信者を選択する」をクリックすると既存

の署名を追加できます。 

キーリングパスフレーズとともに手動でメールアドレス

または名前を入力するには「新しい行を追加するにはこ

こをクリックしてください」をクリックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

注 1:少なくとも 1 つの署名が必要です。キーリングファ

イルから 1 つのメールアドレスまたは名前とそのキーリ

ングパスフレーズを入力する必要があります。キーリン

グ内のメールアドレスまたは名前に関連付けられたパス

ワードがない場合、[パスワード]フィールドは空白のま

まにすることができます。また、キーを識別するために

メールアドレスや名前が必要ない場合は[電子メールま

たは名前]フィールドを空にしてください 

対称アルゴリ

ズム 

テキスト 

(選択式) 

はい CAST5 使用する対称アルゴリズムを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Plain text 

・IDEA 

・TripleDES 

・CAST5 

・BLOWFISH 

・AES128 

・AES192 

・AES256 

・TWOFISH256 
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ハッシュアル

ゴリズム 

テキスト 

(選択式) 

はい 自動 使用するハッシュアルゴリズムを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・自動 

・MD5 

・SHA1 

・RIPEMD160 

・SHA256 

・SHA384 

・SHA512 

・SHA224 

保護レベル テキスト 

(選択式) 

はい 標準 保護レベルを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・なし 

・低 

・標準 

・高 

圧縮アルゴリ

ズム 

テキスト 

(選択式) 

はい なし 圧縮アルゴリズムを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・なし 

・ZIP 

・ZLib 

・BZip2 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、6.5x バージョン以降で導入された

新しい PGP 機能が対応可能になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、古い PGP アルゴリズムが 

対応可能になります。 

アーマー形式

(テキスト出

力) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、PGP と OpenPGP で ASCII アー

マー出力を有効にします。ASCII アーマー出力とは、バ

イナリデータを ASCII 印字可能な文字として出力しま

す。ASCII 印字可能文字のみをチャンネル(例えば、メ

ールチャンネル)、プロトコルをデータ転送の場合、バ

イナリデータからテキストに変更するエンコーディング

は必須になります。 

テキスト互換

モード 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、テキスト互換モードに設定されま

す。 

TAR アーカ

イブを作成す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、TAR アーカイブファイを抽出しま

す。 
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自己解凍型フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、自己解凍型ファイルを作成しま

す。 

入力データを

テキストとし

て扱う 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、入力をテキストとして扱います。 

拡張子の追加

(例:.enc) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 追加する拡張子を指定します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを暗号化対象から

除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 
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[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<暗号化> 

復号と確認 

説明 

1 つ以上の暗号化ファイルを復号します。 

 

用途 

「暗号化 - 暗号化と署名」アクティビティで暗号化されたファイルを復号および確認するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 復号するファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*や?) の

使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 復号したファイルを保存するフォルダとファイル名を指

定します。 

フォルダが存在しない場合、実行時に自動的に生成され

ます。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情報

を格納します。 

キーリングフ

ァイル(公開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイルを

[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイルを

[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 
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受信者/署名者 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パスフレーズ テキスト はい (空白) 指定したファイル復号や確認に使用するパスフレーズを

指定します。パスフレーズはパスワードより長く、セキ

ュリティを強化します。 

キーを自動で

選択する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、キーの認証を自動的に行います。 

受信者(E メ

ールまたは名

前) 

テキスト いいえ (空白) ファイルの復号に使用される OpenPGP キーID(メール

アドレスまたは名前)を指定します。複数のメールアド

レスまたは名前が入力された場合、実行時にリストを読

み、適切なものを選択します。 

[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「受信者を選択する」をクリックすると既存

の署名を追加できます。 

手動でメールアドレスまたは名前を入力するには「新し

い行を追加するにはここをクリックしてください」をク

リックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

受信者(パス

ワード) 

テキスト いいえ (空白) [E メールまたは名前]フィールに入力された情報に紐紐

付いたパスフレーズを指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

はい はい [はい]に設定する場合、6.5x バージョン以降で導入され

た新しい PGP 機能が対応可能になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、古い PGP アルゴリズムが対応

可能になります。 

TAR アーカ

イブを抽出す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、TAR アーカイブファイルが抽出

されます。 

 

拡張子の削除

(例:.enc) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 削除する拡張子を指定します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを復号対象から除

外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 



663 

 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<暗号化> 

暗号化 

説明 

指定された暗号化方式とアルゴリズムを使用して 1 つ以上のファイルを暗号化します。 

このアクションは対称暗号方式(パスフレース)と非対称暗号方式(公開鍵・秘密鍵)をサポートしています。 

 

用途 

あらゆるファイルを暗号化するためにセキュリティを目的で使用されます。機密情報や個人情報を非公開にするため

に役立ちます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 暗号化するファイルのパスとファイル名を指定します。

このパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*や?) 

の使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 暗号化したファイルを保存するフォルダとファイル名を

指定します。 

フォルダが存在しない場合、実行時に自動的に生成され

ます。 

データセット

を作成して暗

号化結果を設

定する 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情報

を格納します。 

 

暗号化する 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

暗号化タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ OpenPGP パ

スフレーズ 

暗号化方式を指定します。選択した暗号化タイプにより

後続のパラメータが異なります。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・OpenPGP パスフレーズ -特定の OpenPGP パスフレ

ーズを利用して暗号化します 

・OpenPGP 公開キー - OpenPGP 公開鍵を利用して暗

号化し、その公開鍵に対応する秘密鍵でのみ暗号化しま

す 

・PGP パスフレーズ - 特定の PGP パスフレーズで暗号

化します 

・PGP 公開キー - 公開鍵をメールアドレスと紐付け、

公開鍵に対応する PGP 秘密鍵で暗号化します 

・パスフレーズ - 特定のパスフレーズを利用して暗号化

します 

・公開キー - 非対称暗号方式(公開鍵と秘密鍵のペア)で

暗号化します。暗号化は公開鍵で実行され、対応する秘

密鍵でのみ暗号化します 
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対称アルゴリ

ズム 

テキスト 

(選択式) 

はい CAST5 使用する暗号化アルゴリズムを指定します。[暗号化タ

イプ]パラメータを[OpenPGP パスフレーズ],[Open 

PGP 公開キー],[PGP パスフレーズ]または[パスフレー

ズ]に設定した場合のみ有効になります。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

[OpenPGP パスフレーズ],[OpenPGP 公開キー],[PGP

パスフレーズ]を選択した場合: 

・Plain text 

・IDEA 

・TripleDES 

・CAST5 

・BLOWFISH 

・AES128 

・AES192 

・AES256 

・TWOFISH256 

[パスフレーズ]を選択した場合: 

・Rijndael 

・DES 

・RC2 

・TripleDES 

パスフレーズ テキスト はい (空白) このパスフレーズを用い、ファイルを暗号化します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP パスフレーズ],[PGP パスフレーズ]または

[パスフレーズ]に設定した場合のみ有効になります。 

キーリングフ

ァイル(公開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイルを

[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]または[PGP 公開キー]に設定した

場合のみ有効になります。 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイルを

[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 
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このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]または[PGP 公開キー]に設定した

場合のみ有効になります。 

受信者(E メ

ールまたは名

前) 

テキスト はい (空白) 秘密鍵を特定するために使用する、受信者の名前または

電子メールアドレスを指定します。 

[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「受信者の選択」をクリックすると既存の署

名を追加できます。 

手動でメールアドレスまたは名前を入力するには「新し

い行を追加するにはここをクリックしてください」をク

リックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

注 1:少なくとも 1 つの署名が必要です。キーリングファ

イルから 1 つのメールアドレスまたは名前を入力する必

要があります 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ有効になりま

す。 

キーE メール テキスト はい (空白) PGP 公開鍵に紐付いたメールアドレスを指定します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[PGP 公開キー]を指

定する場合のみ、有効になります。 

次を使用して

暗号化する 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) 暗号化手順を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・キーコンテナー - 暗号化するためにキーコンテナーを

使用します 

・キーファイル - 暗号化するためにキーファイルを使用

します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[公開キー]に指定し

た場合のみ、有効になります。 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 使用するキーコンテナーの名前を指定します。 

プルダウンから暗号化プロバイダー名のリストが表示さ

れます。このパラメータは[次を使用して暗号化する]パ

ラメータを[キーコンテナー]に指定した場合のみ、有効

になります。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト

(選択式) 

はい ユーザー キーコンテナーレベルを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ユーザー 

・マシン 

このパラメータは[次を使用して暗号化する]パラメータ

を[キーコンテナー]に指定した場合のみ、有効になりま

す。 

公開キーのパ

ス 

テキスト はい (空白) 使用する公開鍵のファイルのパスとファイル名を指定し

ます。 
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パラメータは[次を使用して暗号化する]を[キーファイ

ル]に選択する場合のみ有効になります。 

フォルダアイコンをクリックして適切な秘密キー(.pri)

ファイルを指定するか、テキストボックスに直接フルパ

スを入力します 

このパラメータは[次を使用して暗号化する]パラメータ

を[キーファイル]に指定した場合のみ、有効になりま

す。 

アーマー形式

(テキスト出

力) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、PGP と OpenPGP で ASCII アー

マー出力を有効にします。ASCII アーマー出力とは、バ

イナリデータを ASCII 印字可能な文字として出力しま

す。ASCII 印字可能文字のみをチャンネル(例えば、メ

ールチャンネル)、プロトコルをデータ転送の場合、バ

イナリデータからテキストに変更するエンコーディング

は必須になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータが[PGP パ

スフレーズ]または[PGP 公開キー]に設定されている場

合のみ、有効になります。 

暗号化する前

にデータを圧

縮する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、指定するファイルは暗号化する前

に圧縮します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータが[PGP パ

スフレーズ]または[PGP 公開キー]に設定している場合

のみ、有効になります。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、6.5x バージョン以降で導入された

新しい PGP 機能が対応可能になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、古い PGP アルゴリズムが 

対応可能になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

TAR アーカ

イブを作成す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、TAR アーカイブファイを作成しま

す。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

自己解凍型フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、自己解凍型ファイルを作成しま

す。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 
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アーマー形式

(テキスト出

力) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、PGP と OpenPGP で ASCII アー

マー出力を有効にします。ASCII アーマー出力とは、バ

イナリデータを ASCII 印字可能な文字として出力しま

す。ASCII 印字可能文字のみをチャンネル(例えば、メ

ールチャンネル)、プロトコルをデータ転送の場合、バ

イナリデータからテキストに変更するエンコーディング

は必須になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

圧縮アルゴリ

ズム 

テキスト

(選択式) 

いいえ ZIP 圧縮アルゴリズムを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・なし 

・ZIP 

・ZLib 

・BZip2 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフ

レーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合の

み、有効になります。 

拡張子の追加

(例:.enc) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 追加する拡張子を指定します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを暗号化対象から

除外します。ファイル名またはワイルドカードを使用で

きます。複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指

定することができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。[カスタム]ボタンをクリッ

クすると、日付/時間をリストから選択できます。[式]

にチェックを入れると、関数での指定が可能です。 
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ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。このオプション

は、[ファイルが存在する場合は上書きする]を[はい]に

設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。このオプションは、[ファイルが存在する

場合は上書きする]を[はい]に設定した場合のみ有効に

なります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。このオプションは、[ファイルが存在する場合は上

書きする]を[はい]に設定した場合のみ有効になりま

す。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<暗号化> 

復号 

説明 

暗号化された 1 つ以上のファイルを復号します。AutoMate が対応しているアルゴリズムで暗号化されたファイルで

あれば、AutoMate で暗号化していないファイルでも復号します。対称暗号方式(パスフレーズ)および非対称暗号方

式(公開鍵/秘密鍵)をサポートします。PGP がインストールされている場合、PGP エンジンを利用することも可能で

す。 

 

用途 

「暗号化 - 暗号化」アクティビティで暗号化したファイルを復号します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 復号するファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のパラメータは部分一致を示すワイルドカード(*や?) の

使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 復号したファイルを保存するフォルダとファイル名を指

定します。フォルダが存在しない場合、実行時に自動的

に生成されます。 

データセット

を作成して復

号結果を設定

する 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情報

を格納します。 

 

復号 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

暗号化タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ OpenPGP パ

スフレーズ 

暗号化方式を指定します。選択した暗号化タイプにより

後続のパラメータがことなります。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・OpenPGP パスフレーズ -有効な OpenPGP パスフレ

ーズを入力して復号します 

・OpenPGP 公開キー - 有効な OpenPGP 公開鍵を入力

して復号します 

・PGP パスフレーズ - 特定の PGP パスフレーズで復号

します 

・PGP 公開キー - 有効な PGP 公開/秘密鍵ペアを使用

して復号します 

・パスフレーズ - 有効なパスフレーズを入力して復号し

ます 

・公開キー - 有効な公開鍵を入力して復号します 

対称アルゴリ

ズム 

テキスト 

(選択式) 

はい Rijndael 使用する暗号化アルゴリズムを指定します。 

[暗号化タイプ]パラメータを[パスフレーズ]に設定した

場合のみ有効になります。使用可能なオプションは次の

とおりです。 
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・Rijndael 

・DES 

・RC2 

・TripleDES 

パスフレーズ テキスト はい (空白) このパスフレーズを用い、ファイルを復号します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを[Open 

PGP パスフレーズ],[PGP パスフレーズ],[PGP 公開キ

ー]または[パスフレーズ]に設定した場合のみ有効にな

ります。 

キーリングフ

ァイル(公開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイルを

[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]または[PGP 公開キー]に設定した

場合のみ有効になります。 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイルを

[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]または[PGP 公開キー]に設定した

場合のみ有効になります。 

受信者(E メ

ールまたは名

前) 

テキスト はい (空白) 秘密鍵を特定するために使用する、受信者の名前または

電子メールアドレスを指定します。 

[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「受信者の選択」をクリックすると既存の署

名を追加できます。 

手動でメールアドレスまたは名前を入力するには「新し

い行を追加するにはここをクリックしてください」をク

リックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

注 1:少なくとも 1 つの署名が必要です。キーリングファ

イルから 1 つのメールアドレスまたは名前を入力する必

要があります 
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このパラメータは[暗号化タイプ]パラメータを

[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ有効になりま

す。 

キーE メール テキスト はい (空白) PGP 公開鍵に紐付いたメールアドレスを指定します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[PGP 公開キー]を指

定する場合のみ、有効になります。 

次を使用して

暗号化する 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) 暗号化手順を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・キーコンテナー - 暗号化するためにキーコンテナーを

使用します 

・キーファイル - 暗号化するためにキーファイルを使用

します。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[公開キー]に指定し

た場合のみ、有効になります。 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 使用するキーコンテナーの名前を指定します。 

プルダウンから暗号化プロバイダー名のリストが表示さ

れます。このパラメータは[次を使用して暗号化する]パ

ラメータを[キーコンテナー]に指定した場合のみ、有効

になります。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト

(選択式) 

はい ユーザー キーコンテナーレベルを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ユーザー 

・マシン 

このパラメータは[次を使用して暗号化する]パラメータ

を[キーコンテナー]に指定した場合のみ、有効になりま

す。 

公開キーのパ

ス 

テキスト はい (空白) 使用する公開鍵のファイルのパスとファイル名を指定し

ます。 

パラメータは[次を使用して暗号化する]を[キーファイ

ル]に選択する場合のみ有効になります。 

フォルダアイコンをクリックして適切な秘密キー(.pri)

ファイルを指定するか、テキストボックスに直接フルパ

スを入力します 

このパラメータは[次を使用して暗号化する]パラメータ

を[キーファイル]に指定した場合のみ、有効になりま

す。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、6.5x バージョン以降で導入された

新しい PGP 機能が対応可能になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、古い PGP アルゴリズムが 

対応可能になります。 

このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パスフレ

ーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合のみ、

有効になります。 

TAR アーカ

イブを作成す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、TAR アーカイブファイを作成しま

す。このパラメータは[暗号化タイプ]を[OpenPGP パス

フレーズ]または[OpenPGP 公開キー]に設定した場合の

み、有効になります。 

拡張子の削除

(例:.enc) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した拡張子を削除します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを暗号化対象から

除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 
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ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<暗号化> 

署名 

説明 

指定した秘密鍵を使用してファイルにデジタル署名します。ファイルは複数のキーで署名できます。 

 

用途 

ファイルにデジタル署名をすることで、ファイルが改ざんされることを防ぎます。 

デジタル署名はキーペアを利用し、署名するメッセージを秘密鍵で暗号化し、署名ファイルを作成します。 

署名後、「暗号化 – 署名の検証」アクティビティで署名を検証することができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) デジタル署名するファイルのパスとファイル名を指定し

ます。このパラメータは部分一致を示すワイルドカード

(*や?) の使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) デジタル署名したファイルを保存するフォルダとファイ

ル名を指定します。 

フォルダが存在しない場合、実行時に自動的に生成され

ます。 

署名データセ

ットの作成と

設定 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情報

を格納します。 

キーリングフ

ァイル (公

開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイルを

[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファイ

ルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイルを

[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名者]タ

ブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わっていま

す。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジンも

合わせてインストールされます 
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署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

署名タイプ テキスト

(選択式) 

はい Non-Detached

署名 

デジタル署名のタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・クリアテキスト署名 

・Detached 署名 

・Non-Detached 署名 

ハッシュアル

ゴリズム 

テキスト 

(選択式) 

はい 自動 使用するハッシュアルゴリズムを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・自動 

・MD5 

・SHA1 

・RIPEMD160 

・SHA256 

・SHA384 

・SHA512 

・SHA224 

署名者 テキスト はい (空白) 秘密鍵を特定するために使用する、名前または電子メー

ルアドレスを指定します。 

[キーリングファイル]パラメータの[公開]と[秘密]で指

定した上で「署名者の選択」をクリックすると既存の署

名を追加できます。 

キーリングパスフレーズとともに手動でメールアドレス

または名前を入力するには「新しい行を追加するにはこ

こをクリックしてください」をクリックします。 

署名を削除するには、リストから署名を選択し「×」を

クリックします。 

注 1:少なくとも 1 つの署名が必要です。キーリングファ

イルから 1 つのメールアドレスまたは名前とそのキーリ

ングパスフレーズを入力する必要があります。キーリン

グ内のメールアドレスまたは名前に関連付けられたパス

ワードがない場合、[パスワード]フィールドは空白のま

まにすることができます。また、キーを識別するために

メールアドレスや名前が必要ない場合は[電子メールま

たは名前]フィールドを空にしてください 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、6.5x バージョン以降で導入された

新しい PGP 機能が対応可能になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、古い PGP アルゴリズムが 

対応可能になります。 

アーマー形式

(テキスト出

力) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、PGP と OpenPGP で ASCII アー

マー出力を有効にします。ASCII アーマー出力とは、バ

イナリデータを ASCII 印字可能な文字として出力しま

す。ASCII 印字可能文字のみをチャンネル(例えば、メ

ールチャンネル)、プロトコルをデータ転送の場合、バ

イナリデータからテキストに変更するエンコーディング

は必須になります。 

テキスト互換

モード 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、テキスト互換モードに設定されま

す。 

TAR アーカ

イブを作成す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、TAR アーカイブファイを抽出しま

す。 

自己解凍型フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、自己解凍型ファイルを作成しま

す。 

圧縮アルゴリ

ズム 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし 圧縮アルゴリズムを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・なし 

・ZIP 

・ZLib 

・BZip2 

拡張子の追加

(例:.enc) 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 追加する拡張子を指定します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを暗号化対象から

除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合の

み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 
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読み取り専用

ファイルを上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイル

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 

 



682 

 

ファイル属性 

 

  

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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<暗号化> 

署名の検証 

説明 

署名を確認し、ファイルが本来の送信者からのものであるかを検証します。 

 

用途 

ファイルの署名を確認し、適切なファイルを復号する際に使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) デジタル署名を検証するファイルのパスとファイル名

を指定します。このパラメータは部分一致を示すワイ

ルドカード(*や?) の使用が可能です。 

保存先 テキスト はい (空白) 確認したファイルを保存するフォルダとファイル名を

指定します。 

フォルダが存在しない場合、実行時に自動的に生成さ

れます。 

データセット

に検証結果を

設定する 

テキスト はい (空白) データセットを作成してこのアクションについての情

報を格納します。 

キーリングフ

ァイル(公開) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 公開キーリングファ

イルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する秘密キーリングファイル

を[秘密]パラメータに指定することで、[受信者/署名

者]タブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わってい

ます。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジ

ンも合わせてインストールされます 

キーリングフ

ァイル(秘密) 

テキスト はい (空白) PGP、OpenPGP または GnuPG 秘密キーリングファ

イルのパスとファイル名を指定します。 

指定したファイルと対応する公開キーリングファイル

を[公開]パラメータに指定することで、[受信者/署名

者]タブに適切な署名情報が設定されます。 

注 1:AutoMate には OpenPGP エンジンが備わってい

ます。AutoMate インストール時に OpenPGP エンジ

ンも合わせてインストールされます 

 

  



684 

 

署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

署名タイプ テキスト

(選択式) 

はい NonDetached

署名 

デジタル署名のタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・クリアテキスト署名 

・Detached 署名 

・Non-Detached 署名 

署名ファイル テキスト いいえ (空白) デタッチされた署名ファイルを指定します。 

このパラメータは[署名タイプ]パラメータを[Detached

署名]に設定した場合のみ有効になります。 

キーを自動で

選択する 

はい/い

いえ 

いいえ はい [はい]に設定すると、キーの認証を自動的に行いま

す。 

TAR アーカイ

ブを抽出する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、TAR アーカイブファイルが抽

出されます。このパラメータは[署名タイプ]パラメー

タが[Non-Detached 署名]に設定されている場合にのみ

有効です。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

新機能を使用

する

(PGP>6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、6.5x バージョン以降で導入され

た新しい PGP 機能が対応可能になります。 

古いパケット

を使用する

(PGP2.3x、

6.5x) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、古い PGP アルゴリズムが 

対応可能になります。 

拡張子の削除

(例:.enc) 

テキスト いいえ (空白) 削除する拡張子を指定します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除

外する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを暗号化対象から

除外します。 

ファイル名またはワイルドカードを使用できます。 

複数のエントリは、パイプ記号(|)で区切って指定するこ

とができます(例:*.txt|*.bak)。 

注 1:「テキスト*.txt」のような指定はできません 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]に入力された

値を正規表現だとみなします。 

[いいえ]に設定すると、値は文字列だとみなされます。 
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より新しい

場合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より新しいフ

ァイルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ]に設定すると、この機能は無効になり、ファイ

ルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

より古い場

合のみ 

日付 いいえ (空白) [はい]に設定すると、指定した日付/時刻より古いファ

イルに対してのみ、このアクションが実行されます。 

[いいえ」に設定すると、この機能は無効になり、ファ

イルの日付は無視されます。 

[カスタム]ボタンをクリックすると、日付/時間をリス

トから選択できます。[式]にチェックを入れると、関数

での指定が可能です。 

ファイルが

存在する場

合は上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに保存先に

存在する場合ファイルは上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルは上書きされま

せん。ただし保存先に同名のファイルが存在する場合、

エラーになります。 

新しい場合

のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存

在する場合

のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に同名のファイルが存在す

るファイルのみ上書きで移動されます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

読み取り専

用ファイル

を上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が読み取り専用属性であっても上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、読み取り専用ファイルは上書き

されません。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

隠しファイ

ルを上書き

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、保存先に存在する同名のファイル

が隠しファイルであっても同様に上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、隠しファイルは上書きされませ

ん。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

サブフォル

ダーを含め

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する際には

[ソース]パラメータに指定された条件に一致するファイ

ルを、サブフォルダ内を含めて検索します。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 
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フォルダー

構造を保持

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにあるサブフォル

ダ構造を保持します。 

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ有効になります。 

アーカイブ

属性をオフ

にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定されたソースファイルのアー

カイブ属性をオフに設定します。 

大文字と小

文字を区別

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースで指定されたマスクの大文

字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定すると、大文字小文字は無視されます。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.Signature テキスト 署名ユーザー情報を返します。 

・The name associated with the Key 

・No Name :特定のキーリングでキーが使用する識別子(名前また

はメールアドレス)が空の場合、この値を返します 

・Unknown Key:キーリングの識別子がない場合、この値を返しま

す 

theDataset.Validity テキスト 署名の確認結果を返します。 

・Valid - キーは有効です 

・Invalid - キーは無効です 

・Corrupted - キーは破損しています 

・KeyNotFound - 有効なキーが見つかりません。キー/パスフレー

ズ組み合わせがキーリングで指定したものと一致しない場合も含み

ます 

・UnknownAlgorithm - 不明または AutoMate が対応していないア

ルゴリズムです 
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<暗号化> 

作成 

説明 

マシンレベルまたはユーザーレベルのキーコンテナーを生成します。 

キーコンテナーは特定のユーザーやコンピューターに属するキーペア(公開/秘密鍵)を含む Windows のキーデータベ

ースの一部です。 

 

用途 

特定のユーザーまたはコンピューターで実行されるデータの暗号化/復号するために使用されます。 

他の暗号化アクション(暗号化、署名、署名の検証)を使用する前このアクションを使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) キーコンテナーを作成します。 

一意に特定できるキーコンテナー名前を指定します。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト 

(選択式) 

いいえ ユーザー 作成するキーコンテナーをユーザーレベルまたはマシン

レベルのどちらに設定するかを指定します。Windows

ではすべてのユーザーがマシンレベルのキーコンテナー

を使用できますが、ユーザーレベルのキーコンテナー

は、キーコンテナーを作成(またはインポート)したユー

ザーのみが使用できます。使用可能なオプションが次の

とおりです。 

・ユーザー 

・マシン 

キーサイズ テキスト 

(選択式) 

はい 2048 暗号化アルゴリズムに利用するキーのサイズと長さ(ビ

ット数)を指定します。 

AutoMate は(非対称)RSA システムで標準化されたキー

サイズを利用します。 

キーサイズは暗号化アルゴリズム 

・1024 

・2048 

・4096 

・8192 

注 1:キーサイズが大きいほど暗然ですが、生成に時間が

かかります 
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<暗号化> 

削除 

説明 

既存のユーザーレベルまたはマシンレベルのキーコンテナーを削除します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 削除するキーコンテナーを指定します。 

プルダウンリストから選択可能です。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト 

(選択式) 

いいえ ユーザー 削除するキーコンテナーをユーザーレベルまたはマシン

レベルのどちらに設定するかを指定します。使用可能な

オプションが次のとおりです。 

・ユーザー 

・マシン 
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<暗号化> 

キー ファイルの生成 

説明 

指定したキーコンテナーから公開キーファイルと秘密キーファイルを生成します。 

 

用途 

「暗号化 - 作成」アクティビティでキーコンテナーを作成した後、公開鍵・秘密鍵のキーファイルを作成します。 

その後、「暗号化 - 署名する」と「暗号化 - 暗号化」アクティビティで暗号化と復号の処理を行います。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーコンテナ

ー名 

テキスト はい (空白) 使用する公開/秘密キーを識別するキーコンテナーの名

前を指定します。 

キーコンテナ

ーレベル 

テキスト

(選択式) 

はい ユーザー キーコンテナーをユーザーレベルまたはマシンレベルの

どちらに設定するかを指定します。使用可能なオプショ

ンが次のとおりです。 

・ユーザー 

・マシン 

公開キーのパ

ス 

テキスト はい (空白) 生成する公開鍵のファイルのパスとファイル名を指定し

ます。 

公開キーファ

イルが存在す

る場合は上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名の公開鍵のファイルが既に存

在する場合、既存のファイルが上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きされず、実行エラーが発

生します。 

秘密キーファ

イル 

テキスト はい (空白) 生成する秘密鍵のファイルのパスとファイル名を指定し

ます。 

秘密キーファ

イルが存在す

る場合は上書

きす 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名の秘密鍵のファイルが既に存

在する場合、既存のファイルが上書きされます。 

[いいえ]に設定すると、上書きされず、実行エラーが発

生します。 
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FTP 

FTP(File Transfer Protocol)は２つのインターネットサイト間でファイルを転送するために最も使用されているファ

イル転送方法です。 

AutoMate が提供する FTP アクションはダウンロード、アップロード、名前変更、フォルダ作成・削除といった

FTP 操作を自動化します。AutoMate 内蔵の FTP エンジンはすべての FTP 接続方法、特にセキュリティ付きの接続

と互換性があります。Transport Layer Security(TLS)および Secure Sockets Layer(SSL)暗号化プロトコルをサポート

する暗示的および暗黙的 FTP(FTP Secure または FTP-SSL)の両方が含まれます。 

なお、サーバーにてクライアントが自分の身分を証明するため利用する証明書で認証する仕組みにも対応していま

す。 

 

 

<FTP> 

ログイン 

説明 

File Transfer Protocol(FTP)サーバーとトラザックションを開始し、セッションを作成します。 

このアクティビティは、同じ認証情報(ユーザー名とパスワードの組み合わせ)で複数の FTP 接続を確立することが

可能です。 

 

注意:FTP セッションは必ず「FTP - ログオフ」アクティビティで終了してください。 

 

用途 

FTP サーバーに接続する場合に使用されます。後続の FTP アクティビティでこのセッションを指定することができ

ます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホスト テキスト はい (空白) 接続先の FTP サーバーを指定します。IP アドレスまた

はサーバーとドメイン名で指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインする際に使用するユーザー名を

指定します。ユーザー名は該当 FTP サーバーで事前に

構成する必要があります。 

パスワード テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインするに使用するパスワードを指

定します。タスクビルダーでは指定したパスワードの値

は暗号化されて表示されます。 

匿名ログオン

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FTP サーバーは匿名ユーザーとし

てログオンします。 

該当 FTP サーバーは匿名ユーザー接続事前に許可する

う構成する必要があります。 

セッション テキスト はい FtpSession1 開始するセッション名を指定します。 

これにより、複数の FTP アクティビティを特定のセッ

ションに関連付けることが可能です。1 つのタスク内で

複数のセッションを使用できます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

通信タイプ テキスト 

(選択式) 

はい FTP(標準) FTP 接続の種類を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・FTP(標準) - 標準の FTP を使用して接続します 

・Implicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この暗

黙的なモードでは、クライアントは FTPS サーバーに対

して TLS/SSL のクライアントの Hello メッセージを送

信します。この Hello メッセージが FTPS サーバーに受

信されない場合は接続が切断されます 

・Explicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この明

示的なモードでは、クライアントは明示的なリクエスト

を FTPS サーバーから受け取る必要があります。相互に

合意した暗号化方式を利用します 

・SFTP(パスワード) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれま

す)を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)

プロトコルを利用してファイルを転送します。標準 FTP

と異なり、コマンドとデータの両方を暗号化し、機密情

報が転送経路で平文のまま転送されることを防ぎます。

パスワードを用いて、SFTP 接続を認証するためにも使

用されます 

・SFTP(キー) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれています)

を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)プロ

トコルを利用してファイルを転送します。標準 FTP と

異なり、コマンドとデータの両方を暗号化し、機密情報

が転送経路で平文のまま転送されることを防ぎます。こ

のオプションを利用するには秘密キーと公開キーを指定

する必要があります 

ポート テキスト はい 21/990/22 FTP サーバーに接続する時に利用するポートを指定しま

す。標準の FTP の場合、ポート 21 が利用されることが

多いです。このパラメータは FTP サーバーが他のポー

ト番号で動作する場合、変更可能です。 

注 1:デフォルトポート番号は[通信タイプ]パラメータの

設定により、異なります 

パッシブモー

ド(ファイア

ウォール用) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ FTP をどのように接続するかを指定します。 

[はい]に設定すると、AutoMate は PASV コマンドを発

行し、サーバーはデータ接続を確立する場所を

AutoMate に通知します。AutoMate はサーバーへの両

方の接続を開始し、サーバーからクライアントへの着信

データポート接続をフィルター処理するファイアウォー

ルの問題を解決します。 
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[いいえ]に設定すると、AutoMate は PORT コマンドを

利用します。AutoMate は FTP サーバーが既に確立して

いるデータコネクションを探知し、PORT コマンドを

FTP サーバーに発行し、サーバーに AutoMate の FTP

クライアントのどのポートに接続するかを指示します。

AutoMate はその後サーバーが指定したポートに接続し

ます。 

この方法は、時にプロキシ構成で使用されます。ただ

し、一部のプロキシ構成では PORT 転送を要求し、あ

るいは PASV 転送(パッシブモードによる転送)をサポー

トしていない場合があります。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[FTP(標

準)]、[Implicit SSL/TLS による FTP]または[Explicit 

SSL/TLS による FTP]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

データチャネ

ルを暗号化す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、クライアントとサーバーとの間の

データチャネルを暗号化します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

次のようなシナリオではデータチャネルの暗号化は 

推奨しません。 

・機密性の低いファイルを転送する場合(暗号化不要の

ため) 

・ファイルレベルで暗号化済みのファイルを転送する場

合(暗号化が冗長になるため) 

クリアコマン

ドチャネル 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Clear Comand Channel(CCC)を有

効にします。CCC コマンドはリモート FTP クライアン

トから発行され、AutoMate の FTP クライアントをセキ

ュアモードから非セキュアモードへ切り替えます。 

USER/PASS の認証完了後、一部のクライアントは

CCC コマンドを使用して非セキュアモードに戻りま

す。非セキュアモードは転送速度が速いという利点があ

ります。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、SSL を使用して FTP サーバーに

接続する時に、無効な証明書を無視します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

タンブルウィ

ードモードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タンブルウィード(Tumbleweed 

Secure Content Delivery)を有効にします。 
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このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

圧縮を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、送信するデータ総量を減らすた

め、単一のアルゴリズムを使用して圧縮します。転送速

度が遅い場合、圧縮をすると高速化される可能性があり

ます。 

このパラメータは、[通信タイプ]が[Implicit SSL/TLS

による FTP]、[Explicit SSL/TLS による FTP]、

[SFTP(パスワード)]、[SFTP(キー)]に設定されている

場合のみ有効です。 

FIPS モード

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FIPS140-2 検証済み暗号化モード

が有効化します。FIPS(米国連邦情報処理標準)140-2

は、機密情報を保護するために使用される暗号化モジュ

ールのセキュリティ要件を指定します。このパラメータ

は、[通信タイプ]が[Implicit SSL/TLS による FTP]、

[Explicit SSL/TLS による FTP]、[SFTP(パスワー

ド)]、[SFTP(キー)]に設定されている場合のみ有効で

す。 

FTP オプシ

ョン 

テキスト

(選択式) 

はい None 詳細の FTP オプションを指定します。 

下記のリストは AutoMate 内蔵の FTP クライアントが

対応している FTP オプションです。 

・None - FTP オプションを利用しません 

・DoNotSendSignals - ダウンロードを放棄する(Abort)

時に Abort シグナルを送信しません 

・DoNotSendAbort - ダウンロードを放棄する時 

ABOR コマンドを送信しません 

・KeepAliveDuringTransfer - 10 分毎、NOOP コマンド

を送信し、キープアライブで接続を確保します 

・ForceSilentCcc - このオプションは非推奨にしたの

で、現在使用されていません 

・SendDataAsynchronously - データを非同期的に転送し

ます 

・TimeoutAsynchronousMethod - タイムアウトプロパ

ティで非同期転送に対応します。既定の設定の下、同期

の転送のみをこの設定の対象になります 

・DoNotDetectFeatures - 機能察知に利用する FEAT コ

マンドなどの利用を無効化にします 

・IgnorePassiveModeAddress - PASV コマンドで指定

し、通知された IP アドレスを無視し、その代わりに、

コントロールコネクションで使用されている IP アドレ

スで上書きします 

・EnableMultipleBlockingCalls - 同時に複数のスレッド

で複数のメソッドを呼び出すことを可能にします 
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・PauseBeforeUploadClose - 暗号化のアップロード接続

で転送済みの後、短時間停止します。このオプションは

アップロード先のサーバーが最後のブロック(TLS 

CloseNotify メッセージが同じ TCP ブロックにある場

合)を正しく処理できない場合に利用されます 

・DisableInvalidPassiveModeAddressWorkaround - FTP

サーバーがプライベート IP アドレスを宣言しているに

もかかわらず、実際パブリック IP アドレスを利用して

接続している場合、このような接続回避策を無効にしま

す。既定でこのようなサーバーが検出した場合、PASV

コマンドに返された IP アドレスをコントロールコネク

ションで利用されている IP アドレスを上書きします 

・EnableControlConnectionFlushing - FTP コマンドの

送信後、レスポンスを解読します。想定外のレスポンス

が送られた場合、そのレスポンスをスローします 

・ConnectPassiveLater - LIST、NLST、RETR、STOR

コマンドを送信後、パシッブモードで接続を開始します 

・ForceActiveCcc - 古い FTP クライアントを強制的に

CCC コマンドで指定した挙動のように動作させます 

・UseLargeBuffers - インバウンドとアットバウンドの

データに対してより大きいバッファを利用します 

・ReuseControlConnectionSession - コントロールコン

ネックションで利用する接続セッション ID を再利用し

ます 

・ForceListHiddenFiles - 「LIST」コマンドの代わり

に、「LIST -la」を利用して隠しファイルを検索します 

・DisableProgressPercentage - パーセントの進捗報告を

無効にします 

SFTP バージ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ Sftp2,sftp3,sft

p4 

サーバーがサポートする SFTP バージョンを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ Auto サーバーがサポートする SFTP 認証タイプを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 
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Sftp サーバ

ーのホストキ

ーを無視/検

証する 

選択式 いいえ 無視する SFTP サーバーのホストキーを無視するか検証するかを

指定します。このパラメータは[通信タイプ]パラメータ

が[SFTP(パスワード)]または[SFTP(キー)]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

サーバーのホ

ストキーが見

つからない場

合 

テキスト

(選択式) 

いいえ それを格納す

る 

サーバーホストキーが見つからない場合に実行するアク

ションを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・それを格納する - SFTP サーバーのホストキーをキャ

ッシュに保存します 

・エラーをスローする - 「ホストキーが見つかりませ

ん」エラーを生成します 

このパラメータは[sftp サーバーのホストキーを検証す

る]を有効にした場合のみ、有効になります。 

クライアント

証明書のソー

ス 

テキスト

(選択式) 

はい 証明書があり

ません 

FTPoverSSL を使用すると、FTP クライアントとサーバ

ー間でセッションを暗号化できます。ここでは証明書の

ソースを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・証明書がありません 

・証明書ストア - 証明書の認証に Windows の信頼でき

る証明書ストアをしようして証明書を選択します 

・ファイル - 証明書ファイルを選択します 

・証明書を自動的に選択する - AutoMate は FTP サーバ

ー要求に一致するユーザーストアから最適な証明書を選

択します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

TLS 暗号 テキスト 

(選択式) 

はい All 利用する TLS / SSL 暗号スイートを指定します。接続形

式は必ずホストを利用します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・None-暗号スイートなし 

・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハッシュ

およびメッセージ認証コード付きのエクスポート可能な

40 ビット RC4 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードのエクスポート可能な 40 ビット RC2 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC モー

ドでエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード 
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・RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュおよび

メッセージ認証コードを使用した CBC モードの 56 ビッ

ト DES 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

TripleDES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエクスポー

ト可能な 56 ビット RC4 モード 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

256 ビット AES 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC

モードでのエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コード 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA-CBC モードの 56

ビット DES、SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コ

ード 

・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 256 ビット AES 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエ

クスポート可能な 40 ビット RC4 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用し

た、CBC モードのエクスポート可能な 40 ビット DES 
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・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

56 ビット DES 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-256 ビット-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの TripleDES 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの TripleDES 
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・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット

RC4 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-256 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-384 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 256 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよ

びメッセージ認証コードを使用した匿名 128 ビット

RC4 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの匿名 TripleDES 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの匿

名 DES 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えた、エクスポ

ート可能な匿名の 40 ビット RC4 
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・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-SHA-

1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した、

CBC モードの匿名でエクスポート可能な 40 ビット DES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 256 ビット AES 

・Secure-現在安全と見なされているすべての暗号を指

定します 

・Weak-弱いとみなされるすべての暗号を指定します 

・Vulnerable-現在脆弱と見なされているすべての暗号を

指定します 

・Anonymous-匿名暗号を指定します 

・All-匿名暗号を除く、弱い暗号を含むすべての暗号を

指定します 

TLS オプシ

ョン 

テキスト 

(選択式) 

はい None ・None - オプションなし 

・DoNotCacheSessions - セッションをキャッシュしま

せん 

・StayConnected - このオプションはもう対応しません 

・DoNotInsertEmptyFragment - CBC モードでのハンド

が成功になった場合、空のレコードを送信しません 

・SkipRollbackDetection - プリマスタシークレットに記

述しているクライアントバージョンを無視します 

・SilentUnprotect - 強制的に Unprotect()メソッドで即

時非保護にします。非保護に切り替える前、CloseNotify

メッセージを交換しません。 

これは RFC で定まった基準を違反します。ただし、一

部のサーバーに対して、このオプションが必要です 

・Reserved - このオプションを現在利用していません 

・AllowCloseWhileNegotiating - ネゴシエーションの途

中、ソケットが閉じても例外をスローしません。その代

わりに、ネゴシエーションは成功したかのうように見

え、その直後ソケットを閉じます 

・SlientClose -  強制的に Close()メソッドで閉じます。

この場合、閉じる前 CloseNotify メッセージを交換しま

せん。これは RFC で定まった基準を違反します。 
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ただし、一部のサーバー(例:TLS1.1 を実装している IIS

サーバー)に対して、このオプションが必要です 

・DisableRenegotiationExtension - Renegotiation 

Indication Extension (RFC 5746)を無効にします 

・DisableServerNameIndication - Disables Server Name 

Indication Extension (RFC 6066)を無効にします 

SSL バージ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ SSL30,TLS10,

TLS11 

利用する SSL または TLS プロトコルのバージョンを指

定します。 

以下のバージョンに対応しています: 

・SSL30 

・TSL10 

・TLS11 

・TLS12 

証明書の発行

者 

テキスト いいえ (空白) 証明書の発行者についての情報を指定します。 

このパラメータは[クライアント証明書のソース]パラメ

ータを [証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

証明書のシリ

アルナンバー 

数字 いいえ (空白) 証明書が発行者に割り当てられた一意のシリアルナンバ

ーを指定します。このシリアルナンバーは該当発行者に

発行されたすべての証明書に対して一意です。このパラ

メータは[クライアント証明書のソース]パラメータを 

[証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になります。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 使用する証明書ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用されるパスフレーズを指定します。パ

スフレーズは、フレーズで構成される長いパスワードで

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

証明書の秘密

鍵 

テキスト いいえ (空白) 秘密鍵ファイルのパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[クライアント証明書のソース]パラメ

ータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

暗号の選択 テキスト 

(選択式) 

はい 

 

自動調整 ・自動調整 - 接続する時に自動暗号化します。

AutoMate は自動でどのアルゴリズムを使うかを判断し

ます 

・レガシー - 接続時にレガシーの暗号化方式を利用しま

す。AutoMate は 3DES and DES (encryption), 

HMAC_SHA1 and HMAC_MD5 (Mac), DSS and RSA 

(public key), and DH_GROUP and 

DH_GROUP_EXCHANGE (key exchange)に対応してい

ます 
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・カスタム - カスタムの暗号化方式を利用し、 

接続します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [SFTP(パ

スワード)]または[SFTP(キー)]に設定した場合のみ、有

効になります。 

暗号化アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、 

利用する暗号化アルゴリズムを指定します。 

以下は AutoMate が対応している暗号化アルゴリズムで

す。 

・EA_3DES  

・EA_BLOWFISH  

・EA_TWOFISH256  

・EA_TWOFISH192  

・EA_TWOFISH128  

・EA_AES256  

・EA_AES192  

・EA_AES128  

・EA_SERPENT256  

・EA_SERPENT192  

・EA_SERPENT128  

・EA_ARCFOUR  

・EA_IDEA  

・EA_CAST128  

・EA_NONE  

・EA_DES  

・EA_AES128_CTR  

・EA_AES192_CTR 

・EA_AES256_CTR  

・EA_3DES_CTR  

・EA_BLOWFISH_CTR  

・EA_TWOFISH128_CTR  

・EA_TWOFISH192_CTR  

・EA_TWOFISH256_CTR 

・EA_SERPENT128_CTR 

・EA_SERPENT192_CTR 

・EA_SERPENT256_CTR 

・EA_IDEA_CTR  

・EA_ARCFOUR128  

・EA_CAST128_CTR  

・EA_ARCFOUR256  

・EA_AES128_GCM  

・EA_AES256_GCM  

・EA_AES128_GCM_OPENSSH 

・EA_AES256_GCM_OPENSSH 

・EA_CHACHA20  
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・EA_CHACHA20_OPENSSH 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定し、かつ[暗号の選

択]パラメータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効

になります。 

MAC アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する MAC アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・HMAC_SHA1  

・HMAC_SHA1_96  

・HMAC_MD5  

・HMAC_MD5_96  

・NONE  

・HMAC_RIPEMD160  

・HMAC_RIPEMD  

・HMAC_RIPEMD_OPENSSH  

・HMAC_SHA256  

・HMAC_SHA256_96  

・UMAC32  

・UMAC64  

・UMAC96  

・UMAC128  

・HMAC_SHA2_256  

・HMAC_SHA2_512  

・AES128_GCM  

・AES256_GCM  

・POLY1305 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定し、かつ[暗号の選

択]パラメータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効

になります。 

鍵交換アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する鍵交換アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・DH_GROUP_EXCHANGE  

・DH_GROUP  

・DH_GROUP_14  

・DH_GROUP_EXCHANGE256  

・RSA1024_SHA1  

・RSA2048_SHA256 

・ECDH_NIST_P256  

・ECDH_NIST_P384  

・ECDH_NIST_P512 

・ECDH_NIST_K163  

・ECDH_NIST_P192 
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・ECDH_NIST_P224  

・ECDH_NIST_K233  

・ECDH_NIST_B233 

・ECDH_NIST_K283 

・ECDH_NIST_K409 

・ECDH_NIST_B409  

・ECDH_NIST_K571 

・ECDH_CURVE25519 

・CURVE25519  

・GSS_GROUP_EXCHANGE  

・GSS_GROUP  

・GSS_GROUP_14 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定し、かつ[暗号の選

択]パラメータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効

になります。 

公開キーアル

ゴリズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する公開キーアル

ゴリズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズ

ムに対応しています。 

・DSS  

・RSA  

・X509_SIGN_RSA  

・X509_SIGN_DSS  

・SPKI_SIGN_RSA  

・SPKI_SIGN_DSS  

・PGP_SIGN_RSA  

・PGP_SIGN_DSS  

・ECDSA_NIST_P256  

・ECDSA_NIST_P384  

・ECDSA_NIST_P521  

・ECDSA_NIST_K163  

・ECDSA_NIST_P192 

・ECDSA_NIST_P224  

・ECDSA_NIST_K233  

・ECDSA_NIST_B233  

・ECDSA_NIST_K283  

・ECDSA_NIST_K409  

・ECDSA_NIST_B409  

・ECDSA_NIST_K571  

・ECDSA_CURVE25519 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定し、かつ[暗号の選

択]パラメータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効

になります。 
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秘密キーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) 秘密鍵ファイルのパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(キ

ー)]に設定した場合のみ、有効になります。 

ログファイル テキスト いいえ (空白) FTP ログファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のログファイルは FTP セッションで行った全文を含み

ます。エラーと問題の特定に役立ちます。 

既存のログフ

ァイルを上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定した場合、同名ログファイルが存在する場

合、ログファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定した場合、ファイルは上書きしません

が、実行エラーが発生します。 

タイムアウト 数字 はい 30 AutoMate は接続を確立するまで待機する時間を指定し

ます。指定時間を超えても確立されない場合は、タイム

アウトとなり、接続は自動的に中止されます。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [待機時間]パラメータで指定した値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

アップロード

バッファサイ

ズ(バイト) 

数字 はい 65536 アップロードバッファのサイズを指定します。 

アップロードバッファサイズの変更は高伝送損失、高速

の接続を用いる場合、待ち時間の縮減に役立ちます。デ

フォルトの「65536」は最大可能のサイズです。 

注 1:低速接続に対して、アップロードバッファサイズの

値を高く設定しすぎると、タイムアウトが発生し、転送

速度の計算精度が落ちる場合があります 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 利用するプロキシプロトコルを指定します。使用するプ

ロトコルが不明の場合、ネットワークの管理者に連絡し

てください。使用可能なオプションは以下のとおりで

す。 

・Default - タスクアドミニストレーターで設定した値に

準じます 

・なし - システムのデフォルトに関係なく、プロキシサ

ーバーを利用しません 

・Socks 4 - Socks 4 準拠のサーバーを経由するようにア

クティビティに指示します 

・Socks 4a - アクティビティに Socks 4a 準拠サーバーを

経由するよう指示します 

・Socks 5 - アクティビティに Socks 5 準拠のサーバーを

経由するよう指示します 

・HTTP - HTTP 準拠サーバーを経由するようにアクテ

ィビティに指示します 
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・FTP サイト - FTP サイトに準拠したサーバーを経由

するようにアクティビティに指示します 

・FTP ユーザー - FTP ユーザー準拠サーバーを経由す

るようにアクティビティに指示します 

・FTP を開く - FTP Open 準拠のサーバーを経由するよ

うにアクティビティに指示します 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト 

 

いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(または IP アドレス)を指

定します 

プロキシ ポ

ート 

テキスト はい 1028 プロキシサーバーへ接続するためのポート番号を指定し

ます。デフォルトは「1028」ですが、変更可能です。 

プロキシ ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 

プロキシ パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するパ

スワードを指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 
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<FTP> 

ログオフ 

説明 

「FTP - ログイン」アクティビティで開始された FTP サーバーとのトランザクションを終了し、関連するセッショ

ンを終了します。 

 

用途 

データ伝送が完了後、FTP サーバーからログオフします。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 ログオフするセッション名を指定します。 

 

  



708 

 

<FTP> 

ファイルのダウンロード 

説明 

FTP サーバーから指定されたファイルをダウンロードします。 

このアクションは複数ファイルのダウンロードに対応しています。 

複数のファイルを指定する際はワイルドカード文字(*または?)を使用します。複数のファイルまたはワイルドカード

マスクを利用する場合は、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

自動でファイルを FTP サーバーから取得します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの FTP ログオン認証情報とその他

の設定情報のソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - このアクティビティのプロパティに認証情報

やその他の設定が設定されます。通常、このオプション

は 1 つのアクティビティで処理を完了できる際に使用し

ます 

・セッション - 認証情報やその他の設定を「FTP -ログ

オン」アクティビティで作成したセッションに関連付

けます。一連の FTP アクションは同一のセッションに

関連付けられます。複数の FTP アクティビティを特定

のセッションにリンク可能です 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティをリンクさせる既存のセッション名

を指定します。1 つのタスク内で複数のセッションを使

用できます。 

このパラメータは[接続]を[セッション]に設定した場合

のみ有効になります。 

認証情報([接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、有効になります) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホスト テキスト はい (空白) 接続先の FTP サーバーを指定します。 

IP アドレスまたはサーバーとドメイン名で指定可能で

す。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインする際に使用するユーザー名を

指定します。 

ユーザー名は該当 FTP サーバーで事前に構成する必要

があります。 

パスワード テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインするに使用するパスワードを指

定します。 

タスクビルダーでは指定したパスワードの値は暗号化さ

れて表示されます。 
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匿名ログオン

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FTP サーバーは匿名ユーザーとし

てログオンします。 

該当 FTP サーバーは匿名ユーザー接続事前に許可する

よう構成する必要があります。 

 

詳細([接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、有効になります) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

通信タイプ テキスト 

(選択式) 

はい FTP(標準) FTP 接続の種類を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・FTP(標準) - 標準の FTP を使用して接続します 

・Implicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この暗

黙的なモードでは、クライアントは FTPS サーバーに対

して TLS/SSL のクライアントの Hello メッセージを送

信します。この Hello メッセージが FTPS サーバーに受

信されない場合は接続が切断されます 

・Explicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この明

示的なモードでは、クライアントは明示的なリクエスト

を FTPS サーバーから受け取る必要があります。相互に

合意した暗号化方式を利用します 

・SFTP(パスワード) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれま

す)を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)

プロトコルを利用してファイルを転送します。標準 FTP

と異なり、コマンドとデータの両方を暗号化し、機密情

報が転送経路で平文のまま転送されることを防ぎます。

パスワードを用いて、SFTP 接続を認証するためにも使

用されます 

・SFTP(キー) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれています)

を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)プロ

トコルを利用してファイルを転送します。 

標準 FTP と異なり、コマンドとデータの両方を暗号化

し、機密情報が転送経路で平文のまま転送されることを

防ぎます。このオプションを利用するには秘密キーと公

開キーを指定する必要があります 

ポート テキスト はい 21 FTP サーバーに接続する時に利用するポートを指定しま

す。標準の FTP の場合、ポート 21 が利用されることが

多いです。このパラメータは FTP サーバーが他のポー

ト番号で動作する場合、変更可能です。 

注 1:デフォルトポート番号は[通信タイプ]パラメータの

設定により、異なります 
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FTP オプシ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ None 詳細の FTP オプションを指定します。 

下記のリストは AutoMate 内蔵の FTP クライアントが

対応している FTP オプションです。 

・None - FTP オプションを利用しません。 

・DoNotSendSignals - ダウンロードを放棄する(Abort)

時に Abort シグナルを送信しません。 

・DoNotSendAbort - ダウンロードを放棄する時 

ABOR コマンドを送信しません。 

・KeepAliveDuringTransfer - 10 分毎、NOOP コマンド

を送信し、キープアライブで接続を確保します。 

・ForceSilentCcc - このオプションは非推奨にしたの

で、現在使用されていません。 

・SendDataAsynchronously - データを 

非同期的に転送します。 

・TimeoutAsynchronousMethod - タイムアウトプロパ

ティで非同期転送に対応します。 

既定の設定の下、同期の転送のみをこの設定の対象にな

ります。 

・DoNotDetectFeatures - 機能察知に利用する FEAT コ

マンドなどの利用を無効化にします。 

・IgnorePassiveModeAddress - PASV コマンドで指定

し、通知された IP アドレスを無視し、その代わりに、

コントロールコネクションで使用されている IP アドレ

スで上書きします。 

・EnableMultipleBlockingCalls - 同時に複数のスレッド

で複数のメソッドを呼び出すことを可能にします。 

・PauseBeforeUploadClose - 暗号化のアップロード接続

で転送済みの後、短時間停止します。 

このオプションはアップロード先のサーバーが 

最後のブロック(TLS CloseNotify メッセージが同じ

TCP ブロックにある場合)を正しく処理できない場合に

利用されます。 

・DisableInvalidPassiveModeAddressWorkaround -  

FTP サーバーがプライベート IP アドレスを宣言してい

るにもかかわらず、 

実際パブリック IP アドレスを利用して接続している場

合、このような接続回避策を無効にします。 

既定でこのようなサーバーが検出した場合、PASV コマ

ンドに返された IP アドレスをコントロールコネクショ

ンで利用されている IP アドレスを上書きします。 

・EnableControlConnectionFlushing -  

FTP コマンドの送信後、レスポンスを解読します。 

想定外のレスポンスが送られた場合、そのレスポンスを

スローします。 
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・ConnectPassiveLater - LIST、NLST、RETR、STOR

コマンドを送信後、パシッブモードで接続を開始しま

す。 

・ForceActiveCcc - 古い FTP クライアントを強制的に

CCC コマンドで指定した挙動のように動作させます。 

・UseLargeBuffers - インバウンドとアットバウンドの

データに対してより大きいバッファを利用します。 

・ReuseControlConnectionSession -  

コントロールコンネックションで利用する 

接続セッション ID を再利用します。 

・ForceListHiddenFiles－「LIST」コマンドの代わり

に、「LIST -la」を利用して隠しファイルを検索します。 

・DisableProgressPercentage - パーセントの進捗報告を

無効にします。 

ログファイル テキスト いいえ (空白) FTP ログファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のログファイルは FTP セッションで行った全文を含み

ます。エラーと問題の特定に役立ちます。 

既存のログフ

ァイルを上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定した場合、同名ログファイルが存在する場

合、ログファイルを上書きします。[いいえ]に設定した

場合、ファイルは上書きしませんが、実行エラーが発生

します。 

タイムアウト 数字 はい 30 AutoMate は接続を確立するまで待機する時間を指定し

ます。指定時間を超えても確立されない場合は、タイム

アウトとなり、接続は自動的に中止されます。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [待機時間]パラメータで指定した値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

アップロード 

バッファサイ

ズ(バイト) 

数字 はい 655346 アップロードバッファのサイズを指定します。アップロ

ードバッファサイズの変更は高伝送損失、高速の接続を

用いる場合、待ち時間の縮減に役立ちます。デフォルト

の「655346」は最大可能のサイズです。 

注 1:低速接続に対して、アップロードバッファサイズの

値を高く設定しすぎると、タイムアウトが発生し、転送

速度の計算精度が落ちる場合があります 

パッシブモー

ド(ファイア

ウォール用) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ FTP をどのように接続するかを指定します。 

[はい]に設定すると、AutoMate は PASV コマンドを発

行し、サーバーはデータ接続を確立する場所を

AutoMate に通知します。AutoMate はサーバーへの両

方の接続を開始し、サーバーからクライアントへの着信

データポート接続をフィルター処理するファイアウォー

ルの問題を解決します。 
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[いいえ]に設定すると、AutoMate は PORT コマンドを

利用します。 

AutoMate は FTP サーバーが既に確立しているデータコ

ネクションを探知し、PORT コマンドを FTP サーバー

に発行し、サーバーに AutoMate の FTP クライアント

のどのポートに接続するかを指示します。 

AutoMate はその後サーバーが指定したポートに接続し

ます。この方法は、時にプロキシ構成で使用されます。

ただし、一部のプロキシ構成では PORT 転送を要求

し、あるいは PASV 転送(パッシブモードによる転送)を

サポートしていない場合があります。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[FTP(標

準)]、[Implicit SSL/TLS による FTP]または[Explicit 

SSL/TLS による FTP]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

データチャネ

ルを暗号化す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、クライアントとサーバーとの間の

データチャネルを暗号化します。 

次のようなシナリオではデータチャネルの暗号化は 

推奨しません。 

・機密性の低いファイルを転送する場合(暗号化不要の

ため) 

・ファイルレベルで暗号化済みのファイルを転送する場

合(暗号化が冗長になるため) 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、SSL を使用して FTP サーバーに

接続する時に、無効な証明書を無視します。このパラメ

ータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit SSL/TLS に

よる FTP]または[Explicit SSL/TLS による FTP]に設定

した場合のみ、有効になります。 

クリアコマン

ドチャネル 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Clear Comand Channel(CCC)を有

効にします。CCC コマンドはリモート FTP クライアン

トから発行され、AutoMate の FTP クライアントをセキ

ュアモードから非セキュアモードへ切り替えます。

USER/PASS の認証完了後、一部のクライアントは

CCC コマンドを使用して非セキュアモードに戻りま

す。非セキュアモードは転送速度が速いという利点があ

ります。このパラメータは[通信タイプ]パラメータを 

[Implicit SSL/TLS による FTP]または[Explicit 

SSL/TLS による FTP]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 
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タンブルウィ

ードモードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タンブルウィード(Tumbleweed 

Secure Content Delivery)を有効にします。このパラメー

タは[通信タイプ]パラメータを [Implicit SSL/TLS によ

る FTP]または[Explicit SSL/TLS による FTP]に設定し

た場合のみ、有効になります。 

圧縮を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、送信するデータ総量を減らすた

め、単一のアルゴリズムを使用して圧縮します。転送速

度が遅い場合、圧縮をすると高速化される可能性があり

ます。 

FIPS モード

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FIPS140-2 検証済み暗号化モード

が有効化します。FIPS(米国連邦情報処理標準)140-2

は、機密情報を保護するために使用される暗号化モジュ

ールのセキュリティ要件を指定します。 

SFTP バージ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ Sftp2,sftp3,sft

p4 

サーバーがサポートする SFTP バージョンを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ Auto サーバーがサポートする SFTP 認証タイプを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 

Sftp サーバ

ーのホストキ

ーを無視/検

証する 

選択式 いいえ 無視する SFTP サーバーのホストキーを無視するか検証するかを

指定します。このパラメータは[通信タイプ]パラメータ

が[SFTP(パスワード)]または[SFTP(キー)]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

サーバーのホ

ストキーが見

つからない場

合 

テキスト

(選択式) 

いいえ それを格納す

る 

サーバーホストキーが見つからない場合に実行するアク

ションを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・それを格納する - SFTP サーバーのホストキーをキャ

ッシュに保存します 

・エラーをスローする - 「ホストキーが見つかりませ

ん」エラーを生成します 

このパラメータは[sftp サーバーのホストキーを検証す

る]を有効にした場合のみ、有効になります。 

TLS 暗号 テキスト 

(選択式) 

はい All 利用する TLS / SSL 暗号スイートを指定します。接続形

式は必ずホストを利用します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・None-暗号スイートなし 
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・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハッシュ

およびメッセージ認証コード付きのエクスポート可能な

40 ビット RC4 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードのエクスポート可能な 40 ビット RC2 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC モー

ドでエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード 

・RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュおよび

メッセージ認証コードを使用した CBC モードの 56 ビッ

ト DES 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

TripleDES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエクスポー

ト可能な 56 ビット RC4 モード 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

256 ビット AES 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC

モードでのエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コード 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA-CBC モードの 56

ビット DES、SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コ

ード 

・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 
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・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 256 ビット AES 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエ

クスポート可能な 40 ビット RC4 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用し

た、CBC モードのエクスポート可能な 40 ビット DES 

・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

56 ビット DES 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-256 ビット-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの TripleDES 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 
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・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの TripleDES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット

RC4 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-256 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-384 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 256 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 
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・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよ

びメッセージ認証コードを使用した匿名 128 ビット

RC4 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの匿名 TripleDES 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの匿

名 DES 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えた、エクスポ

ート可能な匿名の 40 ビット RC4 

・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-SHA-

1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した、

CBC モードの匿名でエクスポート可能な 40 ビット DES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 256 ビット AES 

・Secure-現在安全と見なされているすべての暗号を指

定します 

・Weak-弱いとみなされるすべての暗号を指定します 

・Vulnerable-現在脆弱と見なされているすべての暗号を

指定します 

・Anonymous-匿名暗号を指定します 

・All-匿名暗号を除く、弱い暗号を含むすべての暗号を

指定します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

TLS オプシ

ョン 

テキスト 

(選択式) 

はい None ・None - オプションなし 

・DoNotCacheSessions - セッションをキャッシュしま

せん 

・StayConnected - このオプションはもう対応しません 
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・DoNotInsertEmptyFragment - CBC モードでのハンド

が成功になった場合、空のレコードを送信しません 

・SkipRollbackDetection - プリマスタシークレットに記

述しているクライアントバージョンを無視します 

・SilentUnprotect - 強制的に Unprotect()メソッドで即

時非保護にします。非保護に切り替える前、CloseNotify

メッセージを交換しません。 

これは RFC で定まった基準を違反します。ただし、一

部のサーバーに対して、このオプションが必要です 

・Reserved - このオプションを現在利用していません 

・AllowCloseWhileNegotiating - ネゴシエーションの途

中、ソケットが閉じても例外をスローしません。その代

わりに、ネゴシエーションは成功したかのうように見

え、その直後ソケットを閉じます 

・SlientClose -  強制的に Close()メソッドで閉じます。

この場合、閉じる前 CloseNotify メッセージを交換しま

せん。これは RFC で定まった基準を違反します。ただ

し、一部のサーバー(例:TLS1.1 を実装している IIS サー

バー)に対して、このオプションが必要です 

・DisableRenegotiationExtension - Renegotiation 

Indication Extension (RFC 5746)を無効にします 

・DisableServerNameIndication - Disables Server Name 

Indication Extension (RFC 6066)を無効にします 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

クライアント

証明書のソー

ス 

テキスト

(選択式) 

はい 証明書があり

ません 

FTPoverSSL を使用すると、FTP クライアントとサーバ

ー間でセッションを暗号化できます。ここでは証明書の

ソースを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・証明書がありません 

・証明書ストア - 証明書の認証に Windows の信頼でき

る証明書ストアをしようして証明書を選択します 

・ファイル - 証明書ファイルを選択します 

・証明書を自動的に選択する - AutoMate は FTP サーバ

ー要求に一致するユーザーストアから最適な証明書を選

択します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

証明書の発行

者 

テキスト いいえ (空白) 証明書の発行者についての情報を指定します。 

このパラメータは[クライアント証明書のソース]パラメ

ータを [証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 
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証明書のシリ

アルナンバー 

数字 いいえ (空白) 証明書が発行者に割り当てられた一意のシリアルナンバ

ーを指定します。このシリアルナンバーは該当発行者に

発行されたすべての証明書に対して一意です。このパラ

メータは[クライアント証明書のソース]パラメータを 

[証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になります。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 使用する証明書ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用されるパスフレーズを指定します。パ

スフレーズは、フレーズで構成される長いパスワードで

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

暗号の選択 テキスト 

(選択式) 

はい 

 

自動調整 ・自動調整 - 接続する時に自動暗号化します。

AutoMate は自動でどのアルゴリズムを使うかを判断し

ます 

・レガシー - 接続時にレガシーの暗号化方式を利用しま

す。AutoMate は 3DES and DES (encryption), 

HMAC_SHA1 and HMAC_MD5 (Mac), DSS and RSA 

(public key), and DH_GROUP and 

DH_GROUP_EXCHANGE (key exchange)に対応してい

ます 

・カスタム - カスタムの暗号化方式を利用し、 

接続します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [SFTP(パ

スワード)]または[SFTP(キー)]に設定した場合のみ、有

効になります。 

暗号化アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、 

利用する暗号化アルゴリズムを指定します。 

以下は AutoMate が対応している暗号化アルゴリズムで

す。 

・EA_3DES  

・EA_BLOWFISH  

・EA_TWOFISH256  

・EA_TWOFISH192  

・EA_TWOFISH128  

・EA_AES256  

・EA_AES192  

・EA_AES128  

・EA_SERPENT256  

・EA_SERPENT192  

・EA_SERPENT128  

・EA_ARCFOUR  

・EA_IDEA  
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・EA_CAST128  

・EA_NONE  

・EA_DES  

・EA_AES128_CTR  

・EA_AES192_CTR 

・EA_AES256_CTR  

・EA_3DES_CTR  

・EA_BLOWFISH_CTR  

・EA_TWOFISH128_CTR  

・EA_TWOFISH192_CTR  

・EA_TWOFISH256_CTR 

・EA_SERPENT128_CTR 

・EA_SERPENT192_CTR 

・EA_SERPENT256_CTR 

・EA_IDEA_CTR  

・EA_ARCFOUR128  

・EA_CAST128_CTR  

・EA_ARCFOUR256  

・EA_AES128_GCM  

・EA_AES256_GCM  

・EA_AES128_GCM_OPENSSH 

・EA_AES256_GCM_OPENSSH 

・EA_CHACHA20  

・EA_CHACHA20_OPENSSH 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

鍵交換アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する鍵交換アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・DH_GROUP_EXCHANGE  

・DH_GROUP  

・DH_GROUP_14  

・DH_GROUP_EXCHANGE256  

・RSA1024_SHA1  

・RSA2048_SHA256 

・ECDH_NIST_P256  

・ECDH_NIST_P384  

・ECDH_NIST_P512 

・ECDH_NIST_K163  

・ECDH_NIST_P192 

・ECDH_NIST_P224  

・ECDH_NIST_K233  

・ECDH_NIST_B233 
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・ECDH_NIST_K283 

・ECDH_NIST_K409 

・ECDH_NIST_B409  

・ECDH_NIST_K571 

・ECDH_CURVE25519 

・CURVE25519  

・GSS_GROUP_EXCHANGE  

・GSS_GROUP  

・GSS_GROUP_14 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

公開キーアル

ゴリズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する公開キーアル

ゴリズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズ

ムに対応しています。 

・DSS  

・RSA  

・X509_SIGN_RSA  

・X509_SIGN_DSS  

・SPKI_SIGN_RSA  

・SPKI_SIGN_DSS  

・PGP_SIGN_RSA  

・PGP_SIGN_DSS  

・ECDSA_NIST_P256  

・ECDSA_NIST_P384  

・ECDSA_NIST_P521  

・ECDSA_NIST_K163  

・ECDSA_NIST_P192 

・ECDSA_NIST_P224  

・ECDSA_NIST_K233  

・ECDSA_NIST_B233  

・ECDSA_NIST_K283  

・ECDSA_NIST_K409  

・ECDSA_NIST_B409  

・ECDSA_NIST_K571  

・ECDSA_CURVE25519 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に、かつ[暗号の選択]パラ

メータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

MAC アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する MAC アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・HMAC_SHA1  
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・HMAC_SHA1_96  

・HMAC_MD5  

・HMAC_MD5_96  

・NONE  

・HMAC_RIPEMD160  

・HMAC_RIPEMD  

・HMAC_RIPEMD_OPENSSH  

・HMAC_SHA256  

・HMAC_SHA256_96  

・UMAC32  

・UMAC64  

・UMAC96  

・UMAC128  

・HMAC_SHA2_256  

・HMAC_SHA2_512  

・AES128_GCM  

・AES256_GCM  

・POLY1305 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

秘密キーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) 秘密鍵ファイルのパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(キ

ー)]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 利用するプロキシプロトコルを指定します。使用するプ

ロトコルが不明の場合、ネットワークの管理者に連絡し

てください。使用可能なオプションは以下のとおりで

す。 

・Default - タスクアドミニストレーターで設定した値に

準じます 

・なし - システムのデフォルトに関係なく、プロキシサ

ーバーを利用しません 

・Socks 4 - Socks 4 準拠のサーバーを経由するようにア

クティビティに指示します 

・Socks 4a - アクティビティに Socks 4a 準拠サーバーを

経由するよう指示します 

・Socks 5 - アクティビティに Socks 5 準拠のサーバーを

経由するよう指示します 

・HTTP - HTTP 準拠サーバーを経由するようにアクテ

ィビティに指示します 
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FTP サイト - FTP サイトに準拠したサーバーを経由す

るようにアクティビティに指示します 

・FTP ユーザー - FTP ユーザー準拠サーバーを経由す

るようにアクティビティに指示します 

・FTP 開く - FTP Open 準拠のサーバーを経由するよう

にアクティビティに指示します 

認証を使用す

る 

- - - 選択した場合、プロキシサーバーへの接続に認証が必要

であることを指定します。 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト 

 

いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(または IP アドレス)を指

定します 

プロキシ ポ

ート 

テキスト はい 1028 プロキシサーバーへ接続するためのポート番号を指定し

ます。デフォルトは「1028」ですが、変更可能です。 

プロキシ ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 

プロキシ パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するパ

スワードを指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートファイ

ル 

テキスト はい (空白) ダウンロードするファイルを指定します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 

ローカルファイ

ル 

テキスト はい (空白) ダウンロードするファイルの保存先(完全修飾パス)を指

定します。フォルダが存在しない場合、実行時に自動的

に生成されたます。 

データセットに

ダウンロードフ

ァイルの情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) ダウンロードするファイルに関する情報を格納するデー

タセットの名前を指定します。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外す

る 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを除外します。フ

ァイル名またはワイルドカード(*または?)で指定できま

す。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定しま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータで

指定した値を正規表現とみなします。 
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より新しい場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より新しいファイルのみ対象にな

ります。このパラメータを空白のままにしたか指定しな

かった場合、ファイルの日付は無視されます。 

より古い場合の

み 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より古いファイルのみ対象になり

ます。このパラメータを空白のままにしたか指定しなか

った場合、ファイルの日付は無視されます。 

転送タイプ テキスト 

(選択式) 

はい バイナリー 転送モードを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・バイナリー  - ファイルをバイナリストリームのデータ

として転送します。ASCII モードは特殊な制御文字をし

てデータをフォーマットするに対し、バイナリモードは

転送ファイルの RAW バイトを転送します。 

つまり、転送するファイルは正確な元の形式のまま転送

されます 

・ASCII - 転送するデータは ASCII 形式のテキストを含

むとみなされます。受信側は転送されたデータを OS と

互換性のある形式に変換します 

チェックサムの

検証 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したアルゴリズムを使用して

チェックサムを計算することにより、転送されるデータ

の整合性を検証します。 

チェックサムの

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ CRC チェックサムを計算するアルゴリズムを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC - 「Cyclic Redudancy Check(巡回冗長検査)」の

略称。巡回コードに基づいて冗長な値をチェック(検証)

します 

・MD5 - 「Message Digest」アルゴリズムの略称。よく

利用される暗号化ハッシュ関数、128 ビットのハッシュ

値を生成します。テキスト形式で表示すると、32 桁の

16 進数数字になります 

・SHA1 - 「Secure Hash Alogrithm」の略称、160 ビッ

トのハッシュ値を生成します。通常、40 桁の 16 進数の

形式で表示します 

このパラメータは[チェックサムの検証]パラメータを

[はい]に設定した場合のみ、有効になります。 

サブフォルダー

を含める 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[リモートファイル]パラメータで指定したマスクと一致

するファイルをサブフォルダも含めて検索します。[い

いえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構造

を保持する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをダウンロードします。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピーされず、

コピー先のフォルダのルートにダウンロードされます。

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ、有効になります。 
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フォルダー構造

のみ 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダーにあるサブフォ

ルダーを宛先フォルダーに作成する必要があるが、ファ

イルはコピーされないことを示します。このオプション

を有効にすると、ファイル固有のパラメータが無視され

ます。このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が

[はい]に設定されている場合のみ、有効になります。 

大文字と小文字

を区別する 

はい/い

いえ 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

す。[いいえ]に設定すると、大文字と小文字の区別がさ

れません。 

日付と時刻を保

持する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、転送するファイルの本来の日付と

時間を保持します。[いいえ]に設定すると、ファイルの

日付/時刻がダウンロード時の時間に更新されます。 

追加操作の抑制 はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ファイル転送中の追加操作が抑

制されます。(※バージョン 11.7 以降) 

転送オプション テキスト

(選択式) 

いいえ 既存のファ

イルを上書

きしない 

転送するファイルが保存先フォルダに既に存在する場合

の処理を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・既存のファイルを上書きしない - 既存ファイルは上書

きされませんが、実行時にエラーが発生します 

・既存のファイルを上書きする- 既存のファイルは転送

されたファイルに上書きされます 

・既存のファイルに追加する - 転送されたファイルから

データが抽出され、既存のファイルの末尾に追加されま

す 

・ファイル転送を再開する - 部分的にダウンロードされ

たファイルに対して、ダウンロードを再開します(サー

バーが転送の再開をサポートしている場合の有効)。 

保存先に既に指定した名前のファイルが存在する場合、

部分的にダウンロード済みのファイルだと見なします。

既存のファイルが既に完全にダウンロード済みのファイ

ルである場合、転送されたファイルが既存ファイルを置

き換えます 

新しい場合のみ はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このパラメータは[転送オプション]パラメータを[既存

のファイルを上書きする]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

行き先に存在す

る場合のみ 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、転送するファイルが既に保存先に

存在するファイルのみ、ソースからファイルをダウンロ

ードします。マスクの一致に関係なく、すべてのファイ

ルまたは他のパラメータ設定は無視されます。このパラ

メータは[転送オプション]パラメータを[既存のファイ

ルを上書きする]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.DownloadResult 真偽値 ダウンロードの結果を示します。 

ダウンロード成功の場合は[1]を返し、それ以外は[0]を返します。 

theDataset.FTPFileDate 日付 転送されたファイルの変更日時を返します。 

theDataset.FTPFileName テキスト 転送されたファイル名を返します。 

theDataset.FTPFileSize 数字 転送されたファイルのサイズ(kb 単位)を返します。 
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<FTP> 

ファイルのアップロード 

説明 

1 つ以上のローカルファイルを FTP サーバーにアップロードします。 

このアクティビティは複数ファイルのアップロードに対応しています。複数のファイルを指定するには、ワイルドカ

ード(*または?) を使用します。複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定する場合は、パイプ記号(|)で区

切ります。 

 

用途 

ネットワークまたはインターネットを介して他のコンピューターにファイルを転送するときに使用されます。 

また、ファイルあるいはファイル構造全体をバックアップする際にも使用可能です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続    このアクティビティの FTP ログオン認証情報とその他

の設定情報のソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - このアクティビティのプロパティに認証情報

やその他の設定が設定されます。通常、このオプション

は 1 つのアクティビティで処理を完了できる際に使用し

ます 

・セッション - 認証情報やその他の設定を「FTP -ログ

オン」アクティビティで作成したセッションに関連付

けます。一連の FTP アクションは同一のセッションに

関連付けられます。複数の FTP アクティビティを特定

のセッションにリンク可能です 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティをリンクさせる既存のセッション名

を指定します。1 つのタスク内で複数のセッションを使

用できます。 

このパラメータは[接続]を[セッション]に設定した場合

のみ有効になります。 
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認証情報([接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、有効になります) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホスト テキスト はい (空白) 接続先の FTP サーバーを指定します。IP アドレスまた

はサーバーとドメイン名で指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインする際に使用するユーザー名を

指定します。ユーザー名は該当 FTP サーバーで事前に

構成する必要があります。 

パスワード テキスト はい (空白) FTP サーバーにログインするに使用するパスワードを指

定します。タスクビルダーでは指定したパスワードの値

は暗号化されて表示されます。 

匿名ログオン

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FTP サーバーは匿名ユーザーとし

てログオンします。 

該当 FTP サーバーは匿名ユーザー接続事前に許可する

よう構成する必要があります。 

 

詳細([接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、有効になります) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

通信タイプ テキスト 

(選択式) 

はい FTP(標準) FTP 接続の種類を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・FTP(標準) - 標準の FTP を使用して接続します 

・Implicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この暗

黙的なモードでは、クライアントは FTPS サーバーに対

して TLS/SSL のクライアントの Hello メッセージを送

信します。この Hello メッセージが FTPS サーバーに受

信されない場合は接続が切断されます 

・Explicit SSL/TLS による FTP - FTPS(FTP Secure ま

たは FTP-SSL とも呼ばれます)を使用して接続します。

この接続は SSL または TLS に対応しています。この明

示的なモードでは、クライアントは明示的なリクエスト

を FTPS サーバーから受け取る必要があります。相互に

合意した暗号化方式を利用します 

・SFTP(パスワード) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれま

す)を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)

プロトコルを利用してファイルを転送します。標準 FTP

と異なり、コマンドとデータの両方を暗号化し、機密情

報が転送経路で平文のまま転送されることを防ぎます。

パスワードを用いて、SFTP 接続を認証するためにも使

用されます 

・SFTP(キー) - SFTP(Secure FTP とも呼ばれています)

を使用して接続します。SFTP は SSH(Secure Shell)プロ

トコルを利用してファイルを転送します。 

標準 FTP と異なり、コマンドとデータの両方を暗号化

し、機密情報が転送経路で平文のまま転送されることを
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防ぎます。このオプションを利用するには秘密キーと公

開キーを指定する必要があります 

ポート テキスト はい 21 FTP サーバーに接続する時に利用するポートを指定しま

す。標準の FTP の場合、ポート 21 が利用されることが

多いです。このパラメータは FTP サーバーが他のポー

ト番号で動作する場合、変更可能です。 

注 1:デフォルトポート番号は[通信タイプ]パラメータの

設定により、異なります 

FTP オプシ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ None 詳細の FTP オプションを指定します。 

下記のリストは AutoMate 内蔵の FTP クライアントが

対応している FTP オプションです。 

 

・None - FTP オプションを利用しません。 

・DoNotSendSignals - ダウンロードを放棄する(Abort)

時に Abort シグナルを送信しません。 

・DoNotSendAbort - ダウンロードを放棄する時 

ABOR コマンドを送信しません。 

・KeepAliveDuringTransfer - 10 分毎、NOOP コマンド

を送信し、キープアライブで接続を確保します。 

・ForceSilentCcc - このオプションは非推奨にしたの

で、現在使用されていません。 

・SendDataAsynchronously - データを 

非同期的に転送します。 

・TimeoutAsynchronousMethod - タイムアウトプロパ

ティで非同期転送に対応します。 

既定の設定の下、同期の転送のみをこの設定の対象にな

ります。 

・DoNotDetectFeatures - 機能察知に利用する FEAT コ

マンドなどの利用を無効化にします。 

・IgnorePassiveModeAddress - PASV コマンドで指定

し、通知された IP アドレスを無視し、その代わりに、

コントロールコネクションで使用されている IP アドレ

スで上書きします。 

・EnableMultipleBlockingCalls - 同時に複数のスレッド

で複数のメソッドを呼び出すことを可能にします。 

・PauseBeforeUploadClose - 暗号化のアップロード接続

で転送済みの後、短時間停止します。 

このオプションはアップロード先のサーバーが 

最後のブロック(TLS CloseNotify メッセージが同じ

TCP ブロックにある場合)を正しく処理できない場合に

利用されます。 

・DisableInvalidPassiveModeAddressWorkaround -  

FTP サーバーがプライベート IP アドレスを宣言してい

るにもかかわらず、実際パブリック IP アドレスを利用
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して接続している場合、このような接続回避策を無効に

します。 

既定でこのようなサーバーが検出した場合、PASV コマ

ンドに返された IP アドレスをコントロールコネクショ

ンで利用されている IP アドレスを上書きします。 

・EnableControlConnectionFlushing -  

FTP コマンドの送信後、レスポンスを解読します。 

想定外のレスポンスが送られた場合、そのレスポンスを

スローします。 

・ConnectPassiveLater - LIST、NLST、RETR、STOR

コマンドを送信後、パシッブモードで接続を開始しま

す。 

 

・ForceActiveCcc - 古い FTP クライアントを強制的に

CCC コマンドで指定した挙動のように動作させます。 

・UseLargeBuffers - インバウンドとアットバウンドの

データに対してより大きいバッファを利用します。 

・ReuseControlConnectionSession -  

コントロールコンネックションで利用する 

接続セッション ID を再利用します。 

・ForceListHiddenFiles－「LIST」コマンドの代わり

に、「LIST -la」を利用して隠しファイルを検索します。 

・DisableProgressPercentage - パーセントの進捗報告を

無効にします。 

ログファイル テキスト いいえ (空白) FTP ログファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のログファイルは FTP セッションで行った全文を含み

ます。エラーと問題の特定に役立ちます。 

既存のログフ

ァイルを上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定した場合、同名ログファイルが存在する場

合、ログファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定した場合、ファイルは上書きしません

が、実行エラーが発生します。 

タイムアウト 数字 はい 30 AutoMate は接続を確立するまで待機する時間を指定し

ます。指定時間を超えても確立されない場合は、タイム

アウトとなり、接続は自動的に中止されます。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [待機時間]パラメータで指定した値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

アップロード 

バッファサイ

ズ(バイト) 

数字 はい 655346 アップロードバッファのサイズを指定します。 

アップロードバッファサイズの変更は高伝送損失、高速

の接続を用いる場合、待ち時間の縮減に役立ちます。デ

フォルトの「655346」は最大可能のサイズです。 
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注 1:低速接続に対して、アップロードバッファサイズの

値を高く設定しすぎると、タイムアウトが発生し、転送

速度の計算精度が落ちる場合があります 

パッシブモー

ド(ファイア

ウォール用) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ FTP をどのように接続するかを指定します。 

[はい]に設定すると、AutoMate は PASV コマンドを発

行し、サーバーはデータ接続を確立する場所を

AutoMate に通知します。AutoMate はサーバーへの両

方の接続を開始し、サーバーからクライアントへの着信

データポート接続をフィルター処理するファイアウォー

ルの問題を解決します。 

[いいえ]に設定すると、AutoMate は PORT コマンドを

利用します。AutoMate は FTP サーバーが既に確立して

いるデータコネクションを探知し、PORT コマンドを

FTP サーバーに発行し、サーバーに AutoMate の FTP

クライアントのどのポートに接続するかを指示します。

AutoMate はその後サーバーが指定したポートに接続し

ます。 

この方法は、時にプロキシ構成で使用されます。ただ

し、一部のプロキシ構成では PORT 転送を要求し、あ

るいは PASV 転送(パッシブモードによる転送)をサポー

トしていない場合があります。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[FTP(標

準)]、[Implicit SSL/TLS による FTP]または[Explicit 

SSL/TLS による FTP]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

データチャネ

ルを暗号化す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、クライアントとサーバーとの間の

データチャネルを暗号化します。 

次のようなシナリオではデータチャネルの暗号化は 

推奨しません。 

・機密性の低いファイルを転送する場合(暗号化不要の

ため) 

・ファイルレベルで暗号化済みのファイルを転送する場

合(暗号化が冗長になるため) 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、SSL を使用して FTP サーバーに

接続する時に、無効な証明書を無視します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

クリアコマン

ドチャネル 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Clear Comand Channel(CCC)を有

効にします。CCC コマンドはリモート FTP クライアン

トから発行され、AutoMate の FTP クライアントをセキ

ュアモードから非セキュアモードへ切り替えます。 
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USER/PASS の認証完了後、一部のクライアントは

CCC コマンドを使用して非セキュアモードに戻りま

す。非セキュアモードは転送速度が速いという利点があ

ります。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

タンブルウィ

ードモードを

有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、タンブルウィード(Tumbleweed 

Secure Content Delivery)を有効にします。 

 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

圧縮を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、送信するデータ総量を減らすた

め、単一のアルゴリズムを使用して圧縮します。転送速

度が遅い場合、圧縮をすると高速化される可能性があり

ます。 

FIPS モード

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、FIPS140-2 検証済み暗号化モード

が有効化します。FIPS(米国連邦情報処理標準)140-2

は、機密情報を保護するために使用される暗号化モジュ

ールのセキュリティ要件を指定します。 

SFTP バージ

ョン 

テキスト

(選択式) 

いいえ Sftp2,sftp3,sft

p4 

サーバーがサポートする SFTP バージョンを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 

認証タイプ テキスト

(選択式) 

いいえ Auto サーバーがサポートする SFTP 認証タイプを指定しま

す。プルダウンから選択可能なリストを表示します。複

数のバージョンを指定するには区切り文字としてカンマ

(,)を使用します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータが[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に設定されている場合の

み、有効になります。 

Sftp サーバ

ーのホストキ

ーを無視/検

証する 

選択式 いいえ 無視する SFTP サーバーのホストキーを無視するか検証するかを

指定します。このパラメータは[通信タイプ]パラメータ

が[SFTP(パスワード)]または[SFTP(キー)]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

サーバーのホ

ストキーが見

つからない場

合 

テキスト

(選択式) 

いいえ それを格納す

る 

サーバーホストキーが見つからない場合に実行するアク

ションを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・それを格納する - SFTP サーバーのホストキーをキャ

ッシュに保存します 
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・エラーをスローする - 「ホストキーが見つかりませ

ん」エラーを生成します 

このパラメータは[sftp サーバーのホストキーを検証す

る]を有効にした場合のみ、有効になります。 

TLS 暗号 テキスト 

(選択式) 

はい All 利用する TLS / SSL 暗号スイートを指定します。接続形

式は必ずホストを利用します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・None-暗号スイートなし 

・RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハッシュ

およびメッセージ認証コード付きのエクスポート可能な

40 ビット RC4 

・RSA_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュおよびメ

ッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードのエクスポート可能な 40 ビット RC2 

・RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC モー

ドでエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード 

・RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュおよび

メッセージ認証コードを使用した CBC モードの 56 ビッ

ト DES 

・RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

TripleDES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエクスポー

ト可能な 56 ビット RC4 モード 

・RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

256 ビット AES 

・DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-CBC

モードでのエクスポート可能な 40 ビット DES、SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コード 

・DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA-CBC モードの 56

ビット DES、SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コ

ード 
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・DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 256 ビット AES 

 

 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードのエクスポート可能な 56 ビット DES 

・DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを備えたエ

クスポート可能な 40 ビット RC4 

・DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用し

た、CBC モードのエクスポート可能な 40 ビット DES 

・DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュ

およびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの

56 ビット DES 

・DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの TripleDES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モー

ドの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-256 ビット-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 128 ビット AES 
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・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの TripleDES 

・ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット RC4 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 128 ビット AES 

 

 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用

した CBC モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-

SHA-1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した

CBC モードの TripleDES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA-SHA-1 ハッ

シュおよびメッセージ認証コード付きの 128 ビット

RC4 

・RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-256 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 128 ビット AES 

・RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-384 ハッ

シュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した GCM モ

ードの 256 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 
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・DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-

SHA-256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-

SHA-384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用

した GCM モードの 256 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256-SHA-

256 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 128 ビット AES 

・ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384-SHA-

384 ハッシュおよび認証済み暗号化(AEAD)を使用した

GCM モードの 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_RC4_128_MD5-MD5 ハッシュおよ

びメッセージ認証コードを使用した匿名 128 ビット

RC4 

・DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA-SHA-1 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モ

ードの匿名 TripleDES 

・DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA-SHA-1 ハッシュお

よびメッセージ認証コードを使用した CBC モードの匿

名 DES 

・DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5-MD5 ハ

ッシュおよびメッセージ認証コードを備えた、エクスポ

ート可能な匿名の 40 ビット RC4 

・DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA-SHA-

1 ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した、

CBC モードの匿名でエクスポート可能な 40 ビット DES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 256 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256-SHA256

ハッシュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC

モードの匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 128 ビット AES 

・DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA-SHA-1 ハッシ

ュおよびメッセージ認証コードを使用した CBC モード

の匿名 256 ビット AES 

・Secure-現在安全と見なされているすべての暗号を指

定します 

・Weak-弱いとみなされるすべての暗号を指定します 
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・Vulnerable-現在脆弱と見なされているすべての暗号を

指定します 

・Anonymous-匿名暗号を指定します 

・All-匿名暗号を除く、弱い暗号を含むすべての暗号を

指定します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

TLS オプシ

ョン 

テキスト 

(選択式) 

はい None ・None - オプションなし 

・DoNotCacheSessions - セッションをキャッシュしま

せん 

・StayConnected - このオプションはもう対応しません 

・DoNotInsertEmptyFragment - CBC モードでのハンド

が成功になった場合、空のレコードを送信しません 

 

・SkipRollbackDetection - プリマスタシークレットに記

述しているクライアントバージョンを無視します 

・SilentUnprotect - 強制的に Unprotect()メソッドで即

時非保護にします。非保護に切り替える前、CloseNotify

メッセージを交換しません。 

これは RFC で定まった基準を違反します。ただし、一

部のサーバーに対して、このオプションが必要です 

・Reserved - このオプションを現在利用していません 

・AllowCloseWhileNegotiating - ネゴシエーションの途

中、ソケットが閉じても例外をスローしません。その代

わりに、ネゴシエーションは成功したかのうように見

え、その直後ソケットを閉じます 

・SlientClose -  強制的に Close()メソッドで閉じます。

この場合、閉じる前 CloseNotify メッセージを交換しま

せん。これは RFC で定まった基準を違反します。ただ

し、一部のサーバー(例:TLS1.1 を実装している IIS サー

バー)に対して、このオプションが必要です 

・DisableRenegotiationExtension - Renegotiation 

Indication Extension (RFC 5746)を無効にします 

・DisableServerNameIndication - Disables Server Name 

Indication Extension (RFC 6066)を無効にします 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

クライアント

証明書のソー

ス 

テキスト

(選択式) 

はい 証明書があり

ません 

FTPoverSSL を使用すると、FTP クライアントとサーバ

ー間でセッションを暗号化できます。ここでは証明書の

ソースを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・証明書がありません 
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・証明書ストア - 証明書の認証に Windows の信頼でき

る証明書ストアをしようして証明書を選択します 

・ファイル - 証明書ファイルを選択します 

・証明書を自動的に選択する - AutoMate は FTP サーバ

ー要求に一致するユーザーストアから最適な証明書を選

択します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[Implicit 

SSL/TLS による FTP]または[Explicit SSL/TLS による

FTP]に設定した場合のみ、有効になります。 

証明書の発行

者 

テキスト いいえ (空白) 証明書の発行者についての情報を指定します。 

このパラメータは[クライアント証明書のソース]パラメ

ータを [証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

証明書のシリ

アルナンバー 

数字 いいえ (空白) 証明書が発行者に割り当てられた一意のシリアルナンバ

ーを指定します。このシリアルナンバーは該当発行者に

発行されたすべての証明書に対して一意です。 

このパラメータは[クライアント証明書のソース]パラメ

ータを [証明書ストア]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 使用する証明書ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用されるパスフレーズを指定します。パ

スフレーズは、フレーズで構成される長いパスワードで

す。このパラメータは[クライアント証明書のソース]パ

ラメータを [ファイル]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

暗号の選択 テキスト 

(選択式) 

はい 

 

自動調整 ・自動調整 - 接続する時に自動暗号化します。

AutoMate は自動でどのアルゴリズムを使うかを判断し

ます 

・レガシー - 接続時にレガシーの暗号化方式を利用しま

す。AutoMate は 3DES and DES (encryption), 

HMAC_SHA1 and HMAC_MD5 (Mac), DSS and RSA 

(public key), and DH_GROUP and 

DH_GROUP_EXCHANGE (key exchange)に対応してい

ます 

・カスタム - カスタムの暗号化方式を利用し、 

接続します 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを [SFTP(パ

スワード)]または[SFTP(キー)]に設定した場合のみ、有

効になります。 

暗号化アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、 

利用する暗号化アルゴリズムを指定します。 
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以下は AutoMate が対応している暗号化アルゴリズムで

す。 

・EA_3DES  

・EA_BLOWFISH  

・EA_TWOFISH256  

・EA_TWOFISH192  

・EA_TWOFISH128  

・EA_AES256  

・EA_AES192  

・EA_AES128  

・EA_SERPENT256  

・EA_SERPENT192  

・EA_SERPENT128  

・EA_ARCFOUR  

・EA_IDEA  

・EA_CAST128  

・EA_NONE  

・EA_DES  

・EA_AES128_CTR  

・EA_AES192_CTR 

・EA_AES256_CTR  

・EA_3DES_CTR  

・EA_BLOWFISH_CTR  

・EA_TWOFISH128_CTR  

・EA_TWOFISH192_CTR  

・EA_TWOFISH256_CTR 

・EA_SERPENT128_CTR 

・EA_SERPENT192_CTR 

・EA_SERPENT256_CTR 

・EA_IDEA_CTR  

・EA_ARCFOUR128  

・EA_CAST128_CTR  

・EA_ARCFOUR256  

・EA_AES128_GCM  

・EA_AES256_GCM  

・EA_AES128_GCM_OPENSSH 

・EA_AES256_GCM_OPENSSH 

・EA_CHACHA20  

・EA_CHACHA20_OPENSSH 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 
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鍵交換アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する鍵交換アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・DH_GROUP_EXCHANGE  

・DH_GROUP  

・DH_GROUP_14  

・DH_GROUP_EXCHANGE256  

・RSA1024_SHA1  

・RSA2048_SHA256 

・ECDH_NIST_P256  

・ECDH_NIST_P384  

・ECDH_NIST_P512 

・ECDH_NIST_K163  

・ECDH_NIST_P192 

・ECDH_NIST_P224  

・ECDH_NIST_K233  

・ECDH_NIST_B233 

・ECDH_NIST_K283 

・ECDH_NIST_K409 

・ECDH_NIST_B409  

・ECDH_NIST_K571 

・ECDH_CURVE25519 

・CURVE25519  

・GSS_GROUP_EXCHANGE  

・GSS_GROUP  

・GSS_GROUP_14 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

公開キーアル

ゴリズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する公開キーアル

ゴリズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズ

ムに対応しています。 

・DSS  

・RSA  

・X509_SIGN_RSA  

・X509_SIGN_DSS  

・SPKI_SIGN_RSA  

・SPKI_SIGN_DSS  

・PGP_SIGN_RSA  

・PGP_SIGN_DSS  

・ECDSA_NIST_P256  

・ECDSA_NIST_P384  

・ECDSA_NIST_P521  

・ECDSA_NIST_K163  
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・ECDSA_NIST_P192 

・ECDSA_NIST_P224  

・ECDSA_NIST_K233  

・ECDSA_NIST_B233  

・ECDSA_NIST_K283  

・ECDSA_NIST_K409  

・ECDSA_NIST_B409  

・ECDSA_NIST_K571  

・ECDSA_CURVE25519 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]に、かつ[暗号の選択]パラ

メータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

MAC アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい All SSH セッションを利用する場合、利用する MAC アルゴ

リズムを指定します。AutoMate では下記アルゴリズム

に対応しています。 

・HMAC_SHA1  

・HMAC_SHA1_96  

・HMAC_MD5  

・HMAC_MD5_96  

・NONE  

・HMAC_RIPEMD160  

・HMAC_RIPEMD  

・HMAC_RIPEMD_OPENSSH  

・HMAC_SHA256  

・HMAC_SHA256_96  

・UMAC32  

・UMAC64  

・UMAC96  

・UMAC128  

・HMAC_SHA2_256  

・HMAC_SHA2_512  

・AES128_GCM  

・AES256_GCM  

・POLY1305 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(パス

ワード)]または[SFTP(キー)]、かつ[暗号の選択]パラメ

ータを[カスタム]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

秘密キーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) 秘密鍵ファイルのパスとファイル名を指定します。 

このパラメータは[通信タイプ]パラメータを[SFTP(キ

ー)]に設定した場合のみ、有効になります。 
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プロキシ([接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、有効になります) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシタイ

プ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ Default 利用するプロキシプロトコルを指定します。使用するプ

ロトコルが不明の場合、ネットワークの管理者に連絡し

てください。使用可能なオプションは以下のとおりで

す。 

・Default - タスクアドミニストレーターで設定した値に

準じます 

・なし - システムのデフォルトに関係なく、プロキシサ

ーバーを利用しません 

・Socks 4 - Socks 4 準拠のサーバーを経由するようにア

クティビティに指示します 

・Socks 4a - アクティビティに Socks 4a 準拠サーバーを

経由するよう指示します 

・Socks 5 - アクティビティに Socks 5 準拠のサーバーを

経由するよう指示します 

・HTTP - HTTP 準拠サーバーを経由するようにアクテ

ィビティに指示します 

・FTP サイト - FTP サイトに準拠したサーバーを経由

するようにアクティビティに指示します 

・FTP ユーザー - FTP ユーザー準拠サーバーを経由す

るようにアクティビティに指示します 

・FTP を開く - FTP Open 準拠のサーバーを経由するよ

うにアクティビティに指示します 

プロキシ サ

ーバー 

テキスト 

 

いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(または IP アドレス)を指

定します 

プロキシ ポ

ート 

テキスト はい 1028 プロキシサーバーへ接続するためのポート番号を指定し

ます。デフォルトは「1028」ですが、変更可能です。 

プロキシ ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 

プロキシ パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続する際に認証に使用するパ

スワードを指定します。このパラメータは[認証を使用

する]を有効にした場合のみ、設定可能です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルファ

イル 

テキスト はい (空白) アップロードするファイルを指定します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 

リモートファ

イル 

テキスト はい (空白) アップロードするファイルの保存先(完全修飾パス)を指

定します。フォルダが存在しない場合、実行時に自動的

に生成されたます。 
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スレッド数 テキスト はい 1 ファイルのアップロードに使用するスレッドの数を指定

します。開いている FTP 接続の数に対応するスレッド

の数を入力します。 

アップロード

データセット

を作成して設

定 

テキスト いいえ (空白) アップロードするファイルに関する情報を格納するデー

タセットの名前を指定します。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外す

る 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを除外します。フ

ァイル名またはワイルドカード(*または?)で指定できま

す。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定しま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータで

指定した値を正規表現とみなします。 

より新しい場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より新しいファイルのみ対象にな

ります。このパラメータを空白のままにしたか指定しな

かった場合、ファイルの日付は無視されます。 

より古い場合の

み 

日付 いいえ (空白) 指定された日付/時刻より古いファイルのみ対象になり

ます。このパラメータを空白のままにしたか指定しなか

った場合、ファイルの日付は無視されます。 

転送タイプ テキスト 

(選択式) 

はい バイナリー 転送モードを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・バイナリー  - ファイルをバイナリストリームのデータ

として転送します。ASCII モードは特殊な制御文字をし

てデータをフォーマットするに対し、バイナリモードは

転送ファイルの RAW バイトを転送します。つまり、転

送するファイルは正確な元の形式のまま転送されます 

・ASCII - 転送するデータは ASCII 形式のテキストを含

むとみなされます。受信側は転送されたデータを OS と

互換性のある形式に変換します 

チェックサムの

検証 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したアルゴリズムを使用して

チェックサムを計算することにより、転送されるデータ

の整合性を検証します。 

チェックサムの

タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ CRC チェックサムを計算するアルゴリズムを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC - 「Cyclic Redudancy Check(巡回冗長検査)」の

略称。巡回コードに基づいて冗長な値をチェック(検証)

します 

・MD5 - 「Message Digest」アルゴリズムの略称。よく

利用される暗号化ハッシュ関数、128 ビットのハッシュ

値を生成します。テキスト形式で表示すると、32 桁の

16 進数数字になります 
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・SHA1 - 「Secure Hash Alogrithm」の略称、160 ビッ

トのハッシュ値を生成します。通常、40 桁の 16 進数の

形式で表示します 

このパラメータは[チェックサムの検証]パラメータを

[はい]に設定した場合のみ、有効になります。 

サブフォルダー

を含める 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[リモートファイル]パラメータで指定したマスクと一致

するファイルをサブフォルダも含めて検索します。[い

いえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

フォルダー構造

を保持する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをダウンロードします。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピーされず、

コピー先のフォルダのルートにダウンロードされます。

このパラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

フォルダー構造

のみ 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダーにあるサブフォ

ルダーを宛先フォルダーに作成する必要があるが、ファ

イルはコピーされないことを示します。 

 

このオプションを有効にすると、ファイル固有のパラメ

ータが無視されます。このパラメータは、[サブフォル

ダーを含める]が[はい]に設定されている場合のみ、有

効になります。 

大文字と小文字

を区別する 

はい/い

いえ 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

す。[いいえ]に設定すると、大文字と小文字の区別がさ

れません。 

日付と時刻を保

持する 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、転送するファイルの本来の日付と

時間を保持します。[いいえ]に設定すると、ファイルの

日付/時刻がダウンロード時の時間に更新されます。 

アーカイブ属性

をオフにする 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ ソース ファイルのアーカイブ属性がオフになりま

す。Windows アーカイブ属性は、ファイルがバック

アップされているかどうかを追跡するために使用され

ます。ソース ファイルのアーカイブ属性をオフにす

ることで、ファイルが既にバックアップされているこ

とを示します。 

追加操作の抑制 はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ファイル転送中の追加操作が抑

制されます。(※バージョン 11.7 以降) 

転送オプション テキスト

(選択式) 

いいえ 既存のファ

イルを上書

きしない 

転送するファイルが保存先フォルダに既に存在する場合

の処理を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・既存のファイルを上書きしない - 既存ファイルは上書

きされませんが、実行時にエラーが発生します 

・既存のファイルを上書きする- 既存のファイルは転送

されたファイルに上書きされます 
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・既存のファイルに追加する - 転送されたファイルから

データが抽出され、既存のファイルの末尾に追加されま

す 

・ファイル転送を再開する - 部分的にダウンロードされ

たファイルに対して、ダウンロードを再開します(サー

バーが転送の再開をサポートしている場合の有効)。 

保存先に既に指定した名前のファイルが存在する場合、

部分的にダウンロード済みのファイルだと見なします。

既存のファイルが既に完全にダウンロード済みのファイ

ルである場合、転送されたファイルが既存ファイルを置

き換えます 

新しい場合のみ はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルがすでに先に存在

する場合、かつソースが保存先より新しいファイルの場

合のみ、ファイルは上書きされます。 

このオプションは、[ファイルが存在する場合は上書き

する]を[はい]に設定した場合のみ有効になります。 

行き先に存在す

る場合のみ 

はい/い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、転送するファイルが既に保存先に

存在するファイルのみ、ソースからファイルをダウンロ

ードします。マスクの一致に関係なく、すべてのファイ

ルまたは他のパラメータ設定は無視されます。このパラ

メータは[転送オプション]パラメータを[既存のファイ

ルを上書きする]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.FTPFileNamet テキスト アップロードされたファイルの名前を返します。 

theDataset.LocalFileDate 日付 アップロードするファイルの変更日時を返します。 

theDataset.LocalFileName テキスト アップロードするファイルのローカルのファイル名を返します。 

theDataset.LocalFileSize 数字 アップロードするローカルファイルのサイズ(kb 単位)を返しま

す。 

theDataset.UploadResult 真偽値 アップロードの結果を示します。 

アップロード成功の場合は[1]を返し、それ以外は[0]を返します。 
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<FTP> 

ファイルの削除 

説明 

FTP サーバーからファイルを削除します。複数のファイルを指定する場合は、ワイルドカード文字(*または?)を使用

します。複数ファイルまたはワイルドカードマスクを指定する場合は、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

「FTP - ファイルのダウンロード」アクティビティでダウンロードされたファイルを FTP サーバーから削除するた

めに使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 
 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートファ

イル 

テキスト はい (空白) 削除するファイルを指定します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 
 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを除外します。フ

ァイル名またはワイルドカード(*または?)で指定できま

す。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定しま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータで

指定した値を正規表現とみなします。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[リモートファイル]パラメータで指定したマスクと一致

するファイルをサブフォルダも含めて検索します。[い

いえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

す。[いいえ]に設定すると、大文字と小文字の区別がさ

れません。 

Traversal 

mode 

テキスト

(選択式) 

いいえ None Traversal mode を選択します。使用可能なオプションは

次のとおりです。(※バージョン 11.7 以降) 

・None 

・Recursive 

・Non recursive 

・Match files shallow 

・Match files deep 
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<FTP> 

ファイル名の変更 

 

説明 

FTP サーバー上で指定したファイル名を変更します。複数のファイルを指定する場合は、ワイルドカード文字(*また

は?)を使用します。複数ファイルまたはワイルドカードマスクを指定する場合は、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

FTP セッション内の 1 つ以上のファイル名を変更します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートファ

イル 

テキスト はい (空白) 名前を変更するファイルを指定します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 変更後の名前を指定します。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを除外します。フ

ァイル名またはワイルドカード(*または?)で指定できま

す。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定しま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータで

指定した値を正規表現とみなします。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[リモートファイル]パラメータで指定したマスクと一致

するファイルをサブフォルダも含めて検索します。[い

いえ]に設定すると、サブフォルダは無視されます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

す。[いいえ]に設定すると、大文字と小文字の区別がさ

れません。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、指定した名前変更のファイルと

同名のファイルが既に存在する場合、既存ファイルを上

書きします。 
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行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定した名前変更のファイルと同

名のファイルが既に保存先に存在する場合のみ、名前を

変更します。マスクの一致に関係なく、すべてのファイ

ルまたは他のパラメータ設定は無視されます。このパラ

メータは[ファイルが存在する場合は上書きする]パラメ

ータを有効に設定した場合のみ、有効になります。 
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<FTP> 

FXP 

説明 

File eXchange Protocol(FXP)を使用すると、クライアントの接続を介してデータをルーティングすることなく、ある

FTP サーバーから別の FTP サーバーへデータを転送できます(サーバー間転送とも呼ばれます)。 

FXP は、1 つの FTP サーバーからローカルクライアントにデータを転送し、別の FTP サーバーに転送する手間を省

きます。 

さらに、データ転送速度は 2 つのサーバー間の接続速度に基づいているため、クライアントのインターネット接続速

度に依存しません。通常、通常のクライアント接続よりお帯域幅が高くなります。 

 

用途 

ある FTP サーバーから別の FTP サーバーへデータをコピーするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソースサーバ

ーセッション 

テキスト はい FtpSesion1 ソース FTP サーバーにログインする際に使用するセッ

ション名を指定します。 

注 1:事前にソースと宛先 FTP サーバー両方に対して、

「FTP - ログオン」アクティビティでそれぞれセッショ

ンを作成しておく必要があります 

宛先サーバー

セッション 

テキスト はい (空白) 宛先 FTP サーバーにログインするに利用するセッショ

ン名を指定します。 

註:事前にソースと宛先の FTP サーバー両方に対して、

「FTP-ログオン」アクティビティでそれぞれのセッシ

ョンを作成しておく必要があります。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソースサーバ

ーファイル 

テキスト はい (空白) ソース FTP サーバー上にある転送するファイルを指定

します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 

送信先サーバ

ーファイル 

テキスト はい (空白) 宛先 FTP サーバー上に転送されたファイルの保存先を

指定します。 

名前を変更するファイルを指定します。 

UNIX スタイルのパスとファイル名での指定を推奨しま

す。また、ワイルドカード(* または?)を使用できます。

複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定します

(例:/source/*.txt|/source/*.bak)。 

FXP データ

セットの作成

と設定 

テキスト いいえ (空白) 転送するファイルに関する情報を格納するデータセット

の名前を指定します。 
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ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを除外します。フ

ァイル名またはワイルドカード(*または?)で指定できま

す。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って指定しま

す(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータで

指定した値を正規表現とみなします。 

転送タイプ テキスト 

(選択式) 

はい バイナリー 転送モードを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・バイナリー  - ファイルをバイナリストリームのデータ

として転送します。ASCII モードは特殊な制御文字をし

てデータをフォーマットするに対し、バイナリモードは

転送ファイルの RAW バイトを転送します。つまり、転

送するファイルは正確な元の形式のまま転送されます 

・ASCII - 転送するデータは ASCII 形式のテキストを含

むとみなされます。受信側は転送されたデータを OS と

互換性のある形式に変換します 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソースサーバーファイル]パラメータで指定したマスク

と一致するファイルを検索します。[いいえ]の場合、サ

ブフォルダは無視されます。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをコピーします。 

[いいえ]に設定すると、サブフォルダはコピーされず、

コピー先のフォルダのルートにコピーされます。このパ

ラメータは、[サブフォルダーを含める]が[はい]に設定

されている場合のみ、有効になります。 

フォルダー構

造のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダにサブフォルダが

存在する場合、宛先フォルダにはフォルダ構造のみをコ

ピーし、ファイルはコピーされません。 

このオプションを有効にすると、ファイル固有のパラメ

ータは無視されます。このパラメータは、[サブフォル

ダを含める]が[はい]に設定されている場合のみ、有効

になります。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 

チェックサム

の検証 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したアルゴリズムを使用して

チェックサムを計算することにより、転送されるデータ

の整合性を検証します。 
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チェックサム

のタイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ CRC チェックサムを計算するアルゴリズムを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC - 「Cyclic Redudancy Check(巡回冗長検査)」の

略称。巡回コードに基づいて冗長な値をチェック(検証)

します。 

・MD5 - 「Message Digest」アルゴリズムの略称。よく

利用される暗号化ハッシュ関数、128 ビットのハッシュ

値を生成します。テキスト形式で表示すると、32 桁の

16 進数数字になります 

・SHA1 - 「Secure Hash Alogrithm」の略称、160 ビッ

トのハッシュ値を生成します。通常、40 桁の 16 進数の

形式で表示します 

このパラメータは[チェックサムの検証]パラメータを

[はい]に設定した場合のみ、有効になります。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、転送するファイルと同名のファイ

ルが既に宛先 FTP サーバーに存在する場合、既存ファ

イルの内容を上書きします。 

行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、宛先 FTP サーバーに既に同名の

ファイルが存在するファイルのみを転送します。マスク

の一致に関係なく、すべてのファイルまたは他のパラメ

ータ設定は無視されます。このパラメータは[ファイル

が存在する場合は上書きする]に設定した場合のみ、有

効になります。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.FXPResult 真偽値 FXP での転送結果を示します。 

FXP で転送成功の場合は[1]を返し、それ以外は[0]を返します。 

theDataset.FTPFileDate 日付 転送するファイル変更日時を返します。 

theDataset.FTPFileName テキスト 転送するファイルの名前を返します。 

theDataset.FTPFileSize 数字 転送するファイルのサイズ(kb 単位)を返します。 

theDataset.LocalFileSize テキスト 転送するファイルのローカルのファイル名を返します。 
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<FTP> 

詳細 

説明 

FTP サーバーに対して特定のコマンドを発行します。 

 

用途 

標準の「FTP - ファイルのダウンロード/アップロード」アクティビティは決まったシーケンスでコマンドを発行し

ます。「FTP – 詳細」アクティビティを使用することで、カスタマイズされた一連のコマンドを作成または実行でき

ます。 

例えば、フォルダのリストを取得し、Loop アクションを使用して、個々のファイルに対してほかのアクションを実

行することが可能です。 

 

このアクションを利用し、サーバーに依存する FTP コマンドを実行したり、“Move”コマンド(FTP サーバー上のフ

ァイルをダウンロードせず移動するコマンド)など AutoMate の FTP アクションでサポートされていないコマンドを

実行したりすることも可能です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

FTP コマン

ド 

テキスト はい Get long file 

list 

より高度な FTP コマンドを指定します。 

プルダウンリストから実行する FTP コマンドを選択し

ます。各項目については下記『高度な FTP コマンド』

をご参照ください。 

注 1:実行したい FTP コマンドがリストに含まれていな

い場合、[User defined]あるいは[Site command]を選択

し、[パラメータ]パラメータにカスタムコマンドを入力

します 

パラメータ テキスト いいえ (空白) [FTP コマンド]パラメータで指定したコマンドの必須パ

ラメータを指定します。パラメータの有無は選択したコ

マンドにより異なります。[FTP コマンド]パラメータを

[User defined]または[Site command]に設定した場合、

コマンド自体を入力します。 

変数に送信デ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) コマンドまたはサーバーに送信したデータに関連する情

報を設定する既存の変数を指定します。 

変数に戻り値

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 戻り値を設定する既存の変数を指定します。 
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ファイルリス

ト情報を含む

データセット

を作成する 

テキスト いいえ (空白) ファイルリスト情報を設定するデータセット名を指定し

ます。 

このパラメータは[FTP コマンド]パラメータを[長いフ

ァイルリストを取得する]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

 

高度な FTP コマンド 

コマンド DOS 説明 サンプル構文 

Get long file list LIST リモートサーバーから verbose 形式のファイル

リストを取得します。 

(PORT コマンド後に LIST) 

*.exe 

Get short file list NLST リモートサーバーから basic 形式のファイルリ

ストを取得します。 

(PORT コマンド後に NLIST コマンド) 

*.exe 

Download file GET 単一ファイルをダウンロードします(PORT コ

マンド後に RETR コマンド)。 

"/RemoteFileName.ex

e/" 

[optional]\"C:\\Local

FileName.exe\" 

複数のファイルをダウン

ロード(mget) 

MGET 1 つ以上のリモートファイルをローカルコンピ

ューターにダウンロードします。 

"/RemoteFolder/*.htm

l" 

Upload file PUT 単一ファイルをアップロードします(PORT コ

マンド後に STOR コマンド)。 

\"C:\\Local 

FileName.exe\" 

[optional]\"/Remote 

FileName.exe\" 

複数のファイルをアップ

ロード(ｍput) 

MPUT 1 つ以上のファイルをアップロードします

(PORT コマンド後に MPUT コマンド)。 

\"C:\\*.exe\" 

[optional]\"\RemoteF

older\" 

ファイルの削除 DELE 単一ファイルをリモートサーバーから削除しま

す。 

"/Home/FileToDelete.

txt" 

 

複数のファイルを削除す

る(ｍdelete) 

MDELET

E 

1 つ以上のファイルをマスクで指定し、リモー

トサーバーから削除します。 

*.dat 

 

Rename file RNFR リモートサーバー内のファイルの名前を変更し

ます(RNFR コマンド後に RNTO コマンド)。 

"/Home/Folder/FileN

ame.txt" 

"/Home/NewFolder/N

ewFileName.txt" 

Passive mode PA パッシブモードに切り替えて、ファイアウォー

ル経由のサーバー接続の確立を適切にします。

パッシブモードでは、クライアントにコマンド

を送信し、サーバーIP アドレスとポート番号を

受信します。クライアントはそれを受信して、

受信したサーバーIP とポート番号へのデータ接

続を開きます。 

なし 
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Clear command channel 

mode 

CCC セキュアモードから非セキュアモードに切り替

えます。 

CCC コマンドが有効な場合、FTP クライアン

トがサーバーに接続し、暗然な接続をネゴシエ

ートし、ユーザーを認証してからプレーンテキ

ストに戻します。 

注 1:SSL 接続では、NAT ファイアウォールから

PORT モードで接続する場合、CCC が必要で

す 

なし 

System information SYST リモートサーバーに関する情報を取得します。 

注 1:標準の SSL/TLS 接続のみに対応していま

す 

なし 

Help HELP FTP ヘルプ情報を表示します。 なし 

ASCII mode TYPE I ファイル転送する方式を ASCII モードに切り替

えます。ASCII をベース文字セットとして設定

されていない FTP サーバーでテキストファイル

を転送する際に使用されます(例:EBCDIC)。 

ASCII 

Binary mode TYPE I ファイル転送する方式をバイナリモードに切り

替えます。通常、バイナリファイルまたは

ASCII 以外のファイルタイプを転送するために

使用されます。 

注 1:実行可能なファイルを転送する場合、バイ

ナリモードを使用する必要があります。バイナ

リモードはファイルをバイト単位で転送します 

BINARY 

Up one folder CDUP 親フォルダに移動します。 なし 

Create folder MKD リモートサーバーにフォルダまたはディレクト

リを作成します。 

MKD New Folder 

Remove folder RMD リモートサーバー上のフォルダーを削除しま

す。 

/”Old Folder/” 

Change folder CWD 現在の作業ディレクトリまたはフォルダをリモ

ートサーバーの別の作業ディレクトリまたはフ

ォルダに変更します。 

"/ParentFolder/NewF

older" 

Retrieve current folder PWD 現在のカレントディレクトリーを表示します。 “FolderName” 

ファイルの存在 --- リモートサーバー上に特定のファイルが存在す

るかどうかを確認します。 

"/RemotePath/FileNa

me" 

フォルダーの存在 --- リモートサーバー上に特定のフォルダが存在す

るかどうかを確認します。 

"RemoteFolderPath" 

Get file checksum --- 特定のアルゴリズム(CRC,MD5,SHA1)を使用し

て、リモートファイルのチェックサムを取得し

ます。 

なし 

Site command SITE サイト固有のコマンドをリモートサーバーに送

信します。 

CHMOD or 

DIRSTYLE 

User defined --- FTP サーバーにカスタムコマンドを発行しま

す。 

なし 

 



756 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.FTPFileName テキスト 現在のファイルの名前を返します。 

theDataset.FTPFileSize 数字 現在のファイルのサイズを返します。 

theDataset.FTPFileDate 日付 現在のファイルの日付を格納します。 

theDataset.FTPFileType 真偽値 現在のファイルの種類を示します。 

フォルダの場合は[0]返し、ファイルの場合は、[1]を返します。 
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<FTP> 

フォルダーの作成 

説明 

FTP サーバーでフォルダまたはサブフォルダを作成します。 

 

用途 

FTP サーバー上にフォルダまたはサブフォルダを作成し、後続の FTP アクションで新しく作成されたフォルダにフ

ァイルのアップロードなどを行うために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

フォルダ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートフォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 作成するフォルダのパスを UNIX スタイルで指定しま

す。 

例:「/home/my_folders/folder_1」と指定した場合、 

folder1 というサブフォルダが/home/my_folders ディレ

クトリの配下に作成されます。 
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<FTP> 

フォルダーの変更 

説明 

FTP サーバー上のカレントディレクトリーを変更します。 

このアクションは DOS コマンドの cd コマンドに似ています。 

 

用途 

FTP サーバーで 1 つのフォルダから別のフォルダに移動する際に使用されます。 

移動先となるフォルダがカレントディレクトリーになります。 

 

注意:各アクションプロパティでファイル等をフルパスで指定する場合は、このアクティビティを利用する必要はあり

ません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

フォルダ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートフォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 変更先フォルダのパスを UNIX スタイルで指定します。

主に相対パスでファイル指定する場合に使用します。 

例:Linux 絶対パス - 

/home/users/c/computer/public_html/cgi-bin 

Linux 相対パス – 

public_html/cgi-bin 

注 1:絶対パスを指定する場合は、このアクティビティは

省略可能です 
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<FTP> 

フォルダーの消去 

説明 

FTP サーバーから指定されたフォルダを削除します。複数のフォルダを指定する場合はワイルドカード(*または?)を

使用します。複数のフォルダやワイルドカードマスクを指定するにはパイプ記号(|)で区切ります。 

指定したフォルダ内にファイルが存在する場合、それらのファイルも含めて削除します。 

 

用途 

不要な 1 つ以上のフォルダを FTP サーバーから削除します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

フォルダ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートフォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 削除するフォルダのパスを UNIX スタイルで指定しま

す。ワイルドカード(*または?)の使用が可能です。複数

のフォルダマスクを指定する場合はパイプ記号(|)で区切

ります。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

す。 

[いいえ]に設定すると、大文字と小文字の区別がされま

せん。 
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<FTP> 

フォルダーの同期 

説明 

FTP サーバー上のフォルダをローカル環境上のフォルダと同期します。 

フォルダは単方向または双方向に同期可能です。 

 

用途 

FTP サーバーとローカルマシン間でフォルダを複製したり、特定のフォルダをバックアップしたりするために使用さ

れます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい FtpSession1 このアクティビティを関連付けるセッション名を指定し

ます。 

 

フォルダ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リモートフォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 同期対象の FTP サーバーのフォルダを指定します。 

ローカルフォ

ルダー 

テキスト はい (空白) 同期対象のローカルフォルダを指定します。 

データセット

に値を格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 同期するフォルダ/ファイルに関する情報を設定するデ

ータセットを指定します。 

同期 テキスト 

(選択式) 

いいえ リモート↔ロ

ーカル(双方

向) 

ファイルを同期する方法を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・リモート↔ローカル(双方向) - ファイルは、リモート

フォルダからローカルフォルダへ、ローカルフォルダか

らリモートフォルダへの双方向で同期されます。FTP サ

ーバーにあるファイルがローカルに存在しない場合、

[ローカルフォルダ]パラメータで指定したフォルダに転

送します。同時に、ローカルにあるファイルが FTP サ

ーバー上に存在しない場合、[リモートフォルダ]パラメ

ータで指定したフォルダに転送されます 

・リモート→ローカル(単方向) - ファイルは、リモート

フォルダからローカルフォルダに一方向で同期されま

す。FTP サーバーにあるファイルがローカルに存在しな

い場合、[ローカルフォルダ]で指定したフォルダに転送

されます 

・ローカル→リモート(単方向) - ファイルはローカルフ

ォルダからリモートフォルダに一方向で同期されます。

ローカルにあるファイルが FTP サーバー上に存在しな

い場合、[リモートフォルダ]パラメータで指定したフォ

ルダに転送されます 
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完全なコピー はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダ内のファイルの完

全なコピーが宛先フォルダに作成されます。宛先フォル

ダには存在するが、ソースフォルダには存在しないフォ

ルダやファイルは削除されます。このパラメータは[同

期]パラメータで[リモート→ローカル(単方向)]または

[ローカル→リモート(単方向)]が選択されている場合の

み、有効になります。 

ファイルが両

方の場所に存

在する場合 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 新しいファイ

ルで上書きす

る 

同名のファイルがソースフォルダと宛先フォルダの両方

に存在する場合の処理を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・新しいファイルで上書きする - 最終変更日がより新し

いファイルが古いファイルを上書きします 

・無視する - ソースフォルダに存在する同名のファイル

は無視されます。最新変更日に関係なく、同期対象とし

て扱われません 

・上書きする - 最新変更日に関係なく、ソースフォルダ

に存在する同名のファイルは、宛先フォルダに対応する

ファイルを上書きします 

・リモートファイルで上書きする - [リモートフォルダ]

と[ローカルフォルダ]に同名のファイルが存在する場

合、ローカルファイルの最終変更日に問わず、[リモー

トフォルダ]に存在するファイルはローカルの同名のフ

ァイルを上書きします 

・ローカルファイルで上書きする - [ローカルフォルダ]

と[リモートフォルダ]に同名のファイルが存在する場

合、リモートファイルの最終変更日を問わず、[ローカ

ルフォルダ]に存在するファイルはリモートの同名のフ

ァイルを上書きします 

FTP サーバ

ーのタイムゾ

ーン 

テキスト 

(選択式) 

いいえ (UTC+09:00)

大阪、札幌、

東京[Tokyo 

Standard 

Time] 

FTP サーバーのタイムゾーンを指定します。 

このアクティビティにファイルの日付/時刻の指定が設

定されていて、FTP サーバーがローカルマシンのタイム

ゾーンとは異なるタイムゾーンにある場合に役立ちま

す。このプロパティはローカル時間を選択したサーバー

のタイムゾーンに変換します。 

このパラメータは[ファイルが両方の場所に存在する場

合]パラメータを[新しいものは古いものを上書きしま

す]に設定されている場合のみ、有効になります。 

 

ファイル オプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを含め

る 

テキスト いいえ *.* 指定されたマスクに一致するファイルを同期対象に含め

ます。ファイル名またはワイルドカード(*または?)で指

定できます。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切って

指定できます(例:*.txt|*.bak)。 
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マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定されたマスクに一致するファイルを同期対象から除

外します。ファイル名またはワイルドカード(*または?)

で指定できます。複数のエントリはパイプ記号(|)で区切

って指定します(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを含める]または[マスクを

除外する]パラメータで指定した値をそれぞれ正規表現

とみなします。 

転送タイプ テキスト 

(選択式) 

はい バイナリー 転送モードを指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・バイナリー  - ファイルをバイナリストリームのデータ

として転送します。ASCII モードは特殊な制御文字をし

てデータをフォーマットするに対し、バイナリモードは

転送ファイルの RAW バイトを転送します。つまり、転

送するファイルは正確な元の形式のまま転送されます 

・ASCII - 転送するデータは ASCII 形式のテキストを含

むとみなされます。受信側は転送されたデータを OS と

互換性のある形式に変換します 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブフォルダが存在する場合、

[ソースサーバーファイル]パラメータで指定したマスク

と一致するファイルを検索します。[いいえ]の場合、サ

ブフォルダは無視されます。 

チェックサム

の検証 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したアルゴリズムを使用して

チェックサムを計算することにより、転送されるデータ

の整合性を検証します。 

チェックサム

のタイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ CRC チェックサムを計算するアルゴリズムを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・CRC - 「Cyclic Redudancy Check(巡回冗長検査)」の

略称。巡回コードに基づいて冗長な値をチェック(検証)

します。 

・MD5 - 「Message Digest」アルゴリズムの略称。よく

利用される暗号化ハッシュ関数、128 ビットのハッシュ

値を生成します。テキスト形式で表示すると、32 桁の

16 進数数字になります 

・SHA1 - 「Secure Hash Alogrithm」の略称、160 ビッ

トのハッシュ値を生成します。通常、40 桁の 16 進数の

形式で表示します 

このパラメータは[チェックサムの検証]パラメータを

[はい]に設定した場合のみ、有効になります。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ (空白) [はい]に設定すると大文字と小文字の区別がされます。 

[いいえ]に設定すると大文字と小文字の区別がされませ

ん。 
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JSON オブジェクト 

JSON(JavaScript Object Notation)はデータを交換および保存するために使用される軽量のデータ交換フォーマットで

す。JSON 形式で表示するデータは人間にとっては読み書きが容易で、マシンにとっては解析および生成が容易とい

う特徴を持ちます。 

XML と同じように、テキスト形式で表現しますが、XML とは異なり、配列の使用をサポートしています。 

また、構文が短く、閉じタグを使用しないため、マシンでのパース(構文分析)や生成が高速になります。 

 

注意:JSON アクションは AutoMate Professional 版では使用できません。 

※バージョン 11.7 以降、「JSON」アクションが「JSON オブジェクト」アクションに名称変更されました 

 

<JSON オブジェクト> 

作成 

説明 

AutoMate の JSON オブジェクトを作成します 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) デコードされた JSON データを格納するオブジェクトの

名前を指定します。 

JSON 文字列 テキスト はい いいえ オブジェクトにデコードする JSON 形式の文字列を指定

します。 
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<JSON オブジェクト> 

値の設定 

説明 

既存/新規の定義された AutoMate JSON オブジェクトに値を設定します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) 値を設定する JSON オブジェクトの名前を指定します。 

フィールド テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの、値を設定するフィールドを指定

します。パスはオブジェクトのルートや配列を指定でき

ます。“値の設定”をクリックし、表示されるダイアログ

で値と値を設定するフィールドを選びます。“OK”をク

リックして終了します。 

値 テキスト はい (空白) JSON オブジェクトのフィールドに設定する値を指定し

ます。 

Null はい/いい

え 

いいえ いいえ チェックがつけられた場合、値は Null に設定されま

す。このパラメータは初期値では“いいえ”にされていま

す。 
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<JSON オブジェクト> 

値の取得 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクトから特定のフィールドの値を取得し、変数やデータセットに格納します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) 取得元の JSON オブジェクトの名前を指定します。 

取得するフィ

ールド 

テキスト はい (空白) 値を取得する JSON フィールドを指定します。“フィー

ルドの選択”をクリックして表示されたダイアログか

ら、取得したいフィールドをハイパーリンクの選択で指

定します。 

変数に値を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した値を格納する既存の変数を指定します。このパ

ラメータは[データセットを作成して設定する]パラメー

タが空欄の場合のみ、有効になります。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) 取得した値を格納するために作成するデータセットの名

前を指定します。 
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<JSON オブジェクト> 

フィールドの追加 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクトに指定されたフィールド型のフィールドを追加します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) フィールドを追加する JSON オブジェクトの名前を指

定します。 

追加するオ

ブジェクト

(ルートに追

加する場合

はブランク) 

テキスト はい (空白) フィールドを追加する JSON オブジェクトのパスを指

定します。“オブジェクトの選択”をクリックし、表示さ

れたダイアログからフィールドを追加するオブジェクト

をハイパーリンクで指定します。 

フィールド

名 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトに追加するフィールドの名前を指定

します。 

フィールド

タイプ 

テキスト

(オプショ

ン) 

いいえ (空白) JSON オブジェクトに追加するフィールドのフィールド

型を指定します。以下のオプションが選択可能です。 

・Array – フィールドに配列を追加します。 

・Boolean – フィールドに true または false のブーリア

ン型を追加します。 

・Number – フィールドに数値を追加します。 

・オブジェクト名– フィールドにオブジェクトを追加し

ます。 

・オブジェクト文字列– フィールドにオブジェクト文字

列を追加します。 

・Text – フィールドにテキスト値を追加します。 

配列の値 テキスト はい (空白) 配列の値を追加します。このパラメータは[Field type]

パラメータが[Array]に設定されている場合のみ、有効

になります。 

ブール値 True/False はい (空白) True または False のブール値をフィールドに追加しま

す。このパラメータは[フィールドタイプ]パラメータが

[Boolean]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 

フィールド

の値 

テキスト はい) ・0(Number) 

・空白(Text) 

数値またはテキストの値をフィールドに追加します。こ

のパラメータは[フィールドタイプ]パラメータが

[Number]または[Text]に設定されている場合のみ、有

効になります。 
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オブジェク

ト名 

テキスト はい (空白) オブジェクトをフィールドに追加します。このパラメー

タは[フィールドタイプ]パラメータが[オブジェクト名]

に設定されている場合のみ、有効になります。 

オブジェク

ト文字列 

テキスト はい (空白) オブジェクト文字列をフィールドに追加します。このパ

ラメータは[フィールドタイプ]パラメータが[オブジェ

クト文字列]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 

値を null に

設定する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択された場合、値は Null に設定されます。初期値で

はこの値は選択されていません。 
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<JSON オブジェクト> 

フィールドの削除 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクトから特定のフィールドとその値を削除します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの名前を指定します。 

削除するフィ

ールド 

テキスト はい (空白) 削除する JSON フィールドを指定します。“フィールド

の選択”をクリックし、表示されるダイアログから削除

したいフィールドをハイパーリンクで選択します。 
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<JSON オブジェクト> 

追加 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクト内の配列に値を追加します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) フィールドを追加する JSON オブジェクトの名前を指

定します。 

追加する配

列 

テキスト はい (空白) 値を追加する JSON オブジェクト内の配列のパスを指

定します。“配列の選択”をクリックし、表示されたダイ

アログから値を追加する配列をハイパーリンクで指定し

ます。 

値のタイプ テキスト はい Array JSON オブジェクトの配列に追加する値の形式を指定し

ます。以下のオプションが選択可能です。 

・Array – 配列に配列を追加します。 

・Boolean – 配列に true または false のブーリアン型を

追加します。 

・Number – 配列に数値を追加します。 

・オブジェクト名 – 配列にオブジェクトを追加します。 

・オブジェクト文字列 – 配列にオブジェクト文字列を追

加します。 

・Text – 配列にテキスト値を追加します。 

追加する場

所 

テキスト

(オプショ

ン) 

はい Start JSON オブジェクトの配列に値を追加する際の場所を指

定します。以下のオプションが選択可能です。 

・開始 – 値を配列の先頭に追加します。 

・末尾 – 値を配列の最後に追加します。 

・インデックス – 指定されたインデックス番号の位置に

値を追加します。 

インデック

ス 

テキスト はい (空白) 値を追加するインデックス番号を指定します。初期値は

0 です。このパラメータは[追加する場所]パラメータが

[インデックス]に指定されている場合、必須設定項目と

なります。 
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ブール値 True/False はい True フィールドのブール値を True または False に設定しま

す。このパラメータは[値のタイプ]パラメータが

[Boolean]に設定されている場合のみ、有効になりま

す。 

フィールド

の値 

テキスト はい 0(Number) 

空白(Text) 

数値またはテキストの値を配列に追加します。このパラ

メータは[値のタイプ]パラメータが[Number]または

[Text]に設定されている場合のみ、有効になります。 

オブジェク

ト名 

テキスト はい (空白) オブジェクトを配列に追加します。このパラメータは

[値のタイプ]パラメータが[オブジェクト名]に設定され

ている場合のみ、有効になります。 

オブジェク

ト文字列 

テキスト はい (空白) オブジェクト文字列を配列に追加します。このパラメー

タは[値のタイプ]パラメータが[オブジェクト文字列]に

設定されている場合のみ、有効になります。 

値を null に

設定する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択された場合、値は Null に設定されます。初期値で

はこの値は選択されていません。 



771 

 

<JSON オブジェクト> 

要素の削除 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクトの配列から一つ、またはすべての要素を削除します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSO オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの名前を指定します。 

削除する配列 テキスト はい (空白) 削除する配列を指定します。“配列の選択”をクリック

し、表示されるダイアログから削除したい配列をハイパ

ーリンクで選択します。 

削除する要素 テキスト

(オプショ

ン) 

はい インデックス 配列から削除する要素を指定します。以下のオプション

が選択可能です。 

・インデックス – 配列から要素をインデックス番号に応

じて削除します。 

・すべての子要素– 配列のすべての要素を削除します。 

削除するイン

デックス 

テキスト はい (空白) 配列から削除する値のインデックス番号を指定します。

このパラメータは、[削除する項目]のパラメータが[イ

ンデックス]に指定されている場合、必須設定項目とな

ります。 
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<JSON オブジェクト> 

サイズの取得 

説明 

既存の AutoMate JSON オブジェクトの配列のサイズを取得し、変数に結果を格納します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの名前を指定します。 

サイズを取得

する配列 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの配列のパスを指定します。“配列の

選択”をクリックし、表示されるダイアログから配列を

ハイパーリンクで選択します。 

サイズを変数

に格納 

テキスト

(オプショ

ン) 

はい (空白) 配列のサイズを格納する変数を指定します。 
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<JSON オブジェクト> 

テキスト 

説明 

AutoMate JSON オブジェクトをテキストに変換します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) JSON オブジェクトの名前を指定します。 

変換する

JSON オブジ

ェクト 

テキスト いいえ (空白) テキストに変換するメイン/ネストされた JSON オブジ

ェクトを指定します。“オブジェクトの選択”をクリック

し、表示されるダイアログからオブジェクトをハイパー

リンクで選択します。 

変数に JSON

テキストを設

定する 

テキスト

(オプショ

ン) 

はい (空白) 変換したテキストを格納する変数を指定します。 
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<JSON オブジェクト> 

デコード 

説明 

JSON 形式で表現されるデータを AutoMate のデータオブジェクトに変換します。複合型の JSON データ構造を配列

として格納することも可能です。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集したい JSON データを一旦 AutoMate のデータオブジェクトあるいは配列に 

格納します。 

 

注:このアクションは AutoMate11.7 以降ではサポートされなくなります。既存のタスクでは引き続き使用することが

できますが、新規作成されるタスクへの使用は推奨されません。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

JSON 文字列 テキスト はい (空白) デコードする JSON 形式の文字列を指定します。 

JSON 文字列

のオブジェク

トを作成して

設定する 

テキスト はい いいえ JSON でデコードされたデータを保存するオブジェクト

の名前を指定します。 

※オブジェクト名は「%」で括らない 

デバッグパネルの「変数」タブ内の「タイプ」列には

「Structure」と表示されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

事前定義タイ

プ名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 事前に「タイプ - 定義」アクティビティで定義済みのタ

イプとしてオブジェクトに格納します。プルダウンリス

トから定義済みのタイプを選択可能です。 

注 1:指定したタイプと読み込む JSON データタイプとが

異なる場合、エラーが発生します 

最大 JSON

文字列サイズ

(MB)(オプシ

ョン) 

数字 いいえ (空白) 最大許容の JSON 文字列サイズの制限を設定します。 
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<JSON オブジェクト> 

エンコード 

説明 

AutoMate のデータオブジェクトを JSON 形式で表現する文字列に変換します。 

 

用途 

JSON は XML の代わりに、主にサーバーと Web アプリケーション間でデータ交換をする場合に利用されます。 

このアクションを使用して、編集済みまたは作成した AutoMate のデータオブジェクトを JSON データに変換しま

す。 

 

注:このアクションは AutoMate11.7 以降ではサポートされなくなります。既存のタスクでは引き続き使用することが

できますが、新規作成されるタスクへの使用は推奨されません。 

 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

名 

テキスト はい (空白) JSON 形式の文字列に変換するデータを格納する

AutoMate データオブジェクト名を指定します。 

変数に JSON

文字列を設定

する 

テキスト はい (空白) 既存の変数に JSON 形式の文字列を格納します。 

デバッグパネルの「変数」タブより該当変数を右クリッ

ク「検査」を押すことで JSON 形式の文字列を確認可能

です。 

JSON 文字列

をフォーマッ

トする 

はい/いい

え 

はい はい [はい]に設定すると、JSON 形式の文字列は改行されま

す。デバッグ時に可読性を高める効果があります。 

[いいえ]に設定すると、JSON 形式の文字列は一行の 

文字列として出力されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

事前定義タイ

プ名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 事前に「タイプ - 定義」アクティビティで定義済みのタ

イプとしてオブジェクトに格納します。プルダウンリス

トから定義済みのタイプを選択可能です。 

注 1:指定したタイプと読み込む JSON データタイプとが

異なる場合、エラーが発生します 

最大 JSON

文字列サイズ

(MB)(オプシ

ョン) 

数字 いいえ (空白) 最大許容の JSON 文字列サイズの制限を設定します。 
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OpenDocument スプレッドシート 

[OpenDocument スプレッドシート(以下 ODS)]アクションは[Excel]アクションに近似する機能を備えています。 

ただし、Excel アクションと異なり、[ODS]アクションを使用すると、Microsoft Excel をシステムにインストールす

ることなく、スプレッドシートに対する処理を行うことが可能です。 

基本の機能以外にも、より高度な処理(インポート、エクスポート、XLSX、XLS、ODS、CSV、HTML ファイルの

変更など)もサポートします。 

ODS の一般的な用途はサーバー側の処理のために Web サーバーや Web サービスに展開することです。例えば、手

動で作成したスプレッドシートをサーバーにアップロードし、[ODS]アクションでファイルを開き、ファイル内のデ

ータを抽出します。 

または、ユーザーが Web サーバーで収集される Web ページにデータを入力します。その後、[ODS]アクションで新

しいファイルまたは事前定義されたテンプレートファイルにデータを入力します。作成されたファイルはレポート、

領収書などとしてユーザーに送信できます。 

 

注意:AutoMate の Excel アクションと異なり、ODS アクションの処理は Microsoft Excel エンジンに依存しないた

め、Microsoft Excel アプリケーションをインストールせずに動作可能です。 

対応可能なファイルタイプとして*.xls, *.xlsx, *.xlsb, *.xlsm 拡張子を持つ Excel ファイル、*.ods 拡張子を持つ ODS フ

ァイル、*.csv 拡張子を持つ CSV ファイルがあります。 

 

 

< OpenDocument スプレッドシート> 

ブックを開く/作成する 

説明 

既存のワークブック開く、または新規のワークブックを作成し、後続の[ODS]アクションで使用できる一意のセッシ

ョンを確立します。セッションは一連の ODS 操作をまとめるための存在です。 

 

用途 

通常、他の ODS アクションとリンクする新しいセッションを作成するために使用します。セッションを作成するこ

とにより、複数のアクティビティで必要になる可能性のある同一のパラメータの重複入力を省略できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト いいえ (空白) ソースとなるドキュメントの取得方法を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のドキュメントを開きます 

・作成 - 新規のドキュメントを作成します 
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セッション テキスト いいえ OPENDOC 

Session1 

作成するセッション名を指定します。 

後続の ODS アクションはここで作成するセッションと

関連付けられます。 

1 つのファイルにつき、1 つのセッションを割り当てる

ことで、複数のファイルを同時に開くことが可能です。

デフォルトのセッション名は OPENDOCSession1 で

す。 

注 1:セッションを終了させるには、「ODS - ブックを閉

じる」を使用します 

注 2:同じ名前のセッションは同時に存在できません 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

ブックがすで

に存在する場

合は上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、新規のワークブックは既存の同名

のワークブックを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、新規のワークブックは既存の同

名のワークブックを上書きしませんが、実行エラーが発

生します。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]

パラメータを[作成]に選択した場合のみ有効になりま

す。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ブックを閉じる 

説明 

[ブックを開く/作成する]アクティビティで開いたまたは作成したワークブックを閉じ、セッションを終了します。 

 

用途 

ODS アクションの処理後、スプレッドシートの保存または閉じる際に利用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト いいえ OPENDOC 

Session1 

閉じるセッション名を指定します。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートの追加 

説明 

ワークブックに新規のワークシートを追加します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

「ODS - ブックを開く/作成する」アクティビティで開いたまたは作成したワークブックに新規のワークシートを追

加します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 
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このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

シートタイプ テキスト

(選択式) 

いいえ ワークシート 追加するドキュメントの種類を指定します。 

設定するオプションによりパラメータが異なります。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ワークシート - ワークシートを追加します 

・特定のテンプレート - 特定のテンプレートを追加しま

す 

ワークシート

名 

テキスト はい (空白) 追加する一意のワークシート名を指定します。 

テンプレート

を使用する 

テキスト はい (空白) 追加するテンプレートのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンから選択可能です。 

このパラメータは[シートタイプ]パラメータで[特定の

テンプレート]を選択した場合のみ有効になります。 

ワークシート 選択 いいえ アクティブな

ワークシート

の前にワーク

シートを挿入

する 

アクティブなワークシート(存在する場合)の前または後

に新しいワークシートを追加するかどうかを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・アクティブなワークシートの前にワークシートを挿入

する 

・末尾にワークシートを追加する 

注 1:アクティブワークシートを指定するには「ODS - ワ

ークシートをアクティブにする」アクティビティを使用

します 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートの名前の変更 

説明 

ワークシートの名前を変更します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

特定のワークシートの名前を変更します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 



782 

 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

元の名前 テキスト はい (空白) 変更前のワークシート名を指定します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 変更後のワークシート名を指定します。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートの移動 

説明 

データまたは書式を移動元のワークシートから移動先に移動します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

ワークシートをワークブック内またはワークブック間で移動します。 

このアクションは複数のワークブックで共通書式またはデータを共有したい場合に役に立ちます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。 
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 移動するワークシート名を指定します。 

ワークシート

の移動先 

テキスト はい (空白) 移動先でどの位置にワークシートを移動するかを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・先頭 - ワークシートを全ての既存のワークシートの先

頭(左側)に配置します 

・末尾 - ワークシートを全ての既存のワークシートの最

後(右側)に配置します 

・指定ワークシートの後ろ - ワークシートを特定のワー

クシートの後ろに配置します 

ワークシート

名 

テキスト はい (空白) ソースワークシートを指定したワークシートの後ろに配

置します。このパラメータは[ワークシートの移動先]パ

ラメータを[指定ワークシートの後ろ]に設定した場合の

み、有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートのコピー 

説明 

ワークシートをコピーします。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

ワークシートをワークブック内またはワークブック間でコピーします。 

このアクションは複数のワークブックでワークシートの書式やデータを共有したい場合に役に立ちます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。 
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コピー元ブッ

ク 

テキスト はい 特定 データがコピーされるワークブックを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・現在のブック - 現在のワークブックにデータをコピー

します 

・特定 - 特定のワークブックにデータをコピーします 

ファイル名 テキスト はい (空白) データをコピーするワークブックのパスとファイル名を

指定します。フォルダアイコンから選択可能です。 

元のワークシ

ート 

テキスト はい (空白) コピー元のワークシートを指定します。 

ワークシート

の行先 

テキスト はい (空白) コピー先のワークシートを指定します。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートの削除 

説明 

ワークブックからワークシートを削除します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

特定のワークブックからワークシートを完全に削除します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 削除するワークシートの名前を指定します。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートの表示/非表示 

 

説明 

Excel ワークシートを非表示または表示します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

Excel ワークシートの可視性を制御します。開発者は一部のワークシートを非表示にしたり、他のワークシートを表

示したりする場合に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 表示/非表示するワークシートの名前を指定します。 

インデックスで指定することも可能です。[1]と指定する

最左端にあるワークシートを指します。[2]は最左端のワ

ークシートの右隣にあるワークシートを指します。 

表示 - - - このパラメータを有効にすると、指定するワークシート

を表示します。 

有効にすると、[非表示]パラメータは無効になります。 

非表示 はい/いい

え 

いいえ (空白) このパラメータを有効にすると、指定するワークシート

を非表示にします。 

有効にすると、[表示]パラメータは無効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートをアクティブにする 

説明 

ワークブックから特定のワークシートをアクティブにします。 

ワークシートはワークシート名またはインデックスを指定することで、アクティブになります。 

このアクションは手動でワークシートのタブを押すことと同等操作です。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

既存のワークブック内のワークシートをアクティブにする場合に利用されます。 

例えば、5 枚のワークシートからなるワークブックに対して、その中の 1 つのワークシートをアクティブにし、その

ワークシートに対して操作を行います。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 
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テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークシート

をアクティブ

にする 

(シート名) 

テキスト いいえ Sheet1 ワークシートのワークシート名を指定し、アクティブに

します。 

このパラメータを有効にすると、[ワークシートをアクテ

ィブにする(インデックス)]は無効になります。 

ワークシート

をアクティブ

にする 

(インデック

ス) 

数字 いいえ 1 ワークシートのインデックスを指定し、アクティブにし

ます。[1]と指定する最左端にあるワークシートを指しま

す。[2]は最左端のワークシートの右隣にあるワークシー

トを指します。 

このパラメータを有効にすると、[ワークシートをアクテ

ィブにする(シート名)]は無効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

アクティブなシートの取得 

説明 

現在アクティブになっているワークシートの名前またはインデックスを変数に格納します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

指定したワークブック内の現在アクティブになっているワークシートを検索します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 
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このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にワーク

シート名を設

定する 

テキスト いいえ (空白) アクティブなワークシートのワークシート名を設定する

変数を指定します。 

変数にワーク

シート イン

デックスを設

定する 

テキスト いいえ (空白) アクティブなワークシートのインデックスを設定する変

数を指定します。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

検索 

説明 

指定したデータを含むセルを検索し、データセットに検出したデータを格納します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

指定したワークシート内の特定のデータを検索します。 

Microsoft Excel の「ホーム」タブの「検索と選択」で「検索」するのと同等操作です。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCS

ession1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。 
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

検索 テキスト はい (空白) セル内に含まれる検索するテキストを指定します。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 検索されたセルに関する情報を設定するデータセットを

指定します。 

検索対象 テキスト 

(選択式) 

いいえ 特定 実行する検索方法を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・すべて - このワークブック内すべてのワークシートを

検索します 

・アクティブ - アクティブなワークシート内を検索しま

す。アクティブなワークシートは「ODS - ワークシート

をアクティブにする」アクティビティでアクティブにし

ておく必要があります 

・特定 - 特定のワークシート内を検索します 

ワークシート

名 

テキスト はい (空白) 検索対象のワークシート名を指定します。 

このパラメータは[検索対象]パラメータを[特定]に設定

した場合のみ、有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ワークシートのリスト化 

説明 

ワークブックが含むワークシートの情報を取り出し、データセットに格納します。 

このアクションは単独またはセッションに関連付けて実行することが可能です。 

 

用途 

「ODS - ブックを開く/作成する」アクティビティで開いたまたは作成したワークブックが含むワークシートの情報

を取得します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。 
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

ワークシート 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 取得したデータを格納するデータセット名を指定しま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 説明 

theDataset.isVisible True/False ワークシートが表示になっている場合、True を返し、非表示に

なっている場合は False を返します。 

theDataset.isActive True/False アクティブになっているワークシートの場合、True を返し、ア

クティブでない場合は False を返します。 

theDataset.WorksheetIndex 数字 ワークシートのインデックスを返します。最左端のワークシート

のインデックスは 1 です。 

theDataset.WorksheetName テキスト ワークシート名を返します。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

セルの選択 

説明 

現在アクティブになっているワークシートで単一のセルまたは複数のセル、範囲、行または列を選択します。 

 

用途 

セル、範囲、行または列を選択する時に利用されます。 

このアクティビティはアクティブになっているワークシートに対してのみ有効です。 

特定のワークシートをアクティブにするには「ODS - ワークシートをアクティブにする」アクティビティを利用しま

す。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。 

[作成]を選択した場合、ここで指定するパスワードを利

用して作成するワークブックのパスワードを設定しま

す。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。
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テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメータ

を[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択 テキスト 

(選択式) 

はい セル参照 セルをアクティブにする方法を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・セル参照 - A1 または B3 などのセル参照で指定された

単一のセルをアクティブにします 

・セル位置 - 行 2、列 5 などの行と列の位置で指 

定された単一のセルをアクティブにします 

 

・セル参照(範囲指定) - 左上のセル= A1、右 

下のセル= C3 など、範囲内の左上および右下の 

セルのセル参照で指定されたセルの範囲をアクテ 

ィブにします 

・セル位置(範囲指定) - 範囲内の左上および右 

下セルの行および列位置によって指定されたセル 

範囲をアクティブにします(すなわち、左上セル 

行= 1、左上セル列= 1、右下セル行= 14、右下の 

セル列= 3) 

セル参照 テキスト はい A1 セル参照で特定のセルをアクティブにします(例:A1 や

B4)。 
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このパラメータは[選択]パラメータに[セル参照]が設定

されている場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい 1 アクティブにするセルの行番号を指定します。 

[列]で指定する列番号とセットでセルを指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル位置]が設定

されている場合のみ、有効になります。 

列 数字 はい 1 アクティブにするセルの列番号を指定します。 

[行]で指定する行番号とセットでセルを指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル参照]が設定

されている場合のみ、有効になります。 

左上のセル テキスト はい (空白) アクティブにするセル範囲の左上のセルをセル参照

(A1,B4 など)で指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル参照(範囲指

定)]が設定されている場合のみ、有効になります。 

右下のセル テキスト はい (空白) アクティブにするセル範囲の右下のセルをセル参照

(A1,B4 など)で指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル参照(範囲指

定)]が設定されている場合のみ、有効になります。 

開始行 数字 はい (空白) アクティブにするセル範囲の左上のセル行番号を指定し

ます。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル位置(範囲指

定)]が設定されている場合のみ、有効になります。 

開始列 数字 はい (空白) アクティブにするセル範囲の左上のセル列番号を指定し

ます。 

このパラメータは[選択]パラメータに[セル位置(範囲指

定)]が設定されている場合のみ、有効になります。 

終了行 数字 はい (空白) 選択セル範囲の右下にあるセルの行番号を指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に選択する場合のみ、有効になります。 

終了列 数字 はい (空白) 選択セル範囲の右下にあるセルの列番号を指定します。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に選択する場合のみ、有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

選択セルの場所の取得 

説明 

ブック内のアクティブセルまたはセル範囲位置を取得し、変数に情報を格納します。 

単一のセルまたはセル範囲をアクティブにするには、「ODS - セルの選択」アクティビティを利用します。 

 

用途 

アクティブなセルまたはセル範囲を特定のワークシートから取得します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

選択されたセ

ル 

テキスト 

(選択式) 

はい セル参照 アクティブなセルまたはセル範囲を取得する方法を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・セル参照 - A1 または B3 などのセル参照で指定された

単一のセルを取得します 

・セル位置 - 行 2、列 5 などの行と列の位置で指 

定された単一のセルを取得します 

・セル参照(範囲指定) - 左上のセル= A1、右 

下のセル= C3 など、範囲内の左上および右下の 

セルのセル参照で指定されたセルの範囲を取得します 

 

・セル位置(範囲指定) - 範囲内の左上および右 

下セルの行および列位置によって指定されたセル 

範囲を取得します(すなわち、左上セル 

行= 1、左上セル列= 1、右下セル行= 14、右下の 

セル列= 3) 

変数にセル参

照を設定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル参照を変数に格納します。 

このパラメータは[選択されたもの]を[セル参照]に設定

した場合のみ、有効になります。 

変数に行を設

定する 

テキスト はい (空白) 選択したセルの行番号を変数に格納します。 

このパラメータは[選択されたもの]を[セル位置]に設定

した場合のみ、有効になります。 
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変数に列を設

定する 

テキスト はい (空白) 選択したセルの列番号を変数に格納します。 

このパラメータは[選択されたもの]を[セル位置]に設定

した場合のみ、有効になります。 

変数に開始セ

ルの番地を設

定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の左上のセル参照を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択されたもの]を[セル参照(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に終了セ

ルの番地を設

定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の右下のセル参照を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択されたもの]を[セル参照(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に開始行

を設定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の左上セルの行番号を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に開始列

を設定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の右上セルの列番号を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に終了行

を設定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の右下セルの行番号を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に終了列

を設定する 

テキスト はい (空白) 選択したセル範囲の右下セルの列番号を変数に格納しま

す。 

このパラメータは[選択]パラメータを[セル位置(範囲指

定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ はい 選択したセルをアクティブなワークシートから取得しま

す。このパラメータを有効にすると、[特定のシートを

使用する]パラメータは無効になります。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 選択したセルを取得するワークシート名を指定します。

このパラメータを指定すると、[アクティブなワークシ

ートを使用する]パラメータは無効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

セルの取得 

説明 

単一のセルの値を変数に格納するか、指定したセル範囲の値をデータセットに格納します。 

 

用途 

1 つ以上のセルの値を取得するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。 
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使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

取得 テキスト 

(選択式) 

はい セル参照 単一のセルまたはセル範囲を取得する方法を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・セル参照 - A1 または B3 などのセル参照で指定された

単一のセルを取得します 

・セル位置 - 行 2、列 5 などの行と列の位置で指 

定された単一のセルを取得します 

・セル参照(範囲指定) - 左上のセル= A1、右 

下のセル= C3 など、範囲内の左上および右下の 

セルのセル参照で指定されたセルの範囲を取得します 

・セル位置(範囲指定) - 範囲内の左上および右 

下セルの行および列位置によって指定されたセル 

範囲を取得します(すなわち、左上セル 

行= 1、左上セル列= 1、右下セル行= 14、右下の 

セル列= 3) 

セル参照 テキスト はい A1 値を取得するセルの参照を指定します(A1, B4 

など)。このパラメータは、[取得]パラメータに[セル 

参照]を設定した場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい 1 値を取得するセルの行番号を指定します。 

[列]パラメータで指定する列番号とセットでセルを指定

します。このパラメータは、[取得]パラメータに[セル 

位置]を設定した場合のみ、有効になります。 

列 数字 はい 1 値を取得するセルの列番号を指定します。 

[行]パラメータで指定する行番号とセットでセルを指定

します。このパラメータは、[取得]パラメータに[セル 

位置]を設定した場合のみ、有効になります。 
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開始セル テキスト はい (空白) 値を取得するセル範囲の左上のセル参照を指定します

(A1,B1 など)。このパラメータは、[取得]パラメータを

[セル参照(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

終了セル テキスト はい (空白) 値を取得するセル範囲の右下のセル参照を指定します

(A1,B1 など)。このパラメータは、[取得]パラメータを

[セル参照(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になり

ます。 

開始行 数字 はい (空白) 値を取得するセル範囲の左上セルの行番号を指定しま

す。このパラメータは、[取得]パラメータを[セル位置

(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

開始列 数字 はい (空白) 値を取得するセル範囲の左上セルの列番号を指定しま

す。このパラメータは、[取得]パラメータを[セル位置

(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

終了行 数字 はい (空白) 値を取得するセル範囲の右下セルの行番号を指定しま

す。このパラメータは、[取得]パラメータを[セル位置

(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

終了列 数字 はい (空白) 値を取得するセル範囲の右下セルの列番号を指定しま

す。このパラメータは、[取得]パラメータを[セル位置

(範囲指定)]に設定した場合のみ、有効になります。 

変数に値を格

納する 

テキスト はい (空白) 取得した値を設定する変数を指定します。このパラメー

タは[取得]パラメータを[セル参照]または[セル位置]に

指定した場合のみ、有効になります。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 取得したセル範囲の値を格納するデータセットを指定し

ます。このパラメータは[取得]パラメータを[セル参照

(範囲指定)]または[セル位置(範囲指定)]に設定した場合

のみ、有効になります。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、値が入力された最後のセルを自動

に検出します。[取得]パラメータが [セル参照(範囲指

定)]に指定されている場合 は値が入力されている最も右

下のセルまで取得します。[セル位置(範囲指定)]に指定

されている場合は値が入力されている最終行、最終列の

セルまで取得します。このパラメータは[取得]パラメー

タを[セル参照(範囲指定)]または[セル位置(範囲指定)]

に設定した場合のみ、有効になります。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  アクティブなワークシートから値を取得します。このパ

ラメータを有効にすると、[特定のシートを使用する]パ

ラメータは無効になります。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

値を取得するワークシート名を指定します。このパラメ

ータを指定すると、[アクティブなワークシートを使用

する]パラメータは無効になります。 

最初の行を列

名として取得

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、取得した範囲の最初の行は列名と

して取得されます。このパラメータは[取得]パラメータ

に[セル参照(範囲指定)]または[セル位置(範囲指定)]が

設定されている場合のみ、有効になります。 
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取得 テキスト

(選択式) 

はい テキスト値 取得するデータの種類を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト値 

・フォーマットされた値 

・数式 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

セルの設定 

説明 

ワークブック内の単一または複数のセルにテキストを設定します。 

 

用途 

セルまたはセル範囲のデータを設定・変更する場合に使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース    ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。 



810 

 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データソース テキスト 

(選択式) 

はい 単一の値 設定するデータを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・単一の値 - 単一の値を設定します 

・データセット - データセットに格納しているデータを

設定します 

・リスト - リストデータを設定します 

新しい値 テキスト はい (空白) 設定する値を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[単一の

値]に設定した場合のみ、有効になります。 

データセット 数字 はい (空白) 設定したいデータが格納しているデータセットを指定し

ます。このパラメータは[データソース]パラメータを

[データセット]に設定した場合のみ、有効になります。 

セルの設定 テキスト はい (空白)  設定するセルの指定方法を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・参照 - 設定するセルを指定します(A10,B12 など) 

・位置 - 設定するセルの位置を行/列番号で指定します 

セル参照 テキスト はい (空白) 設定するセルのセル参照を指定します(例:A10 や B12)。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[単一の

値]、かつ[セルの設定]パラメータを[参照]に設定した場

合のみ、有効になります。 

開始セル テキスト はい (空白) 設定するセル範囲の左上のセルを指定します(例:A1 や

B4)。このパラメータは[データソース]パラメータを[デ

ータセット]または[リスト]に設定し、且つ[セルの設定]

パラメータを[参照]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 
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行 数字 はい 1 設定するセルの行番号を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[単一の

値]、且つ[セルの設定]パラメータを[位置]に設定した場

合のみ、有効になります。 

列 数字 はい 1 設定するセルの列番号を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[単一の

値]、且つ[セルの設定]パラメータを[位置]に設定した場

合のみ、有効になります。 

開始行 数字 はい (空白) 選択セル範囲の左上のセルの行番号を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを 

[データセット]または[リスト]に設定し、且つ[セルの設

定]パラメータを[位置]に設定した場合のみ、有効にな

ります。 

開始列 数字 はい (空白) 選択セル範囲の左上のセルの列番号を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[データ

セット]または[リスト]に設定し、且つ[セルの設定]パラ

メータを[位置]に設定した場合のみ、有効になります。 

リスト値 テキスト はい (空白) 設定するリストデータを指定します。このパラメータは

[データソース]パラメータを[リスト]に設定した場合の

み、有効になります。 

区切り記号 テキスト 

(選択式) 

はい カンマ 設定するリストデータの区切り文字を指定します。 

このパラメータは[データソース]パラメータを[リスト]

に設定した場合のみ、有効になります。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・カンマ - カンマ文字を利用します 

・改行 - 改行文字を利用します 

・セミコロン - セミコロン文字を利用します 

・Space - 空白文字を利用します 

・Tab - タブ文字を利用します 

・カスタム - ユーザー定義区切り文字を指定します 

リストを挿入 テキスト 

(選択式) 

いいえ 水平 

 

リストの並び方を指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・水平 - リストは上から下へ並びます 

・垂直 - リストは左から右へ並びます 

このパラメータは[データソース]パラメータを[リスト]

に設定した場合のみ、有効になります。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  アクティブなワークシートから値を取得します。このパ

ラメータを有効にすると、[特定のシートを使用する]パ

ラメータは無効になります。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

値を取得するワークシート名を指定します。このパラメ

ータを指定すると、[アクティブなワークシートを使用

する]パラメータは無効になります。 

列名を含める はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、列名も設定対称として扱いま

す。このパラメータは[データソース]パラメータを[デ

ータセット]に設定した場合のみ、有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

セルの挿入 

説明 

ワークシートに単一のセル、セルの列またはセルの行を挿入します。 

 

用途 

このアクションを使用し、アクティブなセルの上または左側にセルを挿入することは可能です。 

また、挿入セルに合わせて、既存のセルを下方向へあるいは右側へシフトするかを指定可能です。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セルの設定 テキスト はい 参照  挿入するセルの指定方法を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・参照 - 設定するセルを指定します(A10,B12 な 

ど) 

・位置 - 設定するセルの位置を行/列番号で指定します 

セル参照 テキスト はい (空白) 挿入するセルのセル参照を指定します(例:A10 や B12)。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[参照]に設

定した場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい 1 挿入するセルの行番号を指定します。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[位置]に設

定した場合のみ、有効になります。 

列 数字 はい 1 挿入するセルの列番号を指定します。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[位置]に設

定した場合のみ、有効になります。 

挿入方法 テキスト

(選択式) 

はい セルを下方

向にシフト 

どのようにセルを挿入するかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・セルを右方向にシフト - 新規セルが挿入された行のセ

ルは右方向へシフトします 

・セルを下方向にシフト - 新規セルが挿入された列のセ

ルは下方向へシフトします 

・行全体 - セルの場所を参照し、行全体が追加されます 

・列全体 - セルの位置を参照し、列全体が追加されます 
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アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ - アクティブなワークシートから値を取得します。このパ

ラメータを有効にすると、[特定のシートを使用する]パ

ラメータは無効になります。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

値を取得するワークシート名を指定します。このパラメ

ータを指定すると、[アクティブなワークシートを使用す

る]パラメータは無効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

セルの削除 

 

説明 

ワークシートから指定した一行または一列を削除します。 

 

用途 

行または列を管理します(不要な行と列を削除)。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル名 テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル名]に指定したファイル

と同名のワークブックが存在する場合は上書きされま

す。[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブック

は上書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテンツを

クリアする 

- - - 有効にすると、単一のセルのコンテンツがクリアされま

す。このパラメータを有効にすると、[削除]パラメータ

は無視されます。 

削除 テキスト はい (空白) 有効にする場合、1 行または 1 列のセルを削除します。 

このパラメータを有効にすると、[コンテンツをクリア

する]パラメータは無視されます。 

セルの設定 テキスト

(選択式) 

はい 参照  削除するセルの指定方法を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・参照 - 設定するセルを指定します(A10,B12 な 

ど) 

・位置 - 設定するセルの位置を行/列番号で指定します 

セル参照 テキスト はい 

 

(空白) 設定するセルのセル参照を指定します(例:A10 や B12)。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[参照]に設

定した場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい 1 削除するセルの行番号を指定します。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[位置]に設

定した場合のみ、有効になります。 

列 数字 はい 1 削除するセルの列番号を指定します。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[位置]に設

定した場合のみ、有効になります。 

タイプを削除 テキスト

(選択式) 

はい セルを左方向

にシフト 

どのようにセルを削除するかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 
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・セルを左方向にシフト - セルが削除された行のセルは

右方向へシフトします 

・セルを上方向にシフト - セルが削除された列のセルは

下方向へシフトします 

・行全体 - セルの場所を参照し、行全体が削除されます 

・列全体 - セルの位置を参照し、列全体が削除されます 

このパラメータは[削除]パラメータが有効の場合のみ有

効となります。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  このアクティビティがアクティブなワークシートで実行

されること指定します。このパラメータを有効にする

と、[特定のワークシートを使用する]パラメータは無効

になります。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

このアクティビティが実行される特定のワークシート名

を指定します。このパラメータを指定すると、[アクテ

ィブなワークシートを使用する]パラメータは無効にな

ります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

ハイパーリンクの追加 

説明 

ワークシートのセルにハイパーリンクを追加します。 

 

用途 

ハイパーリンクをクリックすることで別のドキュメントにジャンプできる単語またはフレーズを示します。 

通常、特定の Web サイトまたは URL アドレスです。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい (空白) このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セルの設定 テキスト はい 参照  設定するセルの指定方法を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・参照 - 設定するセルを指定します(A10,B12 な 

ど) 

・位置 - 設定するセルの位置を行/列番号で指定します 

セル参照 テキスト はい 

 

A1 設定するセルのセル参照を指定します(例:A10 や B12)。 

このパラメータは[セルの設定]パラメータを[参照]に設

定した場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい 1 設定するセルの行番号を指定します。このパラメータは

[セルの設定]パラメータを[位置]に設定した場合のみ、

有効になります。 

列 数字 はい 1 設定するセルの列番号を指定します。このパラメータは

[セルの設定]パラメータを[位置]に設定した場合のみ、

有効になります。 

URL テキスト はい (空白) ハイパーリンクの参照先の URL を指定します。 

表示するテキ

スト 

テキスト はい (空白) ハイパーリンクの表示する文字列を指定します。表示す

る文字列は URL 自身または他の文字列でも構いませ

ん。 

表示するツー

ルチップ 

テキスト はい (空白) ハイパーリンクにカーソルを合わせた際に表示するツー

ルチップを指定します。 
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アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  このアクティビティがアクティブなワークシートで実行

されること指定します。このパラメータを有効にする

と、[特定のシートを使用する]パラメータは無効になり

ます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

このアクティビティが実行される特定のワークシート名

を指定します。このパラメータを指定すると、[アクテ

ィブなワークシートを使用する]パラメータは無効にな

ります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

参照形式/位置形式の変換 

説明 

セルの参照と位置を取得します。 

取得した情報は変数に格納します。 

 

用途 

特定のセルの位置を取得します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。デフォルトセッショ

ン名は「OPENDOCSession1」です。このパラメータは

[リソース]を[セッション]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 



822 

 

完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。このパラ

メータは、[完了時に]パラメータが[名前を付けて保存]

に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セルを取得す

る 

テキスト 

(選択式) 

はい 参照 位置情報を取得するセルの指定方法を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・参照 - 取得するセル参照を指定します(A10,B12 など) 

・位置 - 取得するセル位置を行/列番号で指定します 

セル参照 テキスト はい (空白) 取得するセル参照を指定します。このパラメータは[セ

ルを取得する]パラメータを[セル参照]に設定した場合

のみ、有効になります。 

変数に行を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したセルの行番号を変数に格納します。このパラメ

ータは[セルを取得する]パラメータを[セル位置]に設定

した場合のみ、有効になります。 

変数に列を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したセルの列番号を変数に格納します。このパラメ

ータは[セルを取得する]パラメータを[セル位置]に設定

した場合のみ、有効になります。 

変数にセル参

照を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したセルのセル参照を変数に格納します。このパラ

メータは[セルを取得する]パラメータを[セル位置]に設

定した場合のみ、有効になります。 

行 数字 はい (空白) 取得するセルの行番号を指定します。列番号とセットで

指定します。このパラメータは[セルを取得する]パラメ

ータを[セル位置]に設定した場合のみ有効になります。 

列 数字 はい (空白) 取得するセルの列番号を取得します。行番号とセットで

指定します。このパラメータは[セルを取得する]パラメ

ータを[セル位置]に設定した場合のみ有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

暗号化 

説明 

暗号化、パスワード設定により Excel ワークブックを保護し、データの読み取りや操作を防ぎます。 

 

用途 

Excel ドキュメントの暗号化を自動する時に利用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

セキュリティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パスワード テキスト はい (空白) Excel ドキュメントにかけるパスワードを指定します。 

Microsoft 

Excel 2007

以前 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、使用する Excel ドキュメントの暗

号化アルゴリズムは Microsoft Excel2007 以前に対応し

ます。 

[いいえ]に設定すると、暗号化は強力な暗号化プロバイ

ダーを自動的に利用します。もっとも強度が高い暗号化

結果として最低 128 ビットのキーを利用します。 

暗号化タイプ テキスト 

(選択式) 

はい 

 

強力な暗号化

プロバイダー 

暗号化方法を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・強力な暗号化プロバイダー - 最低 128 ビットのキーを

必要とする強力な暗号化 

・強力な暗号化プロバイダー_V1 - 中程度の暗号化 

・XOR - 最も弱い暗号化(Office97/2000 と互換性があり

ます) 

このパラメータは[Microsoft Excel 2007 以前]を有効に

した場合のみ、指定可能です。 

キーの長さ 数字 はい (空白) 暗号化のキーに使用する合計文字数を指定します。 

このパラメータは[Microsoft Excel 2007 以前]を有効に

した場合のみ、指定可能です。 

このパラメータは[Microsoft Excel 2007 以前]を有効に

した場合のみ、指定可能です。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

復号 

説明 

暗号化された Excel ファイルを復号します。 

 

用途 

Excel ドキュメントの復号処理を自動化します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

行/列の挿入 

説明 

単一または複数の行または列をワークシートに挿入します。 

 

用途 

行または列をワークシートに挿入します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

行と列 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

挿入 テキスト 

(選択式) 

はい 行 行または列のどちらを挿入するかを指定します。 

指定するオプションによって、パラメータが異なりま

す。 

開始インデッ

クス 

数字 はい (空白) 挿入の位置のインデックスを指定します。 

最上行のインデックスが 1、次の行のインデックスが２

になります。このパラメータは[挿入]パラメータを[行]

に指定した場合のみ、有効になります。 

開始インデッ

クスまたは列 

テキスト/

数字 

はい (空白) 挿入位置のインデックスまたは列名を指定します。 

インデックスを指定する場合、最左列が 1、次の列が 2

になります。このパラメータは[挿入]パラメータを[列]

に指定した場合のみ、有効になります。 

合計 数字 はい (空白) 挿入する行または列の数を指定します。 

例えば、スプレッドシートの最初に 10 行挿入する場合

は、[開始インデックス]パラメータを[1]、[合計]パラメ

ータを[10]と指定します。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  このアクティビティがアクティブなワークシートで実行

されること指定します。このパラメータを有効にする

と、[特定のシートを使用する]パラメータは無効になり

ます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

このアクティビティが実行される特定のワークシート名

を指定します。このパラメータを指定すると、[アクテ

ィブなワークシートを使用する]パラメータは無効にな

ります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

行/列の削除 

説明 

単一または複数の行または列を削除します。 

 

用途 

不要な行または列を削除します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。 

このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定した

場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。このパラメータは、[完了時に]パラメ

ータが[名前を付けて保存]に設定されている場合のみ有

効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

行と列 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテンツを

クリアする 

- - - 有効にすると、単一または複数の行/列のコンテンツが

クリアされます。このパラメータを有効にすると、[削

除]パラメータは無視されます。 

削除 テキスト はい (空白) 有効にする場合、単一または複数の行/列を削除しま

す。このパラメータを有効にすると、[コンテンツをク

リアする]パラメータは無視されます。 

削除(選択式) テキスト 

(選択式) 

いいえ 

 

行 削除対象が行か列かを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・行 - 指定した行のセルを削除します 

・列 - 指定した列のセルを削除します 

開始インデッ

クス 

数字 はい (空白) 削除する位置のインデックスを指定します。 

最上行のインデックスが 1、次の行のインデックスが２

になります。このパラメータは[削除]パラメータを[行]

に指定した場合のみ、有効になります。 

開始インデッ

クスまたは列 

テキスト/

数字 

はい (空白) 削除する位置のインデックスまたは列名を指定します。 

インデックスを指定する場合、最左列が 1、次の列が 2

になります。このパラメータは[削除]パラメータを[列]

に指定した場合のみ、有効になります。 

合計 数字 はい (空白) 削除する行または列の数を指定します。 

例えば、スプレッドシートの最初に 10 行挿入する場合

は、[開始インデックス]パラメータを[1]、[合計]パラメ

ータを[10]と指定します。 
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アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  このアクティビティがアクティブなワークシートで実行

されること指定します。このパラメータを有効にする

と、[特定のシートを使用する]パラメータは無効になり

ます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

このアクティビティが実行される特定のワークシート名

を指定します。このパラメータを指定すると、[アクテ

ィブなワークシートを使用する]パラメータは無効にな

ります。 
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<OpenDocument スプレッドシート> 

行/列の自動調整 

説明 

コンテンツに応じて単一または複数の行または列の幅と高さを自動調節します。 

 

用途 

実行時にセルのサイズを調節します。 

 

リソース  

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - ワークブックのソースを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ファイル - ソースドキュメントはシステム上のファイ

ルを指定します。通常、このアクティビティのみで操作

を完了できる場合に使用します 

・セッション - ソースドキュメントは[ODS - ブックを

開く/作成する]で指定したファイルを利用します 

セッション テキスト はい OPENDOCSe

ssion1 

既存のセッション名を指定します。 

デフォルトセッション名は「OPENDOCSession1」で

す。このパラメータは[リソース]を[セッション]に設定

した場合のみ、有効になります。 

ドキュメント

の取得方法 

テキスト はい 開く このアクティビティを既存のドキュメントで実行知る

か、新しいドキュメントで実行するかを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・開く - 既存のワークブックに対して処理を行います 

・作成 - 新規のワークブックに対して処理を行います 

このパラメータを[リソース]を[ファイル]に設定した場

合のみ有効になります。 

ファイル名 テキスト はい (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、開きたい既存のファイルをフルパスで指定しま

す。[作成]を選択した場合、作成するファイルをフルパ

スで指定します。 

読み取りパス

ワード(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) [ドキュメントの取得方法]パラメータで[開く]を選択し

た場合、ここで指定するパスワードを利用して既存のワ

ークブックを開きます。[作成]を選択した場合、ここで

指定するパスワードを利用して作成するワークブックの

パスワードを設定します。 

テンプレート

から作成 

テキスト いいえ いいえ 有効にする場合、新しいワークブックのベースとなるテ

ンプレートファイルのパスとファイル名を指定します。

テンプレートには書式、スタイル、ヘッダー、行と列の

ラベルなど標準化されたテキストを含めることができま

す。このパラメータは[ドキュメントの取得方法]パラメ

ータを[作成]に選択した場合のみ有効になります。 
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完了時に テキスト

(選択式) 

いいえ 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・保存する - 変更を保存し、ドキュメントの元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 指定したパスとファイル名に変更

を保存します 

・変更を保存しない - 変更は保存されません 

ファイル テキスト はい (空白) 変更を保存するファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、ファイル

を選択可能です。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

ブックが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]に指定したファイルと

同名のワークブックが存在する場合は上書きされます。

[いいえ]に設定すると、同名の既存のワークブックは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

このパラメータは、[完了時に]パラメータが[名前を付

けて保存]に設定されている場合のみ有効になります。 

 

行と列 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

自動調整 テキスト

(選択式) 

はい 行 自動調整対象が行か列かを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・行 - 行を対象とします 

・列 - 列を対象とします 

開始インデッ

クス 

数字 はい (空白) 自動調整する位置の開始インデックスを指定します。 

最上行のインデックスが 1、次の行のインデックスが２

になります。このパラメータは[自動調整]パラメータを

[行]に指定した場合のみ、有効になります。 

終了インデッ

クス 

数字 はい (空白) 自動調整処理の終了位置のインデックスを指定します。

[開始インデックス]パラメータとセットで指定します。

このパラメータは[自動調整]パラメータを[行]に指定し

た場合のみ、有効になります。 

開始インデッ

クスまたは列 

テキスト/

数字 

はい (空白) 自動調整する位置の開始インデックスまたは列名を指定

します。 

インデックスを指定する場合、最左列が 1、次の列が 2

になります。 

このパラメータは[自動調整]パラメータを[列]に指定し

た場合のみ、有効になります。 
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End index or 

column 

テキスト/

数字 

はい (空白) 自動調整処理の終了位置インデックスまたは列名を指定

します。 

インデックスを指定する場合、最左列が 1、次の列が 2

になります。 

このパラメータは[自動調整]パラメータを[列]に指定し

た場合のみ、有効になります。 

アクティブな

ワークシート

を使用する 

はい/いい

え 

いいえ  このアクティビティがアクティブなワークシートで実行

されること指定します。このパラメータを有効にする

と、[特定のシートを使用する]パラメータは無効になり

ます。 

特定のワーク

シートを使用

する 

はい/いい

え 

いいえ Sheet1 

 

このアクティビティが実行される特定のワークシート名

を指定します。このパラメータを指定すると、[アクテ

ィブなワークシートを使用する]パラメータは無効にな

ります。 

 

 

  



835 

 

PDF 

PDF はドキュメントの説明やデータ交換などに使用される一般的なファイル形式です。 

PDF ファイルは自己完結型のクロスプラットフォームドキュメントであるため、コンピューターやプリンターの種

類や使用したソフトウェアに依存せず、ディスプレイ上また印刷上の表示は同じです。 

PDF アクションを使用し 2 つ以上の PDF ドキュメントを結合したり、既存 PDF ドキュメントに新しいページを追

加したり、特定のページを抽出・挿入したりすることなどが可能です。 

また、既存 PDF ドキュメントを複数のページに分割することや、ドキュメントの暗号化および復号などの処理も可

能です。 
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<PDF> 

セッションの作成 

説明 

他の PDF アクティビティと関連付けるために使用する一意のセッションを作成します。 

セッションは一連の PDF に関する操作アクションのカプセル化に役立ちます。 

 

用途 

通常セッションを作成し、後続のアクティビティと関連付けます。 

セッションを使用することで複数のアクティビティで重複する値の入力を省略できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション

の作成元 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 既存の PDF PDF ファイルの種類を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存の PDF - 既存の PDF に対してセッションを作成し

ます 

・新規 PDF - 新規の PDF に対してセッションを作成しま

す 

セッション テキスト はい PDFSession1 セッションの名前を指定します。後続の PDF アクティビテ

ィをこのセッションにセッションと関連付けます。1 つの

タスク内に複数のセッションを作成することで、複数の

PDF ドキュメントを同時に開くことが可能です。 

注 1:セッションを終了するには「PDF - セッションの終

了」アクティビティを使用します 

PDF テキスト はい (空白) セッションを作成する PDF ファイルのパスとファイル名を

指定します 

パスワード

(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 指定した PDF ファイルがパスワードに保護されている場

合、ここにパスワードを指定します。 

このパラメータは[セッションの作成元]パラメータを[既存

の PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在す

る場合は

PDF を上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、新規ファイルを作成する際、同名の

PDF ファイルが既に存在する場合、その PDF ファイルを

上書きします。 

このパラメータは[セッションの作成元]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF

ファイルを

作成する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したファイルはデータが空のフ

ァイルとして作成されます。このパラメータは[セッション

の作成元]パラメータを[新しい PDF]に設定した場合のみ、

有効になります。 
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<PDF> 

セッションの終了 

説明 

「PDF - セッションの作成」アクティビティで作成したセッションを終了します。 

 

用途 

セッションに関連づいた一連の PDF アクションの処理完了後、セッションを終了します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい PDFSession1 終了するセッションの名前を指定します。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時にドキュメントをどのよう

に処理するかを指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を上書き保存

します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF に対しての変更を新

規の PDF ファイルに保存します 

ファイル テキスト はい (空白) 保存先となる新規の PDF ファイルのパスとファイル名

を指定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

  



838 

 

<PDF> 

作成 

説明 

プレーンテキスト、テキストファイルに含まれるテキスト、HTML 形式のテキストまたは HTML ドキュメントに含

まれるテキストをデータソースとして使用して、新規の PDF ドキュメントを作成します。 

HTML 形式のテキストを変換する場合、このアクティビティは HTML タグに従ってテキストを解析します。そのた

め、新しい PDF ドキュメントはソースドキュメントと同じ HTML 形式で表示されます。 

 

用途 

既存の HTML ファイルを PDF に組み込み、新しいテキストフォーマットを適用するために使用されます。 

また、テキストファイルの内容を PDF ファイルに変換するためにも使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変換元データ テキスト 

(選択式) 

いいえ プレーンテキ

スト 

作成する新規 PDF ファイルのデータソースを指定しま

す。選択したオプションに応じて、設定パラメータが異

なる場合があります。使用可能なパラメータは次のとお

りです。 

・プレーンテキスト - プレーンテキストから変換します 

・HTML テキスト - HTML テキストから変換します 

・テキストファイル - テキストファイルに含まれるデー

タから変換します 

・HTML ファイル - HTML ファイルに含まれるデータ

から変換します 

テキスト テキスト はい (空白) PDF に変換するテキストを指定します。このパラメー

タは[変換元データ]パラメータを[プレーンテキスト]に

設定した場合のみ、有効になります。 

HTML テキ

スト 

テキスト はい (空白) PDF に変換する HTML 形式のテキストを指定します。

このパラメータは[変換元データ]パラメータを[HTML

テキスト]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース テキスト はい (空白) PDF に変換する HTML ファイルまたはテキストファイ

ルを指定します。このパラメータは[変換元データ]パラ

メータを[テキストファイル]または[HTML ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

PDF テキスト はい (空白) 新規 PDF ファイルのパスとファイル名を指定します。

フォルダアイコンをクリックして、エクスプローラーか

ら保存先のパスを選択可能です。 

このパラメータは[変換元データ]パラメータを[HTML

ファイル]または[テキストファイル]に設定した場合の

み、有効になります。 

PDF が既に

存在する場合

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、新規作成ファイルと同名の PDF

ファイルが既に存在する場合、その PDF ファイルを上

書きします。 
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[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

 

詳細([変換元データ]パラメータを[プレーンテキスト]または[テキストファイル]に設定した場合のみ、有効) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォーマッ

トを設定す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 元のフォントスタイルに対してフォントの書体、サイ

ズ、色などの変更を行うかどうかを指定します。[はい]

に設定すると、下記フォント設定パラメータが有効にな

ります。 

フォント テキスト 

(選択式) 

いいえ Segoe UI 設定するフォントの書体を指定します。 

プルダウンリストから使用可能なフォント書体を選択し

ます。 

フォントサ

イズ 

数字 いいえ 11 設定するフォントサイズを指定します。 

文字色 テキスト 

(選択式) 

いいえ Black 設定するテキストの色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

背景色 テキスト 

(選択式) 

いいえ White 設定する背景色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オリエンテ

ーション 

テキスト 

(選択式) 

はい ポートレート PDF ファイルのページの向きを設定します。オプショ

ンは次のとおりです。 

・ポートレート - PDF ファイルには、垂直方向に開きま

す 

・風景 -PDF ファイルが水平方向に開きます 

左 数字 はい 10 ページの左余白を pt(ポイント)で指定します。 

上部 数字 はい 50 ページの上部の余白を pt(ポイント)で指定します。 

下部 数字 はい 50 ページの下部の余白を pt(ポイント)で指定します。 

右 数字 はい 10 ページの右余白を pt(ポイント)で指定します。 
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<PDF> 

スタンプ 

説明 

テキスト、画像、またはテンプレートペースのスタンプを PDF ドキュメント内の指定した座標位置に追加します。 

 

用途 

PDF スタンプは紙ドキュメントのインクスタンプと同じような機能を果たします。 

例えば、承認スタンプや、署名欄に署名がされたことをチェックするチェックマークなどを追加するために使用され

ます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 
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・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新規 PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい テキスト 追加するスタンプのデータタイプを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - テキストをソースデータにします 

・画像 - 画像をソースデータにします 

・テンプレート - PDF テンプレートをデータソースにし

ます 

テキスト テキスト はい (空白) スタンプするテキストを指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[Text]に設定し

た場合のみ、有効になります。 

画像 テキスト はい (空白) スタンプに使用する画像のパスとファイル名を指定しま

す。フォルダアイコンをクリックして、エクスプローラ

ーから選択可能です。対応している画像フォーマット

は.jpg、.gif、.png です。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[画像]に設定し

た場合のみ、有効になります。 

テンプレート

PDF 

テキスト はい (空白) スタンプに使用するのテンプレートを含む PDF ドキュ

メントのパスとファイル名を指定します。 
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このパラメータは[タイプ]パラメータを[テンプレート]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ページインデ

ックス 

数字 はい 1 目的の PDF テンプレートを取得するページインデック

スを指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[テンプレート]

に設定した場合のみ、有効になります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

下部 数字 いいえ 10 スタンプを追加する Y 座標(上部)を指定します。 

左 数字 いいえ 10 スタンプを追加する X 座標(左位置)を指定します。 

回転角度 数字 いいえ 45 スタンプの回転角度を指定します。 

背景としてス

タンプする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、スタンプは背景として扱われま

す。 

以下のパラメータは[タイプ]パラメータを[テキスト]に設定した場合のみ、有効になります。 

フォント テキスト 

(選択式) 

いいえ Segoe UI 設定するフォントの書体を指定します。 

プルダウンリストから使用可能なフォント書体を選択し

ます。 

フォントサイ

ズ 

数字 いいえ 11 設定するフォントサイズを指定します。 

文字色 テキスト 

(選択式) 

いいえ Black 設定するテキストの色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

背景色 テキスト 

(選択式) 

いいえ White 設定する背景色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

以下のパラメータは[タイプ]パラメータを[画像]に設定した場合のみ、有効になります。 

幅 数字 いいえ 200 スタンプする画像の幅を px(ピクセル)で指定します。 

高さ 数字 いいえ 200 スタンプする画像の高さを px(ピクセル)指定します。 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべて    有効にすると、PDF ドキュメントのすべてのページに

スタンプが追加されます。 

ページ(例 1

または 1,3,5

または 1-3) 

数字 いいえ (空白) PDF ドキュメントの特定のページにスタンプを追加し

ます。単一のページの場合はページ番号(例:2 または 4)

を指定します。複数ページの場合はカンマ区切り

(例:1,3,5)で指定します。ハイフン(例:5-10)を使用して

ページ範囲の指定も可能です。 
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<PDF> 

抽出 

説明 

既存の PDF ドキュメントの指定されたコンテンツを変数や別の PDF ファイル、テキストファイルなどに抽出しま

す。 

 

用途 

画像またはテキストを PDF ファイルから抽出し、別の PDF ファイルで利用したり、他のフォーマットでエクスポー

トしたりするために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

 

出力 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

出力タイプ テキスト 

(選択式) 

はい テキスト 抽出した内容の出力タイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・テキスト - 抽出したテキストを変数に設定します 

・PDF - PDF ファイルに抽出します 

・画像 - 画像ファイルに抽出します 

・マルチページ TIFF - コンテンツが抽出され、単一の

マルチページ TIFF ファイルとして保存されます 

・テキストファイル - テキストファイル抽出します 
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変数に抽出さ

れたテキスト

を設定する 

テキスト はい (空白) 抽出したテキストを格納する既存の変数名前を指定しま

す。このパラメータは[出力タイプ]パラメータを[テキ

スト]に設定した場合のみ、有効になります。 

タイプとして

保存 

テキスト 

(選択式) 

はい JPEG 抽出した画像の保存形式を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・JPEG - 画像は JPEG ファイル形式で保存されます 

・PNG - 画像は PNG ファイル形式で保存されます 

・BMP - 画像は BMP ファイル形式で保存されます 

・TIFF - 画像は TIFF ファイル形式で保存されます 

・GIF - 画像は GIF ファイル形式で保存されます 

このパラメータは[出力タイプ]パラメータを[画像]に設

定した場合のみ、有効になります。 

保存先 テキスト 

(選択式) 

はい (空白) 抽出内容の保存先を指定します。このパラメータは[出

力タイプ]パラメータを[PDF]、[画像]または[テキスト

ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

注 1:[画像]に設定し、複数の画像を出力するには、ここ

にはフォルダ名を指定します。[テキストファイル]また

は[PDF]に設定した場合、[出力タイプ]と一致する拡張

子でファイル名を指定する必要があります(例:[PDF]を

指定した場合は(C:\temp\contents.pdf)、[テキストファ

イル]を指定した場合は(C:\temp\textFile.txt)など) 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべて    有効にすると、PDF ドキュメントのすべてのページか

ら抽出します。 

ページ(例 1

または 1,3,5

または 1-3) 

数字 いいえ (空白) PDF ドキュメントの特定のページから抽出します。単

一のページの場合はページ番号(例:2 または 4)を指定し

ます。複数ページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5)で指

定します。ハイフン(例:5-10)を使用してページ範囲の指

定も可能です。 
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<PDF> 

ヘッダー/フッターを追加 

説明 

PDF ドキュメントに画像またはテキストベースのヘッダーまたはフッターを追加します。 

テキストはフォントの書体、タイプ、サイズ、文字色、背景色の指定も可能です。 

また、画像ベースの設定により、画像のサイズ変更と整列が可能です。 

 

用途 

日付や時刻、ドキュメントのタイトル、会社のロゴなどの一貫したデータを新規または既存の PDF ドキュメントに

ヘッダーまたはフッターとして追加するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。このパラメータは[使用

する PDF]パラメータを[既存 PDF]に設定した場合の

み、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 
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・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。このパラメータは[完了時に]パラメータを

[名前を付けて保存]に設定した場合のみ、有効になりま

す。 

新規 PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新規ファイル]パラメータに指定

したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する場

合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

追加 テキスト 

(選択式) 

はい ヘッダー ソース PDF ファイルにヘッダーまたはフッターのどち

らに情報を追加するかを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ヘッダー - ヘッダー情報を追加します 

・フッター - フッター情報を追加します 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい テキスト 追加するヘッダー/フッター情報の種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - テキストベースの情報を追加します 

・画像 - 画像ベースの情報を追加します 

テキスト テキスト はい (空白) 追加するテキストを指定します。このパラメータは[タ

イプ]パラメータを[テキスト]に設定した場合のみ、有

効になります。 

画像 テキスト はい (空白) 追加する画像ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。対応する画像形式は JPG、PNG または BMP で

す。このパラメータは[タイプ]パラメータを[画像]に設

定した場合のみ、有効になります。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

上部 数字 いいえ 10 ヘッダー/フッダーを追加する中央揃え位置を指定しま

す。 

水平方向の配

置 

テキスト

(選択式) 

いいえ 中央 テキストをヘッダー/フッターに配置する位置を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・中央 - テキストを中央に追加します 

・左 - テキストを左寄せで追加します 

・右 - テキストを右寄せで追加します 

以下のパラメータは[タイプ]パラメータを[テキスト]に設定した場合のみ、有効になります。 

フォント テキスト 

(選択式) 

いいえ Segoe UI 設定するフォントの書体を指定します。 

プルダウンリストから使用可能なフォント書体を選択し

ます。 

フォントサイ

ズ 

数字 いいえ 11 設定するフォントサイズを指定します。 

文字色 テキスト 

(選択式) 

いいえ Black 設定するテキストの色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

背景色 テキスト 

(選択式) 

いいえ White 設定する背景色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

以下のパラメータは[タイプ]パラメータを[画像]に設定した場合のみ、有効になります。 

幅 数字 いいえ 200 スタンプする画像の幅を px(ピクセル)で指定します。 

高さ 数字 いいえ 200 スタンプする画像の高さを px(ピクセル)指定します。 
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<PDF> 

PDF 情報の取得 

説明 

PDF ファイルのタイトル、作成者、セキュリティ設定などのドキュメントプロパティを取得し、データセットに格

納します。 

 

用途 

ソース PDF から取得した情報に基づいて条件分岐の判断を行うために使用されます。 

例えば、タイトルに「署名してください」という文字列を検出した場合、「PDF - 署名する」アクティビティで署名

処理を行い、[Email]アクションで指定の宛先に送信します。それ以外の場合、「タスク - 停止」アクティビティでタ

スクを停止します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 
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データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した情報を格納するデータセットの名前を指定しま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.Application テキスト PDF ドキュメントの作成に使用されたアプリケーションを返しま

す。 

theDataset.Author テキスト PDF ドキュメントの作成者を返します。 

theDataset.CreationDate 日付 PDF ドキュメントの最初に作成された日時を返します。 

theDataset.File テキスト PDF ドキュメントのパスとファイル名を返します。 

theDataset.IsEncrypted Yes/No PDF ドキュメントが暗号化されているかどうかを返します。 

theDataset.IsSign Yes/No PDF ドキュメントが署名されているかどうかを返します。 

theDataset.IsValidPDF Yes/No PDF ドキュメントが有効かどうかを返します。 

theDataset.ModificationDate 日付 PDF ドキュメントの最終変更日時を返します。 

theDataset.NumberOfPages 数字 PDF ドキュメントのページ総数を返します。 

theDataset.PdfVersion 数字 PDF ドキュメントの PDF バージョンを返します。 

theDataset.Producer テキスト PDF ドキュメントを作成したプログラムまたはアプリケーション

を返します。 

theDataset.Subject テキスト PDF ドキュメントのサブタイトルを返します。 

theDataset.Title テキスト PDF ドキュメントのタイトルを返します。 
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<PDF> 

フィールドの設定 

説明 

PDF ドキュメントの 1 つ以上のフィールドにテキストを入力します。 

 

用途 

選択したフィールドにテキストを入力します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 
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完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

フィールド 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フィールド

名 

テキスト はい (空白) 入力するフィールド名を指定します。 

「追加」ボタンをクリックすると、フィールドを選択

できます。 

注 1:「PDF - フィールドの取得」アクティビティを利

用し、PDF ドキュメントに含まれるフィールドの除法

を取得します 

値 テキスト いいえ (空白) フィールド名に対応する値を指定します。[フィールド

名]にフィールド名を選択した上で、目的の値を入力し

ます。 
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<PDF> 

フィールドの取得 

説明 

PDF ドキュメントに含まれるフィールドの情報を取得し、データセットに格納します。 

 

用途 

PDF フォームフィールドを使用すると、ユーザーが情報を動的に入力することができます。 

このアクションでフィールドの値を取得し、「PDF - フィールド値の取得」、「PDF - フィールドの設定」や「PDF - 

フィールドの無効化」アクティビティと組み合わせて使用することが可能です。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

 

フィールド 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべてのフィ

ールド 

テキス

ト 

はい (空白) 有効にすると、PDF ドキュメント内のすべてのフォー

ムフィールドを取得します。 

特定のフィー

ルド名(例:フ

ィールド 1、

フィールド 2) 

テキス

ト 

いいえ (空白) 有効にすると、指定したフィールドのフォームフィール

ドを取得します。このパラメータを有効にすると[すべ

てのフィールド]パラメータは無効になります。 

データセット

を作成して設

定する 

テキス

ト 

はい (空白) フォームのフィールド情報を格納するデータセットの名

前を指定します。 
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ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべて    有効にすると、PDF ドキュメントのすべてのページか

らフィールドを取得します。 

ページ(例 1

または 1,3,5

または 1-3) 

数字 いいえ (空白) PDF ドキュメントの特定のページからフィールドを取

得します。単一のページの場合はページ番号(例:2 また

は 4)を指定します。複数ページの場合はカンマ区切り

(例:1,3,5)で指定します。ハイフン(例:5-10)を使用して

ページ範囲の指定も可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.FieldName テキスト フォームフィールドの名前を返します。 

theDataset.FieldType テキスト フォームフィールドのタイプ(チェックボックス、テキスト、署名)

を返します。 

theDataset.FieldValue テキスト フォームフィールドの値を返します。 

theDataset.Height 数字 フォームフィールドの高さを返します。 

theDataset.PageNumber 数字 フォームフィールドが所存在するページ番号を返します。 

theDataset.Width 数字 フォームフィールドの幅を返します。 

theDataset.X 数字 フィールドの X 座標を返します。 

theDataset.Y 数字 フィールドの Y 座標を返します。 
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<PDF> 

フィールド値の取得 

説明 

PDF ドキュメントから指定したフォームフィールドの値を取得し変数に格納します。 

事前に「PDF - フィールドの取得」アクティビティを利用し、フィールドに関する情報を取得します。 

 

用途 

PDF ファイルに含まれる特定のフォームフィールドの値を取得します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを

指定します。通常、このアクティビティのみで操作を

完了できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの

作成」アクティビティで作成したセッションを指定し

ます。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利

用します 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッショ

ン]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名

を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]

に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、

ここでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]

に設定した場合のみ、有効になります。 

 

フィールド 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フィールド

名 

テキスト はい (空白) 値を取得するファームフィールド名を指定します。フ

ィールド名は[フィールドの取得]アクティビティを使

用して取得可能です。 

変数にフィ

ールド値を

設定する 

テキスト いいえ (空白) フォームフィールド値を格納する変数を指定します。 
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<PDF> 

フィールドの無効化 

説明 

PDF ファイル内に含む 1 つまたは複数のフィールドを無効にします。 

 

用途 

PDF フォームフィールドはユーザーに動的に入力されることを可能にし、 

PDF ドキュメント内に任意の数のフォームフィールドを含め、 

それぞれのフィールドで 1 つ動的フォームとして構成します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 



856 

 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

フィールド 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべてのフィ

ールド 

テキスト はい (空白) 有効にすると、PDF ドキュメント内のすべてのフォー

ムフィールドを取得します。 

特定のフィー

ルド名(例:フ

ィールド 1、

フィールド

2) 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、指定したフィールドのフォームフィール

ドを取得します。このパラメータを有効にすると[すべ

てのフィールド]パラメータは無効になります。 
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<PDF> 

暗号化 

説明 

PDF ドキュメントにドキュメントを暗号化し、パスワードを掛けてアクセスを制限し、印刷や編集など特定の機能

を制限します。 

 

用途 

PDF ドキュメントを保護し、使用可能な機能を制限します。 

例えば、他のユーザーが PDF ドキュメントの内容を改ざんしたり、印刷やページを追加したりすることを防ぎま

す。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存の PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 
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・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存の

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

セキュリティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント

を開くパスワ

ード 

テキスト はい (空白) PDF ドキュメントを開くために必要なパスワードを指

定します。 

暗号化レベル テキスト 

(選択式) 

いいえ 256-bit AES PDF ドキュメントの暗号化に使用する暗号化アルゴリ

ズムを指定します。 

PDF 暗号化は RC4(対称ストリーム暗号)と

AES(Advanced Encryption Standard)の 2 つのアルゴリ

ズムを使用します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・256-bit AES  

・128-bit AES 

・128-bit RC4 

・40-bit RC4 
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承認 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント

の編集と印刷

を制限する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、PDF ドキュメントの編集と印刷禁

止します。また、PDF ファイルのセキュリティ設定へ

のアクセスを制限します。 

PDF ドキュメントを Adobe Acrobat で開く場合、ユー

ザーはファイルを開くことは可能ですが、ファイルのセ

キュリティとアクセス許可の設定を変更するには、「変

更許可パスワード」で指定したパスワードを入力する必

要があります。 

Illustrator、Photoshop または InDesign で開く場合、フ

ァイルはビューモードで開くことはできないため、[ド

キュメントを開くパスワード]で指定したパスワードを

入力する必要があります。 

[いいえ]に設定すると、ドキュメントの編集と印刷に制

限をかけません。 

変更許可パス

ワード 

テキスト はい (空白) 権限設定を変更するために必要なパスワードを指定しま

す。このパラメータが空白の場合、[ドキュメントを開

くパスワード]で指定した値を入力する必要がありま

す。 

このパラメータは[ドキュメントの編集と印刷を制限す

る]を有効にした場合のみ、有効になります。 

印刷許可 テキスト 

(選択式) 

いいえ なし PDF ドキュメントで許可される印刷操作を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・なし - ユーザーはドキュメントを印刷できません 

・低解像度(150dpi) - 150dpi 以下の解像度で印刷できま

す 

・高解像度 - 任意の解像度で印刷できます 

変更許可 テキスト 

(オプショ

ン 

いいえ なし 許可する編集操作を指定します。 

・なし - フォームフィールドへの入力やコメントの追加

など、ユーザーはドキュメントを編集できません 

・ページの挿入、削除、回転 - ユーザーはドキュメント

のページの挿入、削除、回転することができます 

・フォームフィールドでの入力と既存の署名フィールド

への署名 - ユーザーはフォームフィールドへの入力、既

存の署名フィールドにデジタル署名を追加できます 

・コメント、フォームフィールドへの入力、既存の署名

フィールドへの署名 - ユーザーはコメントの追加、フォ

ームフィールドへの入力、既存の署名フィールドにデジ

タル署名を追加できます 

・ページの抽出以外 - ドキュメントの編集、フォームフ

ィールドの作成と入力およびコメントとデジタル署名を

追加できます 
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テキスト、画

像、その他の

コンテンツの

コピーを有効

にする 

テキスト いいえ 無効 有効にすると、ユーザーはテキスト、画像、その他のコ

ンテンツをコピーできます。 

視覚に障害の

ある方向けの

スクリーン 

リーダーデバ

イスのテキス

トアクセスを

有効にする 

テキスト いいえ 有効 有効にすると、視聴覚に障碍のあるユーザーにスクリー

ンリーダーでドキュメントを閲覧する権限を与えます。

ただし、ユーザーがドキュメントの内容をコピー、抽出

することを制限します。このオプションは高度の暗号化

アルゴリズム(128-bit AES または 128-bit RC4)を使用し

た場合のみ、有効になります。 
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<PDF> 

復号 

説明 

暗号化された PDF ドキュメントを復号します。 

 

用途 

暗号化された PDF ドキュメントを復号し、編集、印刷、コピー等の操作を有効にします。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 
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このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 
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<PDF> 

署名 

説明 

PDF ファイルにデジタル証明書で署名します。証明書レベルを指定し、署名の外観を設定することが可能です。 

 

用途 

デジタル署名は署名者の真偽が証明できます。組織間ドキュメントの交換において、途中で改ざんされていないこと

を保証する仕組みとして提供されています。 

このアクティビティは署名フィールドを使用し、PDF ファイルに署名します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 
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・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

証明書 テキスト はい (空白) 証明書(CA 発行の証明書または自己署名証明書)と秘密

鍵を含む PKCS12 ファイルのパスとファイル名を指定し

ます。 

このファイルの拡張子は[.pfx]です。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 証明書のパスワードを指定します。 

証明書タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ PKCS1 PDF に署名する証明書のタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・PKCS1 - 公開暗号化標準#1 は RSA 公開鍵システムを

使用してデータを暗号化および署名するためのメカニズ

ムを定義します 

・PKCS7 - 公開鍵暗号化標準#7 はメッセージにセキュ

リティ特徴(デジタル署名、暗号化)を含む一般的な構文

を定義します 

・PKCS7 detached - 署名と証明書を含むが、署名済み

のデータは含みません 

連絡先 テキスト はい (空白) 署名者の連絡先情報を指定します。 

場所 テキスト はい (空白) 署名者の所在地を指定します。 
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署名の理由 テキスト はい (空白) ドキュメントに署名する理由を指定します。 

署名の外観画

像 

テキスト いいえ (空白) 有効にした場合、署名に使用する画像ファイルのパスと

ファイル名を指定します。 

JPG,PNG および BMP の拡張子を持つ画像ファイルが

サポートされています。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

左 数字 いいえ 10 署名の X 座標(左位置)を指定します。 

上部 数字 いいえ 10 署名の Y 座標(上部)を指定します 

幅 数字 いいえ 200 署名の幅を指定します。 

高さ 数字 いいえ 200 署名の高さを指定します。 

ページ番号 数字 いいえ 1 署名する PDF ドキュメントのページを指定します。 

可視署名 はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、署名は他の人からが見ることがで

きます。[いいえ]に設定すると、署名は非表示になりま

す。 
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<PDF> 

署名の取得 

説明 

PDF ドキュメント内に含まれる全ての署名を取得し、データセットに格納します。 

 

用途 

PDF ドキュメント内の署名を取得するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

 

署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) PDF ドキュメントに存在するすべての署名に関する情

報を取得するデータセットを指定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

プロパティ タイプ 戻り値 

theDataset.ContactInfo テキスト 連絡先の情報(会社名など)を返します。 

theDataset.CoversWholeDocum

ent 

Yes/No 署名がドキュメント全体をカバーするかどうかを返します。 

theDataset.FileName テキスト PDF ドキュメントのパスとファイル名を返します。 

theDataset.Revision 数字 リビジョン番号を返します。Acrobat 9 以降では、署名パネルに

ドキュメントの改訂履歴が表示されます。署名ごとに新しいリ

ビジョンを開始します。 

theDataset.SignatureDateTime 日付 署名の作成日付と時間を返します。 

theDataset.SignatureName テキスト 署名の名前を返します。 

theDataset.SignerName テキスト 署名者の名前を返します。 

theDataset.Verify Yes/No 署名が確認されたかどうかを返します。 

theDataset.SignatureReason テキスト 署名が作成された理由を返します。 

theDataset.SignatureLocation 数字 署名があるドキュメント内のページ番号を返します。 
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<PDF> 

署名のクリア 

説明 

PDF ドキュメント内に存在するすべてのデジタル署名または指定した署名を削除します。 

 

用途 

ドキュメントを変更または再署名するために、無効な署名を削除したり、PDF ドキュメントに組み込まれたすべて

署名をクリアしたりするために使用されます。 

 

注意:システムまたはユーザーが最初に署名を作成するために使用した「秘密鍵」にアクセスできる場合のみ、署名を

削除できます。たとえば、ユーザーA が PDF に署名した場合、ユーザーA のみがその PDF の署名を削除できます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 
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・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

署名 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべての署名 選択式 いいえ はい 有効にすると、PDF ドキュメントに含まれるすべての

署名をクリア(削除)します。 

このパラメータを有効にした場合、[特定の署名の名前]

パラメータは無効になります。 

特定の署名 テキスト いいえ (空白) クリア(削除)する署名の名前を指定します。 

複数の署名を指定する場合、コンマで区切ります

(例:SignatureName1,SignatureName3)。 

現在 PDF に含まれる署名に関する情報を取得するには

「PDF - 署名の取得」アクティビティを利用します。こ

のパラメータを有効にした場合、[すべての署名]パラメ

ータは無効になります。 
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<PDF> 

検索 

説明 

PDF ドキュメントで 1 つ以上のテキスト文字列(特定の文字、文字列または文字列のパターン)を検索し、データセッ

トに格納します。正規表現の利用も可能です。 

 

用途 

ドキュメント内の指定したテキストのページ番号、フォント情報、テキスト位置などを取得する際に使用します。ま

た、「クリップボード - コピー」や「クリップボード - 貼り付け」アクティビティと併用してドキュメントにテキスト

を挿入するなどの編集するためにも使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。このパラメータは[リソース]パラメータを

[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

 

条件 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

検索する文字

列 

テキスト はい (空白) 検索する文字列を指定します。 

正規表現を使

用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[Find]パラメータで指定した値を

正規表現として扱います。 

[いいえ]に設定すると、リテラルテキストとして扱いま

す。 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト いいえ (空白) 取得した結果を格納するデータセットの名前を指定しま

す。 
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ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべて    有効にすると、PDF ドキュメントのすべてのページか

ら検索します。 

特定のページ

(例 1 または

1,3,5 または

1-3) 

数字 いいえ (空白) PDF ドキュメントの特定のページから検索します。単

一のページの場合はページ番号(例:2 または 4)を指定し

ます。複数ページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5)で指

定します。ハイフン(例:5-10)を使用してページ範囲の指

定も可能です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.FontIsAccessible True/False 検出したテキストのフォントがシステムに存在する(インスト

ールされている)かを返します。 

theDataset.FontIsEmbedded True/False 検出したテキストのフォントが PDF に埋め込まれているかを

返します。 

theDataset.FontIsSubset True/False 検出したテキストのフォントがサブセットかどうかを返しま

す。 

theDataset.FontName テキスト 検出したテキストのフォント名を返します。 

theDataset.FontSize 数字 検出したテキストのフォントサイズを返します。 

theDataset.ForegroundColor テキスト   

(カラーコード) 

検出したテキストに一致する HTML のカラーコードを返しま

す。 

theDataset.Page 数字 一致するテキストが検出されたページ番号を返します。 

theDataset.Position 数字 検出したテキストの位置(ハッシュコード)を返します。 

theDataset.Text テキスト 検出したテキストを返します。 

theDataset.XIndent 数字 検出したテキストの X 座標を返します。 

theDataset.YIndent 数字 検出したテキストの Y 座標を返します。 
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<PDF> 

置換 

説明 

PDF ドキュメントの単一ページまたはすべてのページから特定のテキスト文字列を検索し、別のテキスト文字列に

置き換えます。 

 

用途 

PDF ドキュメントのデータを更新する際に利用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース    対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 
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・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

条件 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

検索する文字

列 

テキスト はい (空白) 置換する文字列を指定します。 

正規表現を使

用する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[Find]パラメータで指定した値を

正規表現として扱います。 

[いいえ]に設定すると、リテラルテキストとして扱いま

す。 

置換後の文字

列 

テキスト いいえ (空白) 置換後の文字列を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

置換操作の最

大数(オプシ

ョン) 

数字 はい (空白) 新しいテキストに置換可能な最大インスタンス数を指定

します。 

フォントを置

き換える 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にした場合、置換する「フォントサイズ」、「フォン

ト」、「文字色」、「背景色」を指定可能になります。 

フォント テキスト 

(選択式) 

いいえ Segoe UI 置換するフォントの書体を指定します。 

プルダウンリストから使用可能なフォント書体を選択し

ます。 
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フォントサイ

ズ 

数字 いいえ 11 置換するフォントサイズを指定します。 

文字色 テキスト 

(選択式) 

いいえ Black 置換するテキストの色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

背景色 テキスト 

(選択式) 

いいえ White 置換する背景色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべて    有効にすると、PDF ドキュメントのすべてのページで

検索と置換が実行されます。 

ページ(例 1

または 1,3,5

または 1-3) 

数字 いいえ (空白) PDF ドキュメントの特定のページで検索と置換が実行

されます。単一のページの場合はページ番号(例:2 また

は 4)を指定します。複数ページの場合はカンマ区切り

(例:1,3,5)で指定します。ハイフン(例:5-10)を使用して

ページ範囲の指定も可能です。 
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<PDF> 

分割 

説明 

PDF ドキュメントを特定のページ、ページ毎、または偶数/奇数ページで分割します。 

 

用途 

PDF で作成された大きいレポートの一部のみをクライアント他部署に送信する際に、ドキュメントを分割するため

に使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 
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出力 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

移動先フォル

ダー 

テキスト はい (空白) 分割された PDF ファイルを出力するフォルダパスを指

定します。 

タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 総ページ数の

半分で分割 

分割の方法を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・総ページ数の半分で分割 - PDF ドキュメントの合計ペ

ージ数の半分に分割されます。出力ファイルは元のファ

イル名の末尾に括弧でページ範囲が追加されます 

例)myDocument.pdf が 6 ページの PDF の場合 

→[myDocument(1-3).pdf]、[myDocument(4-6).pdf]の

2 つの PDF ファイルが生成されます 

・ページごとに分割 - PDF ドキュメントはページ毎に分

割されます。出力ファイルはもとのファイル名にアンダ

ースコアとページ番号が追加されます 

例)myDocument.pdf が 3 ページの PDF 場合 

→[myDocument_Page 1.pdf]、[myDocument_Page 

2.pdf]、[myDocument_Page 3.pdf]の３つ PDF ファイ

ルが生成されます 

・偶数ページと奇数ページに分割 - PDF ドキュメントは

偶数と奇数に分割されます。出力ファイルは元のファイ

ル名にアンダースコアと偶数/奇数がそれぞれ追加され

ます 

例)[myDocument_Even Pages.pdf]と

[myDocument_Odd Pages.pdf]の 2 つの PDF ファイル

が生成されます 

・指定ページで分割 - PDF ドキュメントは指定したペー

ジで分割されます。出力ファイルは元のファイル名の末

尾に括弧でページ範囲が追加されます 

例)myDocument.pdf が 6 ページの PDF で、ページ 4 で

分割する場合 

→[myDocument_(1-4).pdf]と[myDocument_(5-6).pdf]

の 2 つファイルが生成されます 

ページ番号 数字 はい (空白) 分割するページ番号を指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータを[指定ページで

分割]に設定した場合のみ、有効になります。 
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<PDF> 

挿入 

説明 

PDF ドキュメントにページを挿入します。 

この挿入アクションは他の PDF ドキュメントから抽出したページの挿入をサポートしています。 

 

用途 

PDF ドキュメントに情報を追加するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 
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・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト

(選択式) 

はい PDF 新規または既存の PDF ファイルに挿入するデータのタ

イプを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・PDF – 既存または新規の PDF ファイルからページを

抽出および挿入します 

・画像 - 指定した画像を PDF ファイルに挿入します 

PDF テキスト はい (空白) ページを抽出する PDF ドキュメントのパスとファイル

名を指定します。このパラメータは[タイプ]パラメータ

が[PDF]に設定されている場合のみ指定可能です。 

パスワード

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) ソース PDF ドキュメントを開くためのパスワードを指

定します(必要な場合)。 

画像 テキスト はい (空白) PDF ファイルに挿入するソース画像のパスとファイル

名を指定します。サポートされている画像形式は

JPEG、TIFF、PNG および BMP です。このパラメータ

は[タイプ]パラメータが[画像]に設定されている場合の

み指定可能です。 

ページ範囲を

抽出する 

- はい すべて ソース PDF ファイルからコンテンツを抽出するページ

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 
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・すべて – PDF ファイルのすべてのページからコンテ

ンツを抽出します 

・ページ抽出 – PDF ファイルの 1 つ以上の特定のペー

ジからコンテンツを抽出します 

ページ抽出 数字 いいえ すべて PDF ドキュメントの特定のページから抽出します。単

一のページの場合はページ番号(例:2 または 4)を指定し

ます。複数ページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5)で指

定します。ハイフン(例:5-10)を使用してページ範囲の指

定も可能です。このパラメータは[ページ範囲を抽出す

る]パラメータで[ページ抽出]を選択した場合のみ指定

可能です。 

次のページに

挿入 

- はい 最後のページ PDF ファイルのページを挿入する場所を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・最後のページ – PDF の最後のページの後にページを

挿入します 

・特定のページ - 指定したページ番号の後ろにページを

挿入します 
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<PDF> 

除去 

説明 

PDF ドキュメントから 1 ページ以上を削除します。 

 

用途 

PDF ドキュメントの不要なページや無指定なページを削除する際に使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース    対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 
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このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

特定のページ

(例:1 または

1,3,5、また

は 1-3) 

数字 はい (空白) PDF ドキュメントの特定のページから削除します。単

一のページの場合はページ番号(例:2 または 4)を指定し

ます。複数ページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5)で指

定します。ハイフン(例:5-10)を使用してページ範囲の指

定も可能です。 
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<PDF> 

添付ファイルのリスト化 

説明 

PDF ドキュメントに含まれる添付ファイルに関する情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

添付ファイルを後続のアクションで使用するために、管理可能なリストに抽出するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に

設定した場合のみ、有効になります。 

 

データセット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した結果を格納するデータセットの名前を指定しま

す。 
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<PDF> 

添付ファイルの取得 

説明 

PDF ドキュメントに含まれるすべてまたは特定の添付ファイルを抽出し、指定した場所に保存します。 

 

用途 

抽出した添付ファイルをディスクに格納し、他のアクションと併用して使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 
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完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 
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添付 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

保存先 テキスト はい (空白) 取得した添付ファイルを保存するフォルダを指定しま

す。 

ファイル名が

既に存在する

場合 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存のファイ

ルを上書きす

る 

抽出された添付ファイルやファイルの注釈と同じファイ

ル名のファイルが宛先フォルダにすでに存在する場合に

実行するアクションを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・保存しない - 抽出したファイルは保存されません。 

・一意のファイル名で保存 - 抽出されたファイルは、元

のファイル名を使用して保存され、その後にアンダース

コアと一意の番号が続きます（例：image001_1.png）。

以前の一意のファイル名がフォルダーにまだ存在してい

る場合、ファイル名の一意の番号は順次増加します（た

とえば、image001_1.png、image001_2.png）。 

・既存のファイルを上書きする - 抽出されたファイル

は、同じファイル名のファイルを上書きすることによっ

て保存されます。 

抽出    添付ファイルの取得方法を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・すべて - PDF ドキュメントに含まれるすべての添付フ

ァイルを取得します 

・特定のファイル - 1 つ以上の指定された添付ファイル

のみを取得します 

特定のファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 取得する添付ファイル名を指定します。 

フォルダアイコンをクリックすることで、PDF ドキュ

メントの添付ファイルを参照及び選択可能です。テキス

トボックスに手動でファイル名を入力することも可能で

す。複数の添付ファイルを指定するにはコンマで区切り

ます。 

このパラメータは[抽出]パラメータが[特定のファイル]

に選択されている場合のみ、有効になります。 
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<PDF> 

添付ファイルの追加 

説明 

1 つ以上のファイルを PDF ドキュメントに添付します。 

複数のファイルを添付する場合、ワイルドカード(*また?)を使用することが可能です。複数ワイルドカードマスクを

指定する場合、パイプ記号(|)で区切ります。 

 

用途 

メールの添付ファイルのように、PDF ファイルに添付ファイルを含めます。 

添付ファイルはさまざまな情報を含めることができ、さまざまなファイルタイプを使用可能です。 

PDF ドキュメントを新しい場所に移動すると、その PDF ドキュメントに添付したファイルも一緒に移動します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

  



887 

 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 

・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

添付 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース 

(例:C:\Logs\

*.*) 

テキスト はい (空白) 添付するファイルのパスとファイル名を指定します。1

つ以上のファイルを PDF ドキュメントに添付します。

複数のファイルを添付する場合、ワイルドカード(*ま

た?)を使用して、特定のマスクに一致するファイルを指

定可能です。複数のファイルまたはワイルドカードマス

クを指定する場合は、パイプ記号(|)で区切ります。 

説明(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 添付ファイルの説明を指定します。 
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<PDF> 

添付ファイルの削除 

説明 

PDF ドキュメントに含まれる 1 つ以上の添付ファイルを削除します。複数の添付ファイルを削除するには、コンマ

をデリミター(区切り文字)として使用します。 

 

用途 

PDF ドキュメントに含まれるすべてのファイルまたは特定のファイルを完全に削除するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト はい PDFSession1 関連付ける既存のセッション名を指定します。 

このパラメータは[リソース]パラメータを[セッション]

に設定した場合のみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

使用する

PDF 

テキスト 

(選択式) 

はい 既存の PDF このアクティビティを既存または新規の PDF ドキュメ

ントで実行するかを指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・既存 PDF - 既存の PDF をソースにします 

・新規 PDF - 新規の PDF をソースにします 

ソース PDF テキスト はい (空白) ソースとなる PDF ドキュメントのパスとファイル名を

指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

パスワード

(オプション) 

テキスト はい (空白) パスワードに保護された PDF ドキュメントの場合、こ

こでパスワードを指定します。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する このアクティビティの完了時に、ドキュメントをどのよ

うに処理するかを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・変更を保存しない - 既存の PDF に対しての変更を保

存しません 

・保存する - 既存の PDF に対しての変更を元々の場所

に保存します 
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・名前を付けて保存 - 既存の PDF の新規の PDF ファイ

ルに保存します 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[既存

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 名前を付けて保存するファイルのパスとファイル名を指

定します。 

このパラメータは[完了時に]パラメータを[名前を付け

て保存]に設定した場合のみ、有効になります。 

新しい PDF テキスト はい (空白) 新規作成する PDF のパスとファイル名を指定します。

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

既に存在する

場合は PDF

を上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルと同名の PDF ファイルが既に存在する

場合、その PDF ファイルを上書きします。 

[いいえ]に設定すると、同名のファイルが存在する場

合、上書きはされませんが、実行時にエラーが発生しま

す。 

このパラメータは[使用する PDF]パラメータを[新規

PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

空の PDF フ

ァイルを作成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[新しいファイル]パラメータに指

定したファイルはデータが空のファイルとして作成され

ます。このパラメータは[使用する PDF]パラメータを

[新規 PDF]に設定した場合のみ、有効になります。 

 

添付 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

削除    添付ファイルの削除方法を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・すべて - PDF ドキュメントに含まれるすべての添付フ

ァイルを削除します 

・特定のファイル - 1 つ以上の指定された添付ファイル

のみを削除します 

特定のファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) 削除する添付ファイル名を指定します。 

フォルダアイコンをクリックすることで、PDF ドキュ

メントの添付ファイルを参照及び選択可能です。テキス

トボックスに手動でファイル名を入力することも可能で

す。複数の添付ファイルを指定するにはコンマで区切り

ます。 

このパラメータは[削除]パラメータが[特定のファイル]

に選択されている場合のみ、有効になります。 
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<PDF> 

注釈のリスト化 

説明 

PDF ファイルに含まれるすべてのテキスト、フリーテキスト、透かしの注釈に関連する情報を取得し、結果を

データセットに格納します。 

 

用途 

各アイテムでアクション/アクティビティを実行するために、PDF ファイルに含まれるすべてのテキスト、フリ

ーテキスト、透かしの注釈に関連する情報をリスト化し使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト  はい PDF 

Session1 

関連付ける既存のセッションの名前を指定します。 

このパラメータは、[リソース]パラメータを[セッショ

ン]に設定されている場合にのみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト  はい (空白) 注釈関連情報を取得する PDF パスとファイル名を指定

します。 

パスワード

（選択式） 

テキスト いいえ (空白) PDF ファイルを開くために必要なパスワードを指定し

ます。(設定されている場合のみ）。 

 

注釈 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) 取得した注釈関連情報を格納するデータセットの名前を

指定します。 
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ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

範囲 

 

- - - PDF ファイル内の注釈関連情報を取得するページを指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・すべて - PDF ファイルのすべてのページから注釈関連

の情報を取得します 

・特定のページ - PDF ファイルの 1 つ以上の特定のペ

ージから注釈関連情報を取得します 

特定のページ

(例:1 または

1,3,5 または

1-3) 
 

テキスト 

(選択式) 

 

はい (空白) PDF ファイル内の注釈関連情報を取得する場所のページ

を指定します。単一ページの場合は、ページ番号を入力

します。複数のページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5）

で指定します。ハイフン(例:5-10)を使用してページの範

囲を指定することも可能です。 
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<PDF> 

注釈の追加 

説明 

付箋、テキストボックス、または透かし注釈を既存の PDF ファイルに追加します。 

 

用途 

既存の PDF ファイルにコメント、メモ、または透かしを追加するために使用します。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト 

(選択式)  

はい PDF 

Session1 

関連付ける既存のセッションの名前を指定します。 

このパラメータは、[リソース]パラメータを[セッショ

ン]に設定されている場合にのみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト 

(選択式)  

はい (空白) 注釈関連情報を取得する場所の PDF パスとファイル名

を指定します。このパラメータは、リソースパラメータ

が[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

パスワード

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) PDF ファイルを開くために必要なパスワードを指定し

ます(設定されている場合のみ）。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する 完了時に PDF ファイルへの変更を保存する方法を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - PDF ファイルの元のファイル名で変更が保

存されます 

・変更を保存しない - 既存の PDF ファイルに加えられ

た変更は保存されません 

・名前を付けて保存 - 新しいパスとファイル名に保存さ

れます 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 変更された PDF ファイルを保存するパスとファイル名

を指定します。このパラメータは[完了時に]パラメータ

が[名前を付けて保存]に設定されている場合にのみ有効

です。 
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注釈 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト 

(選択式) 

はい テキスト PDF ファイルに追加する注釈のタイプを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - 開いたり閉じたりできる付箋を追加しま

す。 

・フリーテキスト - ページに直接適用され、常に表示さ

れるボックス内にテキストを追加します。 

・透かし - コンテンツの前に表示される透かしを追加し

ます。 

タイトル テキスト はい (空白) テキストまたはフリーテキスト注釈のタイトルを指定し

ます。このパラメータは[タイプ]パラメータが、[テキ

スト]または[フリーテキスト]に設定されている場合の

み有効です。 

内容 テキスト はい (空白) 注釈のテキストベースのコンテンツを指定します。単一

行および複数行のテキストを指定することが可能です。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォント テキスト 

(選択式) 

いいえ Segoe UI 注釈にて設定するフォントの書体を指定します。 

プルダウンリストから使用可能なフォント書体を選択し

ます。このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリ

ーテキスト]または[透かし]に設定されている場合のみ

有効です。 

フォントサイ

ズ 

数字 いいえ 11 注釈にて設定するフォントサイズを指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリーテキ

スト]または[透かし]に設定されている場合のみ有効で

す。 

文字色 テキスト 

(選択式) 

いいえ Black 注釈にて設定するテキストの色を指定します。 

プルダウンリストから使用可能な色を選択します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリーテキ

スト]または[透かし]に設定されている場合のみ有効で

す。 

不透明度 テキスト 

(選択式) 

いいえ 0.9 注釈にて設定するテキストの不透明度を指定します。 

不透明度は 0～1 の範囲で指定することが可能です。 

このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリーテキ

スト]または[透かし]に設定されている場合のみ有効で

す。 

下部 数字 はい (空白) 注釈の下部の座標(Y 軸の値)を、ピクセル単位で指定し

ます。 

左 数字 はい (空白) 注釈の左の座標(X 軸の値)を、ピクセル単位で指定しま

す。 
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幅 数字 はい (空白) 注釈の幅を、ピクセル単位で指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリーテキ

スト]または[透かし]に設定されている場合のみ有効で

す。 

高さ 数字 はい (空白) 注釈の高さを、ピクセル単位で指定します。 

このパラメータは[タイプ]パラメータが、[フリーテキ

スト]または[透かし]に設定されている場合のみ有効で

す。 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ページ番号 数字 はい 1 注釈を追加する場所の PDF ページ番号を指定します。 
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<PDF> 

注釈の削除 

説明 

PDF ファイルから 1 つ以上のページを削除します。 

 

用途 

PDF ファイルから 1 つ以上の注釈を完全に削除するために使用されます。 

 

リソース 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リソース - - - 対象の PDF のソースを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・ファイル - ソース PDF はシステム上のファイルを指

定します。通常、このアクティビティのみで操作を完了

できる場合に使用します 

・セッション - ソース PDF は「PDF - セッションの作

成」アクティビティで作成したセッションを指定しま

す。一連の処理が必要の場合にこのオプションを利用し

ます 

セッション テキスト 

  

はい PDF 

Session1 

関連付ける既存のセッションの名前を指定します。 

このパラメータは、[リソース]パラメータを[セッショ

ン]に設定されている場合にのみ、有効になります。 

以下のパラメータは[リソース]パラメータを[ファイル]に設定した場合のみ、有効になります。 

ソース PDF テキスト 

(選択式)  

はい (空白) 注釈関連情報を取得する場所の PDF パスとファイル名

を指定します。このパラメータは、リソースパラメータ

が[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

パスワード

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) PDF ファイルを開くために必要なパスワードを指定し

ます(設定されている場合のみ）。 

完了時に テキスト 

(選択式) 

はい 保存する 完了時に PDF ファイルへの変更を保存する方法を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存する - PDF ファイルの元のファイル名で変更が保

存されます 

・変更を保存しない - 既存の PDF ファイルに加えられ

た変更は保存されません 

・名前を付けて保存 - 新しいパスとファイル名に保存さ

れます 

保存先 PDF テキスト はい (空白) 変更された PDF ファイルを保存するパスとファイル名

を指定します。このパラメータは[完了時に]パラメータ

が[名前を付けて保存]に設定されている場合にのみ有効

です。 
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注釈 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テキスト 

(選択式) 

 

はい テキスト PDF ファイルから削除する注釈のタイプを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - 注釈は、開いたり閉じたりできる付箋です 

・フリーテキスト - 注釈は、常に表示されるボックス内

のテキストです 

・透かし - 注釈は、コンテンツの前に表示される透かし

です 

削除 - - - 削除する注釈を決定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・すべて - PDF ファイルから注釈タイプのすべてのイン

スタンスを削除します 

・特定の注釈 - PDF ファイルから 1 つ以上の特定の注釈

を削除します 

タイトル テキスト  (空白) 削除する注釈のタイトルを指定します。[タイトル]テキ

ストボックスに目的の注釈タイトルを指定します。カン

マ を 使 用 し て 各 エ ン ト リ を 区 切 り ま す ( 例 :Note, 

Comment, Comment2）。 

このパラメータは[削除]パラメータが[特定の注釈]に指

定されている場合のみ有効です。 

注 1：注釈のタイトルは大文字と小文字が区別されます 

 

ページ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

範囲 

 

- - - PDF ファイルで注釈を削除するページを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・すべて - PDF ファイルのすべてのページから注釈を削

除します 

・特定のページ - PDF ファイルの 1 つ以上の特定のペ

ージから注釈を削除します 

特定のページ

(例:1 または

1,3,5 または

1-3) 

テキスト 

(選択式) 

 

はい (空白) PDF ファイルから注釈を削除するページを指定します。

単一ページの場合は、ページ番号を入力します。複数の

ページの場合はカンマ区切り(例:1,3,5）で指定します。

ハイフン(例:5-10)を使用してページの範囲を指定するこ

とも可能です。 
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PowerShell 

PowerShell は Microsoft Windows 用の.NET フレームワーク上で動作するスクリプト言語です。 

PowerShell により、管理者はローカルおよびリモートの Windows 環境でタスクを実行できます。PowerShell のアク

ションを使用すると、既存の PowerShell スクリプトをタスクに埋め込むか、外部にある.PS1 ファイルを参照して他

のアクションと統合できます。また、スケジュールトリガーを利用して、自動で PowerShell スクリプトを起動でき

ます。 

 

<PowerShell> 

スクリプトの実行 

説明 

組み込みまたは外部の PowerShell スクリプトをローカルあるいはリモートの Windows 環境で実行します。 

 

注意:このアクティビティには Windows PowerShell スクリプト言語の基本的な知識が必要です。 

 

用途 

Windows OS および Windows 上で実行されるアプリケーションの管理を制御するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

埋め込み テキスト いいえ (空白) 有効な場合、PowerShell スクリプトを AutoMate タスク

に埋め込みます。 

テキストボックスにスクリプトを直接入力するか、[編

集]ボタンを押して、スクリプトエディタと統合デバッ

ガーにアクセスします。PowerShell スクリプトの開発、

調査、テストに使用される対話型設計環境です。 

このパラメータを有効にすると、[外部]パラメータは無

効になります。 

外部 テキスト いいえ (空白) 有効な場合、指定した.ps1 ファイルを実効します。外部

ファイルのパスとファイル名を直接入力するか、フォル

ダアイコンをクリックし、該当のファイルを指定しま

す。 

このパラメータを有効にすると、[埋め込み]パラメータ

は無効になります。 

 

出力 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

結果 テキスト いいえ (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 

エラー テキスト いいえ (空白) エラーメッセージ(存在する場合)を格納するデータセッ

ト名を指定します。 
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コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 有効な場合、PowerShell スクリプトをローカルコンピュ

ーターで実行します。 

他のコンピュ

ーター 

はい/いい

え 

いいえ (空白) 有効な場合、PowerSell スクリプトを別のコンピュータ

ーで実行します。 

Uniform 

resource 

identifier 

テキスト はい (空白) リモートコンピューターの URI(Uniform Resource 

Identifier)を指定します。 

例: https://hostComputer:5986/ 

このパラメータは[他のコンピューター]に設定した場合

のみ有効になります。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートコンピューターに接続する時に使用する有効な

ユーザー名を指定します。 

このパラメータは[他のコンピューター]に設定した場合

のみ有効になります。 

ドメイン テキスト はい (空白) リモートコンピューターのドメイン名を指定します。 

Windows2000、WinXP または Server2003 では、ドメイ

ン名を指定すると、自動的にユーザー名に追加され＠記

号で区切られます(例:username@domain.com)。 

このパラメータは[他のコンピューター]に設定した場合

のみ有効になります。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートコンピューターに接続する時に使用するパスワ

ードを指定します。 

このパラメータは[他のコンピューター]に設定した場合

のみ有効になります。 

認証 テキスト 

(選択式) 

はい Default リモートコンピューターと接続を確立する時に使用する

認証方式を指定します。 

このパラメータは[他のコンピューター]に設定した場合

のみ有効になります。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトの認証を利用します 

・Basic - ユーザー名とパスワードの組み合わせを利用し

て認証します 

・Neogtiate - Windows クライアントとサーバーのセキ

ュリティ機能を利用して認証します 

・Digest - ハッシュに変換する暗号化技術を利用して認

証します 

・Kerboros - 「チケット」の仕組みを用いて、安全な方

法でお互いの身元を証明します 

・CredSSP - クライアントの認証情報を特定のアプリケ

ーションを利用してターゲットサーバーに安全に委任し

ます 
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プリンター 

プリンターアクションはプリンターリソースを活用し、ドキュメントを必要なときに印刷します。このアクションを

利用して、複数の印刷キューでの印刷ジョブの自動化、デフォルトプリンターの変更、特定のプリンターの削除など

を行います。また、プリンターを管理するため、ローカルまたはネットワークプリンターの状態や情報を取得可能で

す。 

 

 

<プリンター> 

ドキュメントの印刷 

説明 

デフォルトプリンターまたは特定の利用可能なプリンターで指定したドキュメントを印刷します。 

 

用途 

アプリケーションに印刷指示を発行します。このアクションはエクスポーラーからファイルを右クリックして、 

「印刷(P)」を押すことと同等動作です。 

印刷するドキュメントにはそのドキュメントに関連付いているアプリケーションに印刷機能が備わっている必要があ

ります。 

例えば、.txt ファイルにはメモ帳が、.doc や.docx ファイルにはワードプロセッサーなどのアプリケーションが必要で

す。また、該当アプリケーションは上記の方法での印刷に対応している必要があります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント テキスト いいえ (空白) 印刷するファイルのパスとファイル名を指定します。 

このパラメータを有効にする場合、[URL]パラメータは

無効になります。 

URL テキスト いいえ (空白) 印刷する Web ページの URL または Web アドレスを指

定します。印刷するプリンターにデフォルトプリンター

を指定した場合のみ、指定可能です。 

このパラメータを有効にする場合、[ドキュメント]パラ

メータは無効になります。 

使用するプリ

ンター 

テキスト いいえ Default 印刷時に使用するプリンターを指定します。 

このパラメータは[ドキュメント]パラメータを設定した

場合のみ、有効になります。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Default - デフォルトプリンターで印刷します 

・Specific - 特定のプリンターで印刷します 

・All - すべて利用可能なプリンターで印刷します 

特定のプリン

ター 

テキスト はい (空白) ドキュメントを印刷する特定のプリンターを指定しま

す。このパラメータは[使用するプリンター]パラメータ

を[Specific]に設定した場合のみ、有効になります。 

部数 数字 いいえ 1 印刷する部数を指定します。 

  



900 

 

<プリンター> 

プリンターの取得 

説明 

ローカルまたはリモート環境にインストールされているプリンターのリストを取得します。 

プリンターの名前、状態、デバイス ID など、各プリンターに関する情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

どのプリンターでいつ印刷ジョブを実行するかを管理するために、プリンターの状態や関連情報を取得します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にデフォ

ルトプリンタ

ー名を設定す

る 

テキスト はい (空白) デフォルトプリンターとして設定されているプリンター

名を格納する変数を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 検出したプリンターの情報を格納するデータセットを指

定します。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターと接続している

プリンターを検出します。 

このパラメータを有効にする場合、[リモートコンピュ

ーター]パラメータは無効になります。 

リモートコン

ピューター 

- - - 有効にすると、指定したリモートコンピューターと接続

しているプリンターを検出します。 

このパラメータを有効にする場合、[ローカルコンピュ

ーター]パラメータは無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) リモートコンピューターのコンピューター名を指定しま

す。このパラメータは[リモートコンピューター]を有効

にした場合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートコンピューターが所属するドメインを指定しま

す。このパラメータは[リモートコンピューター]を有効

にした場合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい 空白) リモートコンピューターに接続する時に使用する有効な

ユーザー名を指定します。このパラメータは[リモート

コンピューター]を有効にした場合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい 空白) ユーザー名に関連づいたパスワードを指定します。 

このパラメータは[リモートコンピューター]を有効にし

た場合のみ指定可能です。 
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<プリンター> 

デフォルト プリンターの設定 

説明 

デフォルトプリンターを設定します。 

現在デフォルトプリンターとして設定されているプリンター名がアクションプロパティ画面で表示します。 

 

用途 

印刷をする前に、特定のプリンターをデフォルトプリンターとして設定します。 

一部のアプリケーションはプログラム起動時にデフォルトプリンターを参照するため、それらのアプリケーション実

行中に、デフォルトプリンターを変更しても認識されない場合があります。その場合、アプリケーションの再起動が

必要になる場合があります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

デフォルトプ

リンターを次

のとおり設定

する 

テキスト はい (空白) デフォルトプリンターとして設定するプリンターの名前

を指定します。 
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<プリンター> 

削除 

説明 

プリンターリストから特定のプリンターを削除します。 

 

用途 

使用しないプリンターを削除します。 

印刷キューにアイテムがある場合、プリンターを削除できないことに注意してください。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

指定したプリ

ンターを削除

する 

テキスト はい (空白) 削除するプリンター名を指定します。プリンターは、実

行時にターゲットシステムに存在する場合があります。

また、印刷キューにアイテムがある場合は、プリンター

を削除できません。 
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セキュリティ 

強度なパスワードを生成したり、指定された方法でユーザー認証を行ったりする際はこちらのアクションを使用しま

す。 

 

 

<セキュリティ> 

パスワードの生成 

説明 

指定したサイズ内の印刷可能な文字を使用してランダムな文字列のパスワードを生成します。 

強度な基準を満たすパスワードを生成します。 

 

用途 

強力なパスワードを生成するために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パスワードを

生成する際に

使用 

テキスト 

(選択式) 

はい 文字セット パスワードの生成方法を指定します。 

選択した生成方法により、パラメータが異なります。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・文字セット - パスワードに使用する文字(大文字、数

字、記号など)を選択できます。AutoMate は指定した文

字セットから任意の文字をランダムに選び出します。文

字セットを定義するには含めたい文字の種類にチェック

を入れます。ランダムのパスワードを生成する場合、こ

ちらのオプションを推奨します 

・パターン - パスワードをパターンに基づいて生成しま

す。パターンは骨組みを定義する文字列です。詳細は下

記「パターン」の表を参照してください 

大文字(A、

B、C、...) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、大文字(A、B、C、D、E、F、G

など)をパスワードの生成に含めます。 

[いいえ]に設定すると、大文字は含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

小文字(a、

b、c、...) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、小文字(例 t、u、ｖ、w、x、y、z

など)をパスワードの生成に含めます。 

[いいえ]に設定すると、小文字は含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

数字(0、1、

2、...) 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、数字(0、1、2、...)をパスワードの

生成に含めます。 

[いいえ]に設定すると、数字は含めません。 
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このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

ハイフン(-) はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ハイフン(-)をパスワードの生成に

含めます。 

[いいえ]に設定すると、ハイフン含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

アンダースコ

ア(_) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アンダースコア(_)をパスワードの

生成に含めます。 

[いいえ]に設定すると、アンダースコアは含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

半角スペース

( ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、スペース( )をパスワードの生成に

含めます 

[いいえ]に設定すると、スペースは含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

記号(!、

$、%、...) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、記号(!、$、%、...)をパスワード

の生成に含めます 

[いいえ]に設定すると、記号は含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

括弧([]、

{}、＜＞) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、括弧([]、{}、＜＞)をパスワード

の生成に含めます。 

[いいえ]に設定すると、括弧は含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

拡張 ANSI 

文字 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、拡張 ANSI 文字([~]から

U255(U255 を除く)まで)をパスワードの生成に含めま

す。 

[いいえ]に設定すると、拡張 ANSI 文字は含めません。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

次の文字も含

める 

テキスト いいえ (空白) 定義済みの文字範囲に加えて、特定の文字を手動で追加

します。入力ボックスに入力した文字は、文字セットに

直接追加されます。AutoMate は重複文字を省略し最適

化します。例えば、「AAAB」と入力した場合、 

「AB」が追加されます。 
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このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

生成されたパ

スワードの長

さ 

数字 はい 8 生成するパスワードの文字列の長さを指定します。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[文字セット]に設定した場合のみ、有効に

なります。 

パターン テキスト はい (空白) パスワード生成に含める文字パターンを指定します。 

このパラメータは[パスワードを生成する際に使用する]

パラメータを[パターン]に設定した場合のみ、有効にな

ります。 

パターンの指定仕方について、下記「パターン」の表を

参照してください。 

パスワードの

文字をランダ

ムに並べ変え

る 

テキスト はい (空白) [はい]に設定すると、文字列をランダムに並べてパスワ

ードを生成します。このパラメータは[パスワードを生

成する際に使用する]パラメータを[パターン]に設定し

た場合のみ、有効になります。 

変数にパスワ

ードを設定す

る 

テキスト はい (空白) 生成したパスワードを格納する既存の変数名を指定しま

す。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

類似の文字を

除外する 

(l と 1、O と

0) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、類似文字(l１、O0 など)はパスワ

ード生成時に除外します。 

同じ文字を 2

回使用しない 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同じ文字を繰り返さずにパスワー

ドを生成します。 

次の文字は除

外する 

テキスト いいえ (空白) 指定する文字列をパスワード生成時に除外します。 
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パターン 

プレースホルダー タイプ 文字列 

a 英数字(小文字) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

A 英数字(大小文字混在) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 

U 英数字(大文字) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 

c 英字(子音、小文字) bcdfghjklmnpqrstvwxyz 

C 英字(子音、大小文字混在) BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ 

z 英字(子音、大文字) BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ 

d 数字 0123456789 

h 16 進数文字(小文字) 0123456789 abcdef 

H 16 進数文字(大文字) 0123456789 ABCDEF 

l 英字(小文字) abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

L 英字(大小文字混在) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

u 英字(大文字) ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

p 句読点 ,.;: 

b 括弧 ()[]{}<> 

s 7 ビット印刷可能な特殊文字 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?[\]^_{|}~ 

S 7 ビット印刷可能な ASCII 文字 A-Z, a-z, 0-9, !"#$%&'()*+,-./:;<=>?[\]^_{|}~ 

v 英字(母音、小文字) Aeiou 

V 英字(母音、大小文字混在) AEIOU 

Z 英字(母音、大文字) AEIOU 

x 拡張 ANSI 文字 [~]から U255 まで(U255 を除く) 

\ エスケープ文字(特定の文字) このエスケープ文字の次の文字を使用します 

{n} エスケープ文字(繰り返し) このエクスケープ文字の前の文字を n 回繰り返します 

[...] カスタムの文字集合 カスタムの文字集合を定義します 
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<セキュリティ> 

認証 

説明 

ユーザーが指定された方法で認証するまで、タスクの実行を一時停止します。 

 

用途 

タスク処理に機密情報や個人情報が含まれ、特定のユーザーのみが実行する必要がある場合などに使用します。 

 

認証 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Windows 認

証ダイアログ

を表示する 

- - - 有効にすると、タスクを続行するには、システムにログ

インする有効なユーザーとパスワードを入力する必要が

あります。実行時、ユーザー名とパスワードの入力を求

めるダイアログボックスが表示されます。 

指定したパス

ワードを要求

する 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、タスクを続行するには、ユーザーが入力

する必要があるパスワードを指定します。ここで入力し

たパスワードは自動的に暗号化されます。 

指定したユー

ザーのみ実行

を許可する 

テキスト はい (空白) 有効にすると、有効な Windows ユーザー名を指定しま

す。タスクを続行するには、指定したユーザーがログオ

ンしている必要があります。 
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サービス 

Microsoft Windows OS には、サービスという長期動作する実行プログラムがあり、ユーザーからの干渉を受けずに

動作します。 

Windows サービスを OS の起動時に開始し、Windows が実行されている限りバックグラウンドで実行することも、

必要に応じて手動で開始することも可能です。 

[サービス]アクションはローカルまたはリモート環境でサービス管理の操作を自動化します。 

さまざまなアクティビティを利用して、サービスの開始、停止、インストールまたはアンインストールなどの操作を

行います。また、システム上のサービスの現在状態を確認することも可能です。 

 

 

<サービス> 

開始 

説明 

ローカルまたはリモート環境のサービスを開始します。 

 

用途 

停止状態にあるサービスを開始します。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) 開始するサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターでサービスを開

始します。 

このパラメータを選択すると[別のコンピューター]パラ

メータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターでサービスを開

始します。このパラメータを選択すると[ローカルコン

ピューター]パラメータが無効になります。 
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コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

停止 

説明 

ローカルまたはリモート環境のサービスを停止します。 

 

用途 

このアクティビティを用いて、特定のサービスを停止し、メモリから外します。 

サービスを停止すると、ユーザーはコンピューターの共有リソースに対してアクセスできなくなります。 

一部のサービスは他のサービスに依存している可能性があることに注意してください。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) 停止するサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

依存関係のあ

るサービスを

強制停止する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、停止するサービスに依存するサー

ビスも強制的に停止されます。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターでサービスを停

止します。 

このパラメータを選択すると[別のコンピューター]パラ

メータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターでサービスを停

止します。このパラメータを選択すると[ローカルコン

ピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。このパラメータは[リモート コンピューター]が有効

な場合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。このパラメ

ータは[リモート コンピューター]が有効な場合のみ指定

可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]が有効な場合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

が有効な場合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

一時停止 

説明 

ローカルまたはリモート環境のサービスを一時停止します。 

サービスが占有しているリソースに対して、変更がある場合、実行中のサービスを一時停止することが可能です。 

一時停止の場合、サービスは待機状態になりますが、メモリからソフトウェアは削除されません。 

「サービス - 再開」アクティビティを利用して、後続のステップで一時停止したサービスを再開します。 

 

用途 

サービスを一時停止し、ユーザーが作業完了するまたはリソースから切断するために使用します。 

すでに該当リソースに対して接続を確立したユーザーはジョブを終了できますが、新規接続はできません。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) 一時停止するサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターでサービスを一

時停止します。 

このパラメータを選択すると[別のコンピューター]パラ

メータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターでサービスを一

時停止します。このパラメータを選択すると[ローカル

コンピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]が有効な場合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

が有効な場合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

再開 

説明 

ローカルまたはリモート環境の一時停止中のサービスを再開します。 

 

用途 

「サービス - 一時停止」アクティビティで一時停止したサービスまたは現在状態が一時停止になっているサービスを

再開します。リソースに対して変更を行う場合、一旦サービスを一時停止にする必要があります。 

このアクションはユーザーがリソースに対しての接続を切断せずサービスを再開します。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) 再開するサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターでサービスを再

開します。このパラメータを選択すると[別のコンピュ

ーター]パラメータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターでサービスを再

開します。このパラメータを選択すると[ローカルコン

ピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

インストール 

説明 

特定のサービスをサービスコントロールマネージャー(SMC)にインストールします。 

このアクションはローカルおよびリモート環境に対応します。 

 

用途 

サービスをローカルまたはリモートシステムにインストールします。 

このアクションを実行するには管理者権限が必要です。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービスへの

パス 

テキスト はい (空白) インストールするサービスのパスとファイル名を指定し

ます。リモートマシンにインストールする場合、 

パスはそのマシン上のパスを指定します。 

例えば「\\computername\c$\servicename.exe」ではな

く、「c:\servicename.exe」と指定します。 

表示名 テキスト はい (空白) SMC に表示されるサービスの名前を指定します。 

サービスアカ

ウントのユー

ザー名 

テキスト はい (空白) 該当サービスを利用するログオンユーザー名を指定しま

す 

サービスアカ

ウントのパス

ワード 

テキスト 

(選択式) 

はい (空白) 該当サービスが利用するログオンユーザーに対応するパ

スワードを指定します。 

エラーの重大

度 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 通常 サービスにエラーが発生する場合、システムイベントロ

グに書き込むエラーの重大度を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・通常 

・ 無視 

・クリティカル 

・重大 

サービスのタ

イプ 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 独自のプロセ

ス 

インストールするサービスのタイプ(種類)を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・独自のプロセス 

・共有プロセス 

・カーネルドライバー 

・ファイルシステムドライバー 

実行タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ 自動 サービスのスタートアップのタイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・自動 

・手動 

・無効 

・ブート 

・システム 
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対話型サービ

ス 

はい・い

い 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サービスがデスクトップと対話す

る必要があることを指定します。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターにサービスをイ

ンストールします。このパラメータを選択すると[別の

コンピューター]パラメータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターにサービスをイ

ンストールします。このパラメータを選択すると[ロー

カルコンピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

アンインストール 

説明 

特定のサービスをサービスコントロールマネージャー(SMC)からアンインストールします。 

このアクションはローカルおよびリモート環境に対応します。 

 

用途 

サービスをローカルまたはリモート環境からアンインストールします。 

このアクションを実行するには管理者権限が必要です。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) アンインストールするサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターからサービスを

アンインストールします。このパラメータを選択すると

[別のコンピューター]パラメータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターからサービスを

アンインストールします。このパラメータを選択すると

[ローカルコンピューター]パラメータが無効になりま

す。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

状態の取得 

説明 

指定したサービスの状態(開始、停止、一時停止など)を取得します。 

このアクションはローカルまたはリモートマシンにあるサービスに対応します。 

 

用途 

ローカルまたはリモートマシン上の特定のサービス状態を取得する際に使用します。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サービス名 テキスト はい (空白) 情報を取得するサービスの名前を指定します。 

サービスのリ

ストにデバイ

スを含める 

(ローカル接

続のみ) 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、[サービス名]のプルダウンリストにデバ

イスドライバーも含めまれます。このパラメータは[リ

モート コンピューター]パラメータを選択時は使用でき

ません。 

変数にサービ

ス状態を設定

する 

テキスト はい (空白) 取得したサービスの状態を変数に格納します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Stopped 

・StartPending 

・StopPending 

・Running 

・ContinuePending 

・PausePending 

・Paused 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターからサービスの

状態を取得します。このパラメータを選択すると[別の

コンピューター]パラメータが無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターからサービスの

状態を取得します。このパラメータを選択すると[ロー

カルコンピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定しま

す。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。 
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このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場

合のみ指定可能です。 
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<サービス> 

状態のリスト化 

説明 

ローカルまたはリモートマシン上すべてのサービス名、表示名、現在の状態をデータセットに格納します。 

 

用途 

サービスに関する情報を取得し、データセットに格納します。 

後続のステップで「Loop - Dataset」アクティビティを利用してデータセットの内容にアクセスします。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

の作成と設定 

テキス

ト 

はい (空白) サービスのリストを取得するデータセットの名前を指定しま

す。 

デバイスを含

める 

はい/

いいえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、デバイスドライバーの情報もデータセッ

トに格納します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]パラメータを選

択時は使用できません。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコ

ンピュータ

ー 

- - - 有効にすると、ローカルコンピューターからサービスのリス

トを取得します。このパラメータを選択すると[別のコンピ

ューター]パラメータが無効になります。 

リモート コ

ンピュータ

ー 

- - - 有効にすると、リモートコンピューターからサービスのリス

トを取得します。このパラメータを選択すると[ローカルコ

ンピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュー

ター 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場合の

み指定可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場合の

み指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー名を

指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な場合の

み指定可能です。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指定し

ます。このパラメータは[リモート コンピューター]が有効な

場合のみ指定可能です。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ServiceName テキスト サービスのプロパティメニュー上に表示される「サービス名」の値

を返します。 

theDataset.DisplayName テキスト サービスのプロパティメニュー上表示される「表示名」の値を返し

ます。 

theDataset.Status テキスト サービスの状態を返します。 

取得可能のサービス状態は次のとおりです。 

・Stopped 

・StartPending 

・StopPending 

・Running 

・ContinuePending 

・PausePending 

・Paused 
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ターミナル 

ターミナルエミュレーションはレガシーマシンにアクセスする手段としてユーザーに提供しています。 

ターミナルサーバーは、TCP/IP、Telnet、SSH またはベンダー特有のネットワークプロトコルを利用するテキスト

ターミナルに対応します。 

主に社内 Unix、Linux の管理者が自社の Web サーバーにアクセスする際、または従業員が社内システムに配置され

た必要なソフトウェアにアクセスする際に利用します。 

 

※このアクションは日本語に対応していません 

 

 

<ターミナル> 

接続 

説明 

エミュレーションの種類を指定し、後続ステップのターミナル操作で使用可能な新規ターミナルセッションを確立し

ます。 

 

用途 

ターミナルとのトランザクションを開始するために利用します。サードパーティー製のソフトウェアを利用せず、 

AutoMate の[ターミナル]アクションを利用してレガシーマシンにアクセス可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

通信タイプ テキスト 

(選択式) 

いいえ TCP/IP ターミナル接続方式を設定します。接続方法がわからな

い場合、該当サーバーの管理者に確認してください。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・TCP/IP - TCP/IP プロトコルを利用して接続します 

・SSH - セキュアソケットを使用して接続します 

ホスト名 テキスト はい (空白) 接続先サーバーの IP アドレスまたはドメイン名を指定

します。 

ポート 数字 いいえ 23 TCP/IP, SSH, SSL/TLS 接続におけるポートを記入しま

す。各接続タイプにおけるデフォルトのポート番号は以

下の通りです 

・TCP/IP – 23 

・SSH – 22 

・SSL/TLS – 992 ※バージョン 11.6 以降 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 該当サーバーにログインする時に使用するユーザー名を

指定します。 

このパラメータは[通信タイプ]を[SSH]に設定した場合

のみ、有効になります。 

パスワード テキスト はい (空白) 該当サーバーにログインする時に使用するパスワードを

指定します。 

このパラメータは[通信タイプ]を[SSH]に設定した場合

のみ、有効になります。 
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セッション テキスト いいえ TerminalSessi

on1 

接続を確立するセッション名を指定します。異なるセッ

ション名を指定することで複数の接続を同時に確立でき

ます。 

ターミナルウ

ィンドウを表

示する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にターミナルウィンドウが

表示されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エミュレーシ

ョン 

いいえ いいえ ANSI ターミナルエミュレーターの種類を指定します。 

どのエミュレーターを利用するがわからない場合、該当

サーバーの管理者に確認してください。 

•TTY-TTY 端末エミュレーション標準を使用します。 

•ANSI-ANSI 端末エミュレーション標準を使用します。 

•VT52-VT52 ターミナルエミュレーション標準を使用し

ます。 

•VT100-VT100 ターミナルエミュレーション標準を使用

します。 

•VT220-VT220 ターミナルエミュレーション標準を使用

します。 

•VT320-VT320 ターミナルエミュレーション標準を使用

します。 

•TN3270-TN3270 ターミナルエミュレーション標準を

使用します。 

•TN5250-TN5250 ターミナルエミュレーション標準を

使用します。 

リソース名 テキスト いいえ (空白) リソース名(LU 名(論理ユニット名)、デバイス名または

デバイスプール名)を指定します。Windows 環境変数を

指定可能です。例えば、%username%はホストに送信す

る際 Windows ユーザー名として扱われます。セミコロ

ンをデリミターとして指定し、リソースを羅列して指定

することも可能です。 

例:DEC-VT220;VT220;DEC-VT100;VT100 

最初のリソースが既に利用されている場合、このセッシ

ョンは 2 番目のリソースを利用しようとします。 

このパラメータは[エミュレーション]が[TN3270]また

は[TN5250]に設定されている場合のみ、指定可能で

す。 

ターミナルタ

イプ 

テキスト

(選択式) 

はい IBM-3278-2-

E (TN3270) 

IBM-3179-2 

(TN5250) 

指定したエミュレーションタイプ(TN320 または

TN5250)で使用するウィンドウの解像度を指定します。 

TN3270 で選択可能なオプションは以下の通りです。 

・IBM-3278-2 

・IBM-3278-2-E (デフォルト) 

・IBM-3278-3 

・IBM-3278-3-E 
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・IBM-3278-4 

・IBM-3278-4-E 

・IBM-3278-5 

・IBM-3278-5-E 

TN5250 で選択可能なオプションは以下の通りです。 

・IBM-3179-2 (デフォルト) 

・IBM-3477-FC 

・IBM-3180-2 

・IBM-3477-FG 

・IBM-3196-A1 

・IBM-5292-2 

・IBM-5291-1 

・IBM-5251-11 

ターミナルタイプの詳細については下記ページを参照し

てください。

https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=problems

-troubleshooting-emulation-types.（外部サイト） 

このパラメータは[エミュレーション]が[TN3270]また

は[TN5250]に設定されている場合のみ、指定可能で

す。※バージョン 11.6 以降 

切断時にサイ

ンオフを試行

する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、タスク実行時に IBM メインスク

リーンへ移動し、実行中のジョブを終了させるためサイ

ンオフコマンドを送信します。このパラメータは[エミ

ュレーション]が[TN3270]または[TN5250]に設定され

ている場合のみ、指定可能です。※バージョン 11.6 以

降 

フォントサイ

ズ 

数字 いいえ (空白) エミュレーターのフォントサイズを設定します。フォン

トサイズは 1-1000 の間で指定できます。値が指定され

ていない場合、各エミュレーションタイプのデフォルト

値が使用されます。このパラメータは[エミュレーショ

ン]が[TN3270]または[TN5250]に設定されている場合

のみ、指定可能です。※バージョン 11.6 以降 

SSL はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、SSL/TLS 接続を使用した構成を可

能にします。デフォルトの SSL/TLS ポート番号は 992

です。このパラメータは[エミュレーション]が

[TN3270]または[TN5250]に設定されている場合のみ、

指定可能です。※バージョン 11.6 以降 

SSL/TLS バ

ージョン 

テキスト 

(選択式) 

はい TLS1.x 接続に使用する SSL/TLS のバージョンを指定します。

選択可能なオプションは以下の通りです。 

・TLS1.x 

・SSL3.0 

このパラメータは[SSL]パラメータが有効な場合のみ使

用可能です。 

  

https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=problems-troubleshooting-emulation-types
https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=problems-troubleshooting-emulation-types
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Root CA 証

明書ファイル 

テキスト いいえ (空白) SSL/TLS 接続で使用する Root CA 証明書ファイルを指

定します。このパラメータは[SSL]パラメータが有効な

場合のみ使用可能です。 

クライアント

証明書ファイ

ル 

テキスト いいえ (空白) SSL/TLS 接続で使用するクライアント証明書ファイル

を指定します。このパラメータは[SSL]パラメータが有

効な場合のみ使用可能です。 

キーファイル テキスト いいえ (空白) SSL/TLS 接続で使用するキー証明書ファイルを指定し

ます。このパラメータは[SSL]パラメータが有効な場合

のみ使用可能です。 

証明書パスワ

ード 

テキスト いいえ (空白) SSL/TLS 接続で使用する証明書パスワードをしてしま

す。このパラメータは[SSL]パラメータが有効な場合の

み使用可能です。 

デフォルトプ

ロンプト 

テキスト いいえ (空白) ターミナルシステムに表示されるプロンプトを指定しま

す。後続のアクティビティは実行前に特定のプロンプト

が表示されるまで待機します。この値を指定すること

で、AutoMate はそのテキストが表示されるまで待って

から次のステップに進みます。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[デフォルトプロンプト]パラメー

タで設定した文字列を正規表現として扱います。プロン

プトが常に同じでない場合には正規表現を利用すること

で、可変の部分に対応します。 

デフォルトプ

ロンプトの待

機 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[デフォルトプロンプト]パラメー

タで設定したプロンプトが現れるまでの最大待ち時間を

設定します。時間内にプロンプトが表示されない場合、

エラーが発生します。[いいえ]に設定すると、プロンプ

トが表示されるまで無制限に待機します。 

待ち時間 数字 いいえ 10000 タイムアウトエラーが発生するまでの待ち時間を指定し

ます。このパラメータは次の[単位]パラメータで指定し

た単位に対応します。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ milliseconds 待ち時間で指定した時間の単位を指定します。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 

鍵交換アルゴ

リズム 

テキスト 

(選択式) 

はい 任意 SSH セッションを確立する時使用する鍵交換アルゴリズ

ムを指定します。[エミュレーション]パラメータに

[TN3270]または[TN5250]を指定する場合、このパラメ

ータは無効になります。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・Any -任意のアルゴリズム 

・Curve25519-SHA-256 を使用した Curve25519(プラグ

インのみで利用可能)に基づく楕円曲線ディフィー・ヘ

ルマン鍵交換 

・DiffieHellmanGroup14SHA1-SHA-1 を使用したディ

フィー・ヘルマン(Oakley Group 14)  
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・DiffieHellmanGroup1SHA1-SHA-1 を使用したディフ

ィー・ヘルマン(Oakley Group 2) 

・DiffieHellmanGroupExchangeSHA1-SHA-1 を使用し

たディフィー・ヘルマン(グループ交換) 

・DiffieHellmanGroupExchangeSHA256-SHA-256 を使

用したディフィー・ヘルマン(グループ交換) 

・DiffieHellmanOakleyGroupSHA256-SHA-256 を使用

したディフィー・ヘルマン(Oakley Group 14) 

・DiffieHellmanOakleyGroupSHA512-SHA-512 を使用

したディフィー・ヘルマン(Oakley Group 15 または 16) 

・ECDiffieHellmanNistP256-SHA-256 を使用した NIST 

P-256 曲線(.NET> = 4.0 またはプラグイン経由)に基づ

く楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵交換 

・ECDiffieHellmanNistP384-SHA-384 を使用した NIST 

P-384 曲線(.NET> = 4.0 またはプラグイン経由)に基づ

く楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵交換 

・ECDiffieHellmanNistP521-SHA-512 を使用した NIST 

P-521 曲線(.NET> = 4.0 またはプラグイン経由)に基づ

く楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵交換。 

・None -アルゴリズムなし 

認証方法 テキスト

(選択式) 

はい Any SSH セッション確立する時に使用する認証方法を指定し

ます。[エミュレーション]パラメータに[TN3270]また

は[TN5250]を指定する場合、このパラメータは無効に

なります。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Any- 任意の認証方法を使用します 

・KeyboardInteractive 

・なし - 認証方法を使用しません 

・Password 

・PublicKey 

秘密キーファ

イル 

テキスト いいえ (空白) 秘密鍵のファイルのパスとファイル名を指定します。こ

のパラメータは認証方法が PublicKey に指定されている

場合使用できます。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 接続の認証に使用するパスフレーズを指定します。パス

フレーズはフレーズで構成される長いパスワードです。

このパラメータは認証方法が PublicKey に指定されてい

る場合使用できます。 

ログファイル テキスト

(選択式) 

いいえ (空白) ターミナル接続に関するデータを記録するログファイル

のパスとファイル名を指定します。記録したログは接続

エラーや問題を調査する際に役立ちます。 

既存のログフ

ァイルを上書

きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、指定したログファイルがすでに存

在する場合、ログファイルを新しいデータで上書きしま

す。 

[いいえ]に設定すると、ログファイルは上書きされませ

んが、実行時にエラーが発生します。 
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<ターミナル> 

切断 

説明 

既存の接続セッションを切断します。 

 

用途 

ターミナルでトランザクションから切断するために使用します。他の[ターミナル]アクションと組み合わせて使用し

ます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト 

(選択式) 

いいえ TerminalSessi

on1 

切断する接続セッション名を指定します。 

事前に「ターミナル -接続」アクティビティによりセッ

ションが作成されている必要があります。 
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<ターミナル> 

テキストの送信 

説明 

既存のターミナルセッションを利用して、テキストを送信します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキスト テキスト 

 

はい (空白) ターミナルに送信するテキストを指定します。 

テキストを保

護する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[テキスト]パラメータに指定した

テキストをタスクビルダー上に表示しません。編集のた

めアクションプロパティを開いた際も*でマスクされま

す。 

デフォルトプ

ロンプトの待

機 

テキスト 

(選択式) 

いいえ 待機しない テキストの送信前後にタスクの実行を一時停止し、デフ

ォルトプロンプトが表示されるまで待機するかどうかを

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・待機しない - タスクは待機しません 

・テキストの送信前 - デフォルトプロンプトが表示され

てからテキストを入力します 

・テキスト送信後 - テキストを送信した後、次のプロン

プトが表示されるまで、次のステップに進みません 

・テキストの送信前後 - デフォルトプロンプトが表示さ

れるまでテキストの送信を待ち、送信後は次のプロンプ

トが現れるまで次のステップに進みません 

セッション テキスト いいえ TerminalSessi

on1 

このテキストを送信するターミナルのセッション名を指

定します。セッションは「ターミナル - 接続」アクティ

ビティで事前に作成されている必要があります。 

スコープ テキスト 

(選択式) 

 

いいえ 画面全体 デフォルトプロンプトの検知範囲(スコープ)を指定しま

す。[デフォルトプロンプトを待ちます]パラメータを

[待機しない]以外に設定した場合、このパラメータは有

効になります。 

選択可能なオプションは次のとおりです。 

・画面全体 

・画面に表示される新しいテキスト 

・履歴 

タイムアウト 数字 いいえ 10000 デフォルトプロンプトが表示されるまでの待ち時間を指

定します。待ち時間を超えた場合、タイムアウトエラー

が発生します。このパラメータは次の[単位]パラメータ

で指定した単位に対応します。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ milliseconds 待ち時間で指定した時間の単位を指定します。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 
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ターミナルファンクションキー 

ターミナルのファンクションキーは、短い固定文字シーケンスを生成するか、特殊文字シーケンスをターミナルに送

信することで生成される文字を構成できます。次のリストは{}で囲うことでファンクションキーとして利用できる文

字の一例です。 

 

制御文字 AutoMate での指定方法 

バックスペース BS,BKSP,BACKSPACE 

空白 NUL 

テキスト開始 STX 

テキスト終結 ETX 

伝送終了 EOT 

問い合わせ ENQ 

肯定応答 ACK 

水平タブ HT 

改行 NL 

垂直タブ VT 

書式送り FF 

復帰 CR 

シフトアウト SO 

シフトイン SI 

伝送制御拡張 DLE 

制御装置 1 DC1 

否定応答 NAK 

同期信号 SYN 

伝送ブロック終結 ETB 

取り消し CAN 

媒体終結 EM 

置換 SUB 

エスケープキー ESC 

ファイル分離 FS 

グループ分離 GS 

レコード分離 RS 

ユニット分離 US 

削除 DEL, DELETE 

↓ キー DOWN 

End キー END 

Space キー SPACE 

Enter キー ENTER 

Help HELP 

Home キー HOME 

Insert キー INSERT 

←キー LEFT 

Numlock キー NUMLOCK 

Page down キー PGDN 

Page up キー PGUP 

Print screen キー PRTSC 

→キー RIGHT 

Tab キー TAB 

↑キー UP 

ファンクションキー F1 to F24 

0 to 9 キー NUMPAD0 to 

NUMPAD9 

[エミュレーション] パラメータを[TN3270]または[TN5250] を選択した場合、以下の TN ターミナルキーを提供し

ています。 

 

Function of Key Key 

Page left PGLEFT 

Page right PGRIGHT 

Attention TN_KEY_ATTN 

Backspace TN_KEY_BACKSPACE 

Back tab TN_KEY_BACKTAB 

Clear TN_KEY_CLEAR 

Select cursor TN_KEY_CURSORSEL 

Duplicate TN_KEY_DUP 

Enter TN_KEY_ENTER 

Erase a field to end of field TN_KEY_ERASEEOF 

Erase input TN_KEY_ERASEINPUT 
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Mark TN_KEY_MARK 

New line TN_KEY_NEWLINE 

Program attention 1 TN_KEY_PA1 

Program attention 2 TN_KEY_PA2 

Program attention 3 TN_KEY_PA3 

Reset TN_KEY_RESET 

SysRq key TN_KEY_SYSREQ 

Tab forward TN_KEY_TABFORWARD 

No op mode TN_KEY_NOOP 
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<ターミナル> 

テキストの取得 

説明 

接続が確立しているターミナルからテキストを取得します。画面全体、現在のカーソルの行、特定の行、特定の範囲

からテキストを取得可能です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テキストの取

得 

テキスト はい 画面全体 テキストを取得する場所を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・現在の行 - 現在のカーソル位置の行のテキストを取得し

ます 

・画面全体 - ターミナルで表示されている全画面のテキス

トを取得します 

・特定の行 - 指定した特定の行のテキストを取得します 

・範囲 - [最初の行]、[最初の列]、[最終行]、[最終列]のパ

ラメータでテキスト取得範囲を指定します 

・履歴 - ターミナル履歴にあるテキストを取得します 

行 数字 はい 0 テキストを取得する行を指定します。 

このパラメータは[テキストの取得]パラメータが[特定のラ

イン]に設定されている場合のみ、有効になります。0 が一

行目を表します。 

最初の行 数字 はい (空白) テキスト取得範囲の最初の行を指定します。 

このパラメータは[テキストの取得]パラメータを[範囲

(Range)]に設定した場合のみ、有効になります。 

最初の列 数字 はい (空白) テキスト取得範囲の最初の列を指定します。 

このパラメータは[テキストの取得]パラメータを[範囲

(Range)]に設定した場合のみ、有効になります。 

最終行 数字 はい (空白) テキスト取得範囲の最終行を指定します。 

このパラメータは[テキストの取得]パラメータを[範囲

(Range)]に設定した場合のみ、有効になります。 

最終列 数字 はい (空白) テキスト取得範囲の最終列を指定します。 

このパラメータは[テキストの取得]パラメータを[範囲

(Range)]に設定した場合のみ、有効になります。 

バッファーを

変数に代入す

る 

テキスト はい (空白) 取得したテキストを格納する変数名を指定します。 

セッション テキスト 

(選択式) 

いいえ TerminalSess

ion1 

使用するターミナルセッション名を指定します。「ターミ

ナル - 接続」アクティビティで事前にセッションが作成さ

れている必要があります。 
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<ターミナル> 

待機条件 

説明 

ターミナル操作時に待機挙動を制御します。待機条件が満たされるまでタスク実行を一時停止します。 

 

用途 

ターミナルが入力可能な状態になるまで、遅延メカニズムとして利用します。 

ターミナルの処理が完了するまで待つ必要がある時にこのアクションを利用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

待機条件 テキスト 

(選択式) 

いいえ テキストが表

示されるまで 

待機条件を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・テキストが表示されるまで - [テキスト]パラメータに

指定したテキストが表示されるまで待機します 

・テキストが消えるまで - [テキスト]パラメータに指定

したテキストが消えるまで待機します 

・カーソルが指定の座標に移動するまで - カーソルが

[カーソル行/列]パラメータに指定した座標に移動する

まで待機します 

・カーするが指定の座標の外に移動するまで - カーソル

が[カーソル行/列]パラメータに指定した座標から移動

するまで待機します 

・画面がブランクになるまで - 画面が空白になるまで待

機します 

・画面にテキストが表示されるまで - 画面にテキストが

含まれる状態になるまで待機します 

・デフォルトプロンプトが表示されるまで - 「ターミナ

ル - 接続」アクティビティで指定したデフォルトプロン

プトが表示されるまで待機します 

テキスト テキスト はい (空白) 表示/非表示になるまで待つテキストを設定します。 

このパラメータは[待機条件]パラメータが[表示される

テキスト]または[表示されないテキスト]に設定されて

いる場合のみ、有効になります。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、 [テキスト]パラメータを正規表

現として扱います。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定する場合、 [テキスト]パラメータで指定し

たテキストの大文字と小文字を区別します。 

[いいえ]に設定する場合、大文字と小文字を区別しませ

ん。 
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カーソル行 数字 いいえ (空白) 待機するカーソル位置の行番号を指定します。 

このパラメータは[待機条件]パラメータが[カーソルが

指定の座標に移動するまで]または[カーソルが指定の座

標の外に移動するまで]に設定されている場合のみ、有

効になります。 

カーソル列 数字 いいえ (空白) 待機するカーソル位置の列番号を指定します。 

このパラメータは[待機条件]パラメータが[カーソルが

指定の座標に移動するまで]または[カーソルが指定の座

標の外に移動するまで]に設定されている場合のみ、有

効になります。 

タイムアウト 数字 いいえ 10000 このステップがタイムアウトするまでの待ち時間を指定

します。待ち時間を越えたら、エラーが発生します。こ

のパラメータは[単位]で指定した単位に対応します。 

単位 テキスト 

(選択式) 

いいえ milliseconds 待ち時間で指定した時間の単位を指定します。 

・milliseconds - ミリ秒 

・seconds - 秒 

・minutes - 分 

・hours - 時間 

セッション テキスト 

(選択式) 

いいえ TermSess1s このステップに関連付けるセッション名を指定します。

「ターミナル - 接続」アクティビティで事前にセッショ

ンが作成されている必要があります。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数に見つけ

たテキストを

設定する 

テキスト いいえ (空白) 待機条件が満たされた時に、スコープで指定した範囲内

のテキストを変数に格納します。 

スコープ テキスト 

(選択式) 

いいえ 画面全体 変数に格納するテキストを探す画面範囲を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・画面全体 

・画面に表示される新しいテキスト 

このパラメータは[待機条件]パラメータが[テキストが

表示されるまで]または[画面にテキストが表示されるま

で]に設定されている場合のみ、有効になります。 
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<ターミナル> 

コントロール 

説明 

ターミナルウィンドウの表示/非表示、テキストのクリア、カーソルの移動などを実行し、ターミナルウィンドウを

制御します。 

 

用途 

通常はターミナルウィンドウを隠したり、表示したり、クリアしたりする時に使用します。 

「ターミナル - テキストの取得」アクティビティと「ターミナル -テキストの送信」アクティビティと併用して、テ

キストの取得と取得後画面をクリアする場合によく利用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テキスト 

(選択式) 

いいえ ターミナルを

表示する 

ターミナルに対しての制御を指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ターミナルを表示する 

・ターミナルを非表示にする 

・ターミナルからの入力テキストをクリアする 

・カーソル位置を設定する - ウィンドウ内のカーソル位

置を設定します。[カーソルの行]と[カーソルの列]を指定

し、カーソルの移動位置を指定します 

・カーソル位置を取得する - 現在カーソルの位置を[カー

ソル行と変数を設定する]と[カーソル列と変数を設定す

る]に指定した変数に取得します。 

カーソルの行 数字 はい (空白) カーソルを移動する位置の行を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータを[カーソル位

置を設定する]に設定した場合のみ、有効になります。 

カーソルの列 数字 はい (空白) カーソルを移動する位置の列を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータを[カーソル位

置を設定する]に設定した場合のみ、有効になります。 

カーソル行と

変数を設定す

る 

数字 はい (空白) 現在カーソルの行を取得する変数名を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータを[カーソル位

置を取得する]に設定した場合のみ、有効になります。 

カーソル列と

変数を設定す

る 

数字 はい (空白) 現在カーソルの列を取得する変数名を指定します。 

このパラメータは[アクション]パラメータを[カーソル位

置を取得する]に設定した場合のみ、有効になります。 

セッション テキスト はい TermSess1 使用するターミナルセッション名を指定します。「ターミ

ナル - 接続」アクティビティで事前にセッションが作成

されている必要があります。 
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プロセス 

プロセス管理を自動化する場合、こちらのアクションを使用します。 

このアクションはプロセスの開始、停止、優先度順位の割り当てを制御できます。また、ロードされたモジュールの

名前、消費されたハンドル数とそれに関連付いたスレッドの集合、起動時間などプロセスに関する特定の情報を取得

する際にも利用されます。ローカルおよびリモート環境のプロセスをサポートしています。 

 

 

<プロセス> 

情報の取得 

説明 

指定したプロセスに関する情報をデータセットに格納します。例えば、プロセス名、ID、起動時間、スレッド/ハン

ドルの合計、該当プロセスがシステムリソースに占める使用量などを取得します。 

 

用途 

ローカルマシンまたはリモートマシンに存在する特定のプロセスに関するさまざまな情報を収集する際に使用しま

す。 

 

サービス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フィルタリン

グしない 

- - - 有効な場合、フィルターを使用せず、取得可能なすべて

のプロセスに関する情報を取得してデータセットに格納

します。このパラメータを有効にすると[プロセス名で

フィルタリングする]、[プロセス ID でフィルタリング

する]パラメータは無効になります。 

プロセス名で

フィルタリン

グする 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、情報を取得するプロセスの名前を指定しま

す。手動で入力するか、ドロップダウンリストから選択

します。同じプロセスの複数のインスタンスが存在する

場合、すべてのインスタンスに関する情報が取得されま

す。このパラメータを有効にすると[フィルタリングし

ない]、[プロセス ID でフィルタリングする]パラメータ

は無効になります。 

プロセス ID

でフィルタリ

ングする 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、情報を取得するプロセスの識別子(プロセ

スを一意に識別するために使用される番号)を指定しま

す。このパラメータを有効にすると[フィルタリングし

ない]、[プロセス名でフィルタリングする]パラメータ

は無効になります。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 指定したプロセスに関する情報を格納するためのデータ

セットを指定します。 

WMI を使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、WMI ライブラリーを使用してロ

ーカルマシンのプロセス情報を取得します。[いいえ]に

設定すると、.NET ライブラリーを使用します。 

 



934 

 

[リモート コンピューター]パラメータを有効にすると、

このパラメータは無効になります。リモートマシンから

プロセスに関する情報を取得するには WMI ライブラリ

ーのみ使用可能なためです。 

注 1:WMI(Windows Management Instrumentation)は

Microsoft サーバーがネットワーク上のリモートマシン

と対話するために使用する通信レイヤーですが、ローカ

ルマシンと通信することも可能です 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルマシン上のプロセスの情報を抽出

します。このパラメータを選択すると[リモート コンピ

ューター]パラメータは無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効な場合、リモートマシン上のプロセスの情報を抽出

します。このパラメータを選択すると[ローカルコンピ

ューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名または IP

アドレスを指定します。このパラメータは[リモート コ

ンピューター]パラメータを有効にした場合のみ、指定

可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) 接続するリモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]パラメータ

を有効にした場合のみ、指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]パラメータを有効にした場合のみ、指定可能で

す。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

パラメータを有効にした場合のみ、指定可能です。 
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WMI ライブラリー 

以下の表はローカルマシン上のプロセス情報を取得する際に[WMI ライブラリー]を指定した場合、もしくはリモー

トマシン上のプロセス情報を取得する場合に格納されるデータセットフィールドのリストです。 

詳細は Microsoft 社の Win32 Process WMI クラスのドキュメントをご参照ください。 

(https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/cimwin32prov/win32-process) 

名前 説明 

Caption オブジェクトについての簡単な記述(一行の文字列)。 

CommandLine 特定なプロセスを起動するために使用されるコマンドライン。 

CreationClassName インスタンスの作成に使用されるクラスまたはサブクラス名。 

このプロパティをクラスの他の主要なプロパティと共に利用して、クラスやサブクラ

スのインスタンスを一意に識別することが可能です。 

CreationDate プロセスの実行開始日付。 

CSCreationClassName スコープとなるコンピューターシステムの生成クラス名。 

CSName スコープとなるコンピューターシステムの名前。 

Description オブジェクトについての記述。 

ExecutablePath プロセスの実行可能ファイルのパス。 

ExecutionState このプロパティは実装できず、クラスのインスタンスに値は格納されません。このプ

ロパティは常に NULL です。 

Handle プロセスの識別子。 

HandleCount プロセスに所有しているオープンハンドルの総数。 

このプロセスの各スレッドによって開かれているハンドルの合計です。ハンドルは、

システムリソースを調査または変更するために使用されます。各ハンドルには、内部

的に保持されるテーブルのエントリがあります。エントリには、リソースの種類を識

別するためのリソースとデータのアドレスが含まれます。 

InstallDate プロセスがインストールされた日付。 

このプロパティに値を書き込まずにプロセスをインストールできます。 

KernelModeTime カーネルモードでの活動時間(100 ナノ秒単位)。 

この情報が提供されていない場合、値は 0 になります。 

MaximumWorkingSetSize プロセスのワーキングセットの最大サイズ。 

プロセスのワーキングセットは物理 RAM 内のプロセスから見えるメモリページで

す。これらのメモリページは常駐メモリであり、アプリケーションが必要となる時に

メモリを供給します(メモリページフォルトは発生しない)。 

MinimumWorkingSetSize プロセスのワーキングセットの最小サイズ。 

プロセスのワーキングセットは物理 RAM 内のプロセスから見えるメモリページで

す。これらのメモリページは常駐メモリであり、アプリケーションが必要となる時に

メモリを供給します(メモリページフォルトは発生しない)。 

Name オブジェクトのラベル。 

サブクラスに継承された場合、プロパティはキープロパティに上書きされます。 

OSCreationClassName スコープとなる OS の生成クラス名。 

OSName スコープとなる OS の名前。 

OtherOperationCount 読み込みまたは書き込み操作以外の実行された I/O 操作の合計数。 

OtherTransferCount 読み込みと書き込み以操作以外のデータ転送量。 

PageFaults プロセスが生成するページフォールトの数。 

PageFileUsage プロセスが現在使用しているページファイルの使用量。 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/cimwin32prov/win32-process
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この値は TaskMgr.exe における VMsize の値と一致します。 

ParentProcessId プロセスを生成するプロセスの一意の識別子。 

ParentProcessId は再利用されるため、プロセスの有効期間中のみプロセスを識別し

ます。 

ParentProcessId によって識別されるプロセスが終了する可能性があるため、

ParentProcessId は実行中のプロセスを参照しない場合があります。ParentProcessId

がプロセス識別子を再利用するプロセスを誤って参照している可能性もあります。

CreationDate プロパティを使用して、この Win32_Process インスタンスによって表

されるプロセスが作成された後に、指定された親が作成したかどうかを判断できま

す。 

PeakPageFileUsage プロセスの生存期間中に使用されるページファイルの最大量。 

PeakVirtualSize プロセスピーク時のページメモリのサイズ。 

PeakWorkingSetSize プロセスピーク時のワーキングセットのサイズ。 

Priority OS のスケジューリングにおけるプロセスの優先度。 

値が大きいほど、プロセスの優先度は高くなります。優先度は０(一番低い優先度)か

ら 31(最優先)までです。 

PrivatePageCount この Win32_Process によって表されるプロセスにのみアクセス可能なページ数。 

ProcessID プロセスを識別するために使用されるグローバルプロセスの識別子。 

この値はプロセスが作成されてから終了するまで有効です。 

QuotaNonPagedPoolUsag

e 

プロセスが利用可能な非ページプールの上限。 

QuotaPagedPoolUsage プロセスが利用可能なページプールの上限。 

QuotaPeakNonPagedPool

Usage 

ピーク時にプロセスが利用したページプールの上限。 

QuotaPeakPagedPoolUsag

e 

ピーク時にプロセスが利用した非ページプールの上限。 

ReadOperationCount 実行された読み取り操作の回数。 

ReadTransferCount 読み込んだデータ量。 

SessionID セッション生成時に OS が生成する一意な識別子。 

セッションは特定のシステムへのログオンからログオフまでの間割り当てられます。 

Status このプロパティは実装できず、このクラスのインスタンスには値は格納されません。

このプロパティは常に NULL です。 

TerminationDate プロセスが停止または終了した時間。 

終了時間を取得するには、プロセスのハンドルを開いたままにする必要があります。 

ThreadCount プロセスに含まれているアクティブなスレッド数。 

命令(Instruction)はプロセッサが実行する処理の基本単位で、スレッドは命令を実行

するオブジェクトです。実行中の各プロセスには少なくとも 1 つのスレッドが動作し

ています。 

UserModeTime ユーザーモードでの時間(100 ナノ秒単位) 

この情報が提供されていない場合、値は 0 になります。 
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VirtualSize プロセスが使用している仮想アドレス空間の現在のサイズ(プロセスが実際に使用し

ている物理メモリまたは仮想メモリではない)。 

仮想スペースは有限のため、使用量が多すぎるとプロセスがライブラリーをロードで

きなくなる可能性があります。この値は Perfmon.exe で表示されるものと一致しま

す。 

WindowsVersion プロセスが実行されている Windows のバージョン。 

WorkingSetSize ページベースのメモリ管理を使用する OS の場合、プロセスが効率的に実行するため

に必要なバイト単位のメモリサイズ。 

メモリが足りない場合(ワーキングセットより少ない場合)、スラッシングが発生しま

す。ワーキングセットのサイズが不明の場合、「NULL」または「０」を使用しま

す。ワーキングセットデータが提供されている場合は、プロセスのメモリ要件の変化

等の情報を監視します。 

WriteOperationCount 実行された書き込み操作の回数。 

WriteTransferCount 書き込んだデータ量。 

 

.Net ライブラリー 

以下の表はローカルマシン上のプロセス情報を取得する際に[WMI ライブラリー]を指定しない場合に格納されるデ

ータセットフィールドのリストです。 

詳細は Microsoft 社の Net フレームワーククラスライブラリーのドキュメントをご参照ください。 

(https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.diagnostics.process?view=netframework-4.8) 

名前 説明 

BasePriority 関連プロセスの基本優先度。 

CanRaiseEvents コンポーネントがイベントを発生させることができるかどうかを示す値。 

Container コンポーネントを含むコンテナ。 

DesignMode コンポーネントがデザインモードであるかどうかを示す値。 

EnableRaisingEvents プロセス終了時、Exited イベントを発生させるかどうかを示す値。 

Events コンポーネントに関連付いたイベントハンドラーのリスト。 

ExitCode プロセスが終了した時に返す値。 

ExitTime プロセスが終了した時間。 

Handle プロセスのネイティブハンドル。 

HandleCount プロセスによって開かれたるハンドルの合計。 

HasExited プロセスが終了したかどうかを示す値。 

Id プロセスの一意な識別子。 

MachineName プロセスが実行されているコンピューターの名前。 

MainModule プロセスのメインモジュール。 

MainWindowHandle プロセスのメインウィンドウのウィンドウハンドル。 

MaxWorkingSet プロセスの最大許容ワーキングセットサイズ。 

MinWorkingSet プロセスの最小許容ワーキングセットサイズ。 

Modules プロセスによってロードされたモジュール。 

NonpagedSystemMemorySiz

e 

プロセスに割り当てられた非ページのシステムメモリサイズ。 

NonpagedSystemMemoySize

64 

プロセスに割り当てられた非ページのシステムメモリサイズ。 

PagedMemorySize プロセスに割り当てられたページメモリサイズ。 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.diagnostics.process?view=netframework-4.8
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PagedMemorySize64 プロセスに割り当てられたページメモリサイズ。 

PagedSystemMemorySize プロセスに割り当てられたページング可能なシステムメモリサイズ。 

PagedSystemMemorySize64 プロセスに割り当てられたページング可能なシステムメモリサイズ。 

PeakPagedMemorySize プロセスがピーク時のページメモリサイズ。 

PeakPagedMemorySize64 プロセスがピーク時のページメモリサイズ。 

PeakVirtualMemorySize プロセスがピーク時の仮想メモリサイズ。 

PeakVirtualMemorySize64 プロセスがピーク時の仮想メモリサイズ。 

PeakWorkingSet プロセスがピーク時のワーキングセットサイズ。 

PeakWorkingSet64 プロセスがピーク時のワーキングセットサイズ。 

PriorityClass プロセスの総合優先度カテゴリ。 

PirvateMemorySize  プロセスに割り当てられたプライベートメモリサイズ。 

PirvateMemorySize64 プロセスに割り当てられたプライベートメモリサイズ。 

PrivilegedProcessorTime プロセスに割り当てられた特権モードで実行するプロセッサの処理時間。 

ProcessName プロセスの名前。 

ProcessorAffinity プロセスに含まれるスレッドを実行するようスケジュール可能なプロセッサ。 

Responding プロセスのユーザーインターフェースが応答しているかどうかを示す値。 

SessionId プロセスのターミナルサービスセッションの識別子。 

Site コンポーネントの ISite オブジェクト(コンポーネントから継承される)。 

StandardError アプリケーションの標準エラー出力の読み取りに使用されるストリーム。 

StandardInput アプリケーションの標準入力の書き込みに使用されるストリーム。 

StandardOutput アプリケーションの標準出力の読み取りに使用されるストリーム。 

StartInfo プロセスの Start メソッドに渡すプロパティ。 

StartTime プロセスの起動時刻。 

SynchronizingObject プロセス終了時、Exited イベントにより発行されたイベントハンドラーの呼び出し

を整理するに使用されるオブジェクト。 

Threads プロセスに含まれるスレッドの集合。 

TotalProcessorTime プロセスのプロセッサの処理時間。 

UserProcessorTime プロセスのユーザーモードで実行するプロセッサの処理時間。 

VirtualMemorySize プロセスの仮想メモリサイズ。 

VirtualMemorySize64 プロセスの仮想メモリサイズ。 

WorkingSet プロセスの物理メモリの使用量。 

WorkingSet64 プロセスの物理メモリの使用量。 
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<プロセス> 

開始 

説明 

指定されたプロセスのインスタンスを開始し、変数にプロセスの識別子を格納します(任意)。 

 

用途 

ローカルマシンまたはリモートマシンでプロセスを開始します。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

実行可能 テキスト はい (空白) 開始するプロセスに関連付いた実行可能ファイルのパス

とファイル名を指定します。フォルダアイコンをクリッ

クしてエクスプローラーからファイルを指定するか、パ

スとファイル名を手動でテキストボックスに入力しま

す。 

作業フォルダ はい/いい

え 

いいえ (空白) 開始するプロセスの初期ディレクトリを指定します。こ

の値は[実行可能]パラメータに値を入力すると設定され

ます。このオプションは主にアプリケーションを起動す

る際に、アプリケーションの初期ドライブと作業ディレ

クトリを指定する必要があるシェル用に提供されていま

す。多くの場合、このパラメータを変更する必要はあり

ません。 

引数 テキスト いいえ (空白) 開始するプロセスに渡すコマンドラインオプションを指

定します。 

プロセス優先

度を次のよう

に設定する 

テキスト

(選択式) 

いいえ 通常 開始するプロセスに設定する優先度レベルを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・通常 - 特別なスケジューリング必要のないプロセスに

指定します 

・通常より下 - [アイドル時のみ]以上[通常]以下の優先

度を持つプロセスに指定します 

・通常より上 - [通常]以上[高]以下の優先度を持つプロ

セスに指定します 

・アイドル時のみ - システムがアイドル状態のみ実行さ

れるスレッドを持つプロセスに指定します。このスレッ

ドは、スクリーンセーバーなど、より優先度の高いクラ

スで実行されるプロセスのスレッドによって横取りされ

ます。アイドルプロパティクラスは子プロセスに継承さ

れます 

・高 - 即時に実行する必要のあるプロセスに指定しま

す。このスレッドは[通常]または[アイドル時のみ]の優

先度を持つプロセスのスレッドより優先的に実行されま

す 

 

・リアルタイム - 最高の優先度。このスレッドは他のプ

ロセスのスレッドより優先的に実行されます。この優先
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度を持つプロセスは OS プロセスよりも優先的に実行さ

れる対象となります。この優先度の設定には 

タスクを実行するユーザーに十分なセキュリティ権限が

必要です 

変数にプロセ

ス ID を設定

する 

テキスト いいえ (空白) 一意のプロセス ID を格納する変数を指定します。 

プロセス ID はプロセスが生成されてから終了するまで

有効です。 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルマシン上でプロセスを開始しま

す。このパラメータを選択すると[別のコンピューター]

パラメータは無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効な場合、リモートマシン上でプロセスを開始しま

す。このパラメータを選択すると[ローカルコンピュー

ター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名または IP

アドレスを指定します。このパラメータは[リモート コ

ンピューター]パラメータを有効にした場合のみ、指定

可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) 接続するリモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]パラメータ

を有効にした場合のみ、指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]パラメータを有効にした場合のみ、指定可能で

す。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

パラメータを有効にした場合のみ、指定可能です。 
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<プロセス> 

終了 

説明 

実行中のプロセスを強制終了します。 

 

注意:保存されていないプログラムで、このアクションが実行された場合、入力したデータや変更は失われます。可能

な限り、アプリケーションに終了の旨を通知し、アプリケーションがクリーンアップするために必要な時間を与える

[ウィンドウ - 閉じる]アクションを利用することを推奨します。 

 

用途 

強制的にプロセス(プログラムや.EXE ファイルなど)を終了させるために使用します。 

「ウィンドウ - 閉じる」アクティビティを使用することで正常にアプリケーションを閉じることはできますが、 

終了対象のプロセスがフリーズしている状態や、応答なしの状態の場合、またほその他の理由でプロセスが終了でき

ない場合、「プロセス - 終了」アクティビティを使用します(タスクバー上で実行されるアプリケーションなど)。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセス名で

検索 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、終了するプロセス名を指定します。このパ

ラメータを有効にすると、[プロセス ID で検索]パラメ

ータは無効になります。 

複数インスタ

ンスが存在し

ている場合、

次を終了する 

テキスト

(選択式) 

いいえ もっとも古い 終了対象のプロセスに複数のインスタンスが実行してい

る場合、終了するインスタンスを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・もっとも古い - 一番古いインスタンスのみ終了します 

・最新 - 一番新しいインスタンスのみ終了します 

・終了しない - すべてのインスタンスを終了しません 

・すべて - すべてのインスタンスを終了します 

プロセス ID

で検索 

数字 いいえ はい 有効な場合、終了するプロセス ID を指定します。この

パラメータを有効にすると、[プロセス名で検索]パラメ

ータは無効になります。 

注 1:プロセス ID は事前に「プロセス - 情報の取得」ア

クティビティで取得可能です 

プロセスを終

了する前にメ

ッセージダイ

アログを表示

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、プロセスを強制終了前に一度正常

終了を試みます。[いいえ]に設定すると、即座に該当プ

ロセスを強制終了します。 

注 1:[いいえ]に設定した場合、終了対象のプロセスが占

用しているシステムリソースを終了前にクリーンアップ

することができません。 
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コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルマシン上でプロセスを終了しま

す。このパラメータを選択すると[別のコンピューター]

パラメータは無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効な場合、リモートマシン上でプロセスを終了しま

す。このパラメータを選択すると[ローカルコンピュー

ター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名または IP

アドレスを指定します。このパラメータは[リモート コ

ンピューター]パラメータを有効にした場合のみ、指定

可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) 接続するリモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]パラメータ

を有効にした場合のみ、指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]パラメータを有効にした場合のみ、指定可能で

す。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

パラメータを有効にした場合のみ、指定可能です。 

  



943 

 

<プロセス> 

優先度の設定 

説明 

1 つ以上のプロセスインスタンスの優先度を変更します。 

プロセスのインスタンスが複数存在する場合、最古、最新、すべてまたはなしの優先順位を指定できます。 

 

用途 

特定のプロセスの優先度を調整することでパフォーマンスを高めたり、異常挙動を示しているプロセスをシステム全

体の応答能力を影響しないように制御したりするために使用します。優先度を「リアルタイム」に設定するには、タ

スクを実行するユーザーに十分なセキュリティ権限が必要です。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセス名で

検索 

テキスト はい (空白) 有効な場合、優先度を設定するプロセス名を指定しま

す。このパラメータを有効にすると、[プロセス ID で検

索]パラメータは無効になります。 

複数のプロセ

スインスタン

スが存在する

場合、次のよ

うに変更を適

用する 

テキスト

(選択式) 

いいえ もっとも古い 優先度を設定するプロセスに複数のインスタンスが実行

されている場合、終了するインスタンスを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・もっとも古い - 一番古いインスタンスのみ優先度を設

定します 

・最新 - 一番新しいインスタンスのみ優先度を設定しま

す 

・終了しない - すべてのインスタンスに優先度は設定さ

れません 

・すべて - すべてのインスタンスに優先度を設定します 

プロセス ID

で検索 

数字 いいえ はい 有効な場合、終了するプロセス ID を指定します。この

パラメータを有効にすると、[プロセス名で検索]パラメ

ータは無効になります。 

注 1:プロセス ID は事前に「プロセス - 情報の取得」ア

クティビティで取得可能です 

プロセス優先

度を次のよう

に変更する 

テキスト 

(オプショ

ン) 

通常 いいえ 設定する優先度レベルを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・通常 - 特別なスケジューリング必要のないプロセスに

指定します 

・通常より下 - [アイドル時のみ]以上[通常]以下の優先

度を持つプロセスに指定します 

・通常より上 - [通常]以上[高]以下の優先度を持つプロ

セスに指定します 
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    ・アイドル時のみ - システムがアイドル状態のみ実行さ

れるスレッドを持つプロセスに指定します。このスレッ

ドは、スクリーンセーバーなど、より優先度の高いクラ 

スで実行されるプロセスのスレッドによって横取りされ

ます。アイドルプロパティクラスは子プロセスに継承さ

れます 

・高 - 即時に実行する必要のあるプロセスに指定しま

す。このスレッドは[通常]または[アイドル時のみ]の優

先度を持つプロセスのスレッドより優先的に実行されま

す 

・リアルタイム - 最高の優先度。このスレッドは他のプ

ロセスのスレッドより優先的に実行されます。この優先

度を持つプロセスは OS プロセスよりも優先的に実行さ

れる対象となります。この優先度の設定には 

タスクを実行するユーザーに十分なセキュリティ権限が

必要です 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、ローカルマシン上でプロセスの優先度を設

定します。このパラメータを選択すると[別のコンピュ

ーター]パラメータは無効になります。 

リモート コ

ンピューター 

- - - 有効な場合、リモートマシン上でプロセスの優先度を設

定します。このパラメータを選択すると[ローカルコン

ピューター]パラメータが無効になります。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 接続するリモートマシンのコンピューター名または IP

アドレスを指定します。このパラメータは[リモート コ

ンピューター]パラメータを有効にした場合のみ、指定

可能です。 

ドメイン テキスト はい 

 

(空白) 接続するリモートマシンのドメイン名を指定します。 

このパラメータは[リモート コンピューター]パラメータ

を有効にした場合のみ、指定可能です。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用する有効なユーザー

名を指定します。このパラメータは[リモート コンピュ

ーター]パラメータを有効にした場合のみ、指定可能で

す。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンに接続する時に使用するパスワードを指

定します。このパラメータは[リモート コンピューター]

パラメータを有効にした場合のみ、指定可能です。 
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<プロセス> 

親和性の設定 

説明 

特定のプロセスのプロセッサ親和性を設定します。 

Windows XP、Windows Vista または Windows 7 の場合、アプリケーションはプロセッサのコア上で実行されます。

デュアルコアまたはクワッドコアプロセッサの場合、アプリケーションに対して、どのコアを利用するか(プロセッ

サ親和性という)を設定可能です。プロセッサ親和性の設定により、アプリケーションがシステムリソースを要求す

る際に、プロセッサを適切に制御できます。 

 

注意:プロセッサ親和性の設定はアプリケーションがオープンしている限り持続します。アプリケーションを閉じるま

たはコンピューターを再起動すると、親和度はデフォルトの設定に戻ります。また、システムプロセスのプロセッサ

親和性は変更しないことが推奨されます。 

 

用途 

マルチコア CPU サーバーで、アプリケーションプールを構成して、ワーカープロセスと CPU との間に親和性を確

立することができます。プロセッサ親和性により、CPU のキャッシュをヒットする確率を高めることができます。1

つアプリケーションまたはプログラムを 1 つのプロセッサのみで利用するように設定することで、他のアプリケーシ

ョンを他のプロセッサで実行できます。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセス名で

検索 

テキスト はい (空白) 有効な場合、親和性を設定するプロセス名を指定しま

す。このパラメータを有効にすると、[プロセス ID で検

索]パラメータは無効になります。 

複数のプロセ

スインスタン

スが存在する

場合は、次の

ように変更を

適用する 

テキスト

(選択式) 

いいえ もっとも古い 親和性を設定するプロセスに複数のインスタンスが実行

されている場合、終了するインスタンスを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・もっとも古い - 一番古いインスタンスのみ親和性を設

定します 

・最新 - 一番新しいインスタンスのみ優先度を設定しま

す 

・終了しない - すべてのインスタンスに優先度は設定さ

れません 

・すべて - すべてのインスタンスに優先度を設定します 

プロセス ID

で検索 

数字 いいえ はい 有効な場合、終了するプロセス ID を指定します。この

パラメータを有効にすると、[プロセス名で検索]パラメ

ータは無効になります。 

注 1:プロセス ID は事前に「プロセス - 情報の取得」ア

クティビティで取得可能です 
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プロセッサの

親和性を変更

する(CPU 識

別子はカンマ

で区切り) 

テキスト 標準 いいえ 親和性を設定するプロセッサの CPU 識別子(一意の ID)

をコンマで区切られたリストの形式で指定します。例え

ば、プロセッサ 1、2、３を利用するには「1,2,3」と指

定します。 
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タイマー 

一連のプロセスやイベントの経過時間を測定する場合、こちらのアクションを使用します。 

開発者はタイマーを用いて、特定のタスクまたは一連のステップの実行にかかる時間を測ることが可能です。 

「タイマー - 開始」アクティビティで新規セッションを作成し、測定を開始し、「タイマー - 停止」アクティビティで

測定を終了します。「タイマー - 開始」アクティビティから「タイマー - 停止」アクティビティまでの経過時間を変数

に格納します。さらに、「タイマー - 読取り」アクティビティでセッションを開始した時点からの経過時間を測定可

能です。各タイマー操作に一意のセッションを割り当てることで、同一タスクで複数のタイマー操作を同時に実行す

ることが可能です。 

 

 

<タイマー> 

開始 

説明 

タイマーを開始し、他のタイマーアクティビティが関連付ける一意のセッションを作成します。 

セッションの作成により、1 つのタスク内で複数のタイマー操作を同時に実行できます。「タイマー - 終了」や「タイ

マー – 読取り」アクティビティと組み合わせて経過時間を測定します。 

 

用途 

単一のステップ、複数のステップ、またはタスク全体の実行時間等を記録するための測定開始点として使用されま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい TimerSession1 開始するタイマーのセッションの名前を指定します。各

タイマー操作に一意のセッション名を指定することで、

同一タスク内で複数のタイマー操作を同時に実行できま

す。 

注 1:このステップを実行するとすぐにタイマーが開始さ

れます 
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<タイマー> 

停止 

説明 

「タイマー - 開始」アクティビティで開始したタイマーセッションを終了し、そのタイマーセッションが開始からの

経過時間を変数に格納します。 

 

用途 

「タイマー - 開始」アクティビティと併用し、経過時間を記録します。 

「タイマー – 読取り」アクティビティは「タイマー - 停止」アクティビティより前ステップに追加することで、タイ

マーを停止せずに経過時間を測ることが可能です。 

 

プロセス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数に経過時

間を設定する 

テキスト はい (空白) 経過時間を格納する変数を指定します。 

注 1:「タイマー - 開始」アクティビティからこのアクシ

ョンまでの経過時間を計算します 

タイムスケー

ル 

テキスト 

(選択式) 

いいえ Seconds 経過時間のタイムスケールを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Milliseconds - 経過時間をミリ秒単位で計算します 

・Seconds - 経過時間を秒単位で計算します 

・Minutes - 経過時間を分単位で計算します 

・Hours - 経過時間を時間単位で計算します 

セッション テキスト はい TimerSession1 終了するタイマーセッションの名前を指定します。 
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<タイマー> 

読取り 

説明 

「タイマー - 開始」アクティビティで開始したタイマーセッションからの経過時間を計算し、タイマーを停止させず

に計算結果を変数に格納します。 

 

用途 

タスクの特定のポイントまでの実行時間を測定するために[開始]アクティビティと[停止]アクティビティの間で使用

されます。タスクを完全に実行するのに必要な時間とは対照的に、タスク内の特定のプロセスまたは操作開始から終

了までの経過時間を計算することに適します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数に経過時

間を設定する 

テキスト はい (空白) 経過時間を格納する変数を指定します。 

注 1:「タイマー - 開始」アクティビティからこのアクシ

ョンまでの経過時間を計算します 

タイムスケー

ル 

テキスト 

(選択式) 

いいえ Seconds 経過時間のタイムスケールを指定します。 

使用可能なオプシあいョンは次のとおりです。 

・Milliseconds - 経過時間をミリ秒単位で計算します 

・Seconds - 経過時間を秒単位で計算します 

・Minutes - 経過時間を分単位で計算します 

・Hours - 経過時間を時間単位で計算します 

セッション テキスト はい TimerSession1 経過時間を測定するタイマーセッションの名前を指定し

ます。 
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データセット 

データセットの作成または複製、およびその中の行と列の管理を自動化するにはこちらのアクションを使用します。 

データセットとは、複数列、複数行のコンテナオブジェクトです。表形式のデータを格納するために使用されます。 

 

注意:このアクションは AutoMate Desktop/Plus/Ultimate ライセンスから提供されているため、AutoMate 

Pro/Premium/Enterprise ライセンスでは使用できません。 

 

<データセット> 

作成 

説明 

空のデータセットを作成します。 

 

用途 

空のデータセットを作成するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 作成するデータセットの名前を指定します。 

区切り文字で

区切られたリ

ストで初期列

名を指定(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 空のデータセットに挿入する初期列名を指定します。列

を追加するには、各列名を入力し、[区切り記号]パラメ

ータで指定した区切り記号を使用して列を区切ります。 

区切り記号 テキスト

(選択式) 

はい カンマ このデータセットの列を区切るために使用する区切り記

号(デリミタ)を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・カンマ – カンマで各列を区切ります 

・改行 – 改行で各列を区切ります 

・セミコロン – セミコロンで各列を区切ります 

・Space – 半角スペースで各列を区切ります 

・Tab – タブ文字で各列を区切ります 

・カスタム – [カスタム区切り文字]で指定した文字で各

列を区切ります 

カスタム区切

り文字 

テキスト いいえ (空白) 各列を区切るために使用するカスタム文字を指定しま

す。このパラメータは[区切り記号]パラメータで[カス

タム]を選択した場合のみ、指定します。 

説明(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) データセットの説明を記入します。 

<データセット> 
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複製 

説明 

既存のデータセットを複製します。 

 

用途 

データセットを複製するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 複製する既存のデータセットを指定します。 

新しいデータ

セット名 

テキスト はい (空白) 複製したデータセットに設定する新しいデータセット名

を指定します。 

説明(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) データセットの説明を記入します。 
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<データセット> 

行の挿入 

説明 

指定したデータセットの任意の場所に行(値)を挿入します。 

 

用途 

データセットの任意の場所に行を挿入するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 行を挿入する既存のデータセットを指定します。 

挿入位置 テキスト

(選択式) 

はい 末尾 行の挿入位置を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・行インデックス – 指定したインデックス番号に行を挿

入します 

・末尾 – データセットの最後に行を挿入します 

行インデック

ス 

数字 はい (空白) 行を挿入するインデックス番号を指定します。このパラ

メータは[挿入位置]パラメータで[行インデックス]を選

択した場合のみ、指定します。 

注 1:入力する行インデックス番号は 0 より大きい必要が

あります 

データを挿入 - - - 1 列以上の行に値を挿入するには、選択したデータセッ

ト内の目的の列名を手入力するか、[列のロード]ボタン

をクリックしてすべての列を自動的に表示します。 

注 1:[列のロード]を使用するには、タスクビルダーで該

当のデータセットを少なくとも 1 回実行する必要があり

ます。 

列名 テキスト いいえ (空白) 値を挿入する行の列名を指定します。 

値 テキスト いいえ (空白) 行に挿入する値を指定します。 
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<データセット> 

行の移動 

説明 

指定したデータセットの任意の場所に行を移動します。 

 

用途 

データセットの任意の場所に行を移動するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 行を移動する既存のデータセットを指定します。 

ソースの行イ

ンデックス 

数字 はい (空白) 移動する行の現在のインデックス番号を指定します。 

移動先 テキスト

(選択式) 

はい 末尾 行の移動先を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・行インデックス – 指定したインデックス番号に行を移

動します 

・末尾 – データセットの最後に行を移動します 

移動先の行イ

ンデックス 

数字 はい (空白) 移動先の行インデックス番号を指定します。このパラメ

ータは[移動先]パラメータで[行インデックス]を選択し

た場合のみ、指定します。 

注 1:入力する行インデックス番号は 0 より大きい必要が

あります 
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<データセット> 

行の削除 

説明 

指定した 1 つ以上の行をデータセットから削除します。 

 

用途 

データセットの任意の行を削除するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 行を削除する既存のデータセットを指定します。 

削除位置 テキスト

(選択式) 

はい 末尾 行を削除する位置を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・行インデックス – 指定したインデックス番号の行を削

除します 

・末尾 – データセットの最後の行を削除します 

行(例:1 または

1,3,5) 

数字 はい (空白) 削除する行インデックス番号を指定します。一度に複数

行を削除するには、各行のインデックス番号をカンマで

区切ります(例:1,4,55,200)。このパラメータは[削除位

置]パラメータで[行インデックス]を選択した場合の

み、指定します。 
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<データセット> 

列の挿入 

説明 

指定したデータセットの任意の場所に空白の列を挿入します。 

 

用途 

データセットの任意の場所に列を挿入するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 列を挿入する既存のデータセットを指定します。 

挿入位置 テキスト

(選択式) 

はい 末尾 列を挿入する位置を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・列インデックス – 指定したインデックス番号に列を挿

入します 

・末尾 – データセットの最後に列を挿入します 

・指定された列名の前 – 指定した列名の前に列を挿入し

ます 

・指定された列名の後 – 指定した列名の後に列を挿入し

ます 

列インデック

ス 

数字 はい (空白) 列を挿入するインデックス番号を指定します。このパラ

メータは[挿入位置]パラメータで[列インデックス]を選

択した場合のみ、指定します。 

注 1:入力する列インデックスは 0 より大きい必要があり

ます 

列名 テキスト はい (空白) 新しい列を前または後に挿入する列名を指定します。こ

のパラメータは[挿入位置]パラメータで[指定された列

名の前]または[指定された列名の後]を選択した場合の

み、指定します。 

新しい列名 テキスト はい (空白) 挿入する列の名前を指定します。 
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<データセット> 

列の名前変更 

説明 

指定したデータセットの列名を変更します。 

 

用途 

データセットの任意の列名を変更するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 列の名前を変更するデータセットを指定します。 

選択条件 テキスト

(選択式) 

はい 列名 名前を変更する列の識別方法を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・列名 – 列名で名前を変更する列を識別します 

・列インデックス – 列インデックス番号で名前を変更す

る列を識別します 

列名 テキスト はい (空白) 名前を変更する列の名前を指定します。このパラメータ

は[選択条件]パラメータで[列名]を選択した場合のみ、

指定します。 

注 1:該当のデータセットをタスクビルダーで少なくとも

1 回実行すると、使用可能なすべての列がドロップダウ

ンコンボボックスに自動的に表示されます 

列インデック

ス 

数字 はい (空白) 名前を変更する列のインデックス番号を指定します。こ

のパラメータは[選択条件]パラメータで[列インデック

ス]を選択した場合のみ、指定します。 

注 1:入力する列インデックスは 0 より大きい必要があり

ます 

新しい列名 テキスト はい (空白) 新しい列名を指定します。 
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<データセット> 

列の移動 

説明 

指定したデータセット内の列を任意の場所に移動します。 

 

用途 

データセット内の任意の場所に列を移動するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 列を移動する既存のデータセットを指定します。 

選択条件 テキスト

(選択式) 

はい 列名 移動する列の識別方法を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・列名 – 列名で移動する列を識別します 

・列インデックス – 列インデックス番号で移動する列を

識別します 

列名 テキスト はい (空白) 移動する列の名前を指定します。このパラメータは[選択

条件]パラメータで[列名]を選択した場合のみ、指定しま

す。 

列インデック

ス 

数字 はい (空白) 移動する列のインデックス番号を指定します。このパラ

メータは[選択条件]パラメータで[列インデックス]を選択

した場合のみ、指定します。 

注 1:入力する列インデックスは 0 より大きい必要があり

ます 

移動先 テキスト

(選択式) 

はい 終了 列の移動先を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・列インデックス – 指定した列インデックス番号に移動

します 

・終了 -データセットの最後に移動します 

・指定された列名の前 – 指定した列名の前に移動します 

・指定された列名の後 – 指定した列名の後に移動します 

列インデック

ス 

数字 はい (空白) 移動先のインデックス番号を指定します。このパラメー

タは[移動先]パラメータで[列インデックス]を選択した場

合のみ、指定します。 

列名 テキスト はい (空白) 列を前または後に移動する列の名前を指定します。この

パラメータは[移動先]パラメータで[指定された列名の前]

または[指定された列名の後]を選択した場合のみ、指定

します。 
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<データセット> 

列の削除 

説明 

指定した列をデータセットから削除します。 

 

用途 

データセットの任意の列を削除するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

名 

テキスト はい (空白) 列を削除する既存のデータセットを指定します。 

選択条件 テキスト

(選択式) 

はい 列名 削除する列の識別方法を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・列名 – 列名で削除する列を識別します 

・列インデックス – 列インデックス番号で削除する列を

識別します 

列名 テキスト はい (空白) 削除する列の名前を指定します。このパラメータは[選

択条件]パラメータで[列名]を選択した場合のみ、指定

します。 

注 1:該当のデータセットをタスクビルダーで少なくとも

1 回実行すると、使用可能なすべての列がドロップダウ

ンコンボボックスに自動的に表示されます 

列インデック

ス 

数字 はい (空白) 削除する列のインデックス番号を指定します。このパラ

メータは[選択条件]パラメータで[列インデックス]を選

択した場合のみ、指定します。 

注 1:入力する列インデックスは 0 より大きい必要があり

ます 
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環境変数 

スクリプトやコマンドラインを使用せずに、Windows ベースのオペレーティングシステムにて環境変数の作成、操作、

管理を自動化する場合、こちらのアクションを使用します。アクティビティには、環境変数を取得、設定、一覧表示、

削除する機能や、既存の環境変数にデータを追加する機能が含まれています。 

 

重要:これらのアクティビティを適切に使用するには、Windows システムおよびユーザーレベルの環境変数とその機

能に関する基本的な知識が必要です。 

 

<環境変数> 

環境変数の取得 

説明 

マシン、ユーザー、またはプロセスレベルの環境変数の値を取得し、変数に格納します。 

注意:ユーザーは、ユーザー環境変数を追加、変更、または削除できます。ただし、システム環境変数を追加、変更、

または削除できるのは管理者のみです。 

 

用途 

特定の環境変数の現在の値を変数に格納するために使用されます。これにより、後続のステップでデータを呼び出す

ことができます。 

 

環境変数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数スコープ テキスト はい ユーザー 取得する環境変数のスコープまたはレベルを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザーレベルの環境変数を取得します 

・マシン - マシンレベルの環境変数を取得します 

・プロセス - プロセスレベルの環境変数を取得します 

環境変数 テキスト はい (空白) 取得する環境変数名を指定します。 

変数に値を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得済みの環境変数の値を格納する既存の変数名を指定

します。 
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<環境変数> 

環境変数のリスト化 

説明 

既存のユーザー、マシン、またはプロセスレベルの環境変数のリストを取得し、名前と値をデータセットに格納しま

す。 

注意:ユーザーは、ユーザー環境変数を追加、変更、または削除できます。ただし、システム環境変数を追加、変更、

または削除できるのは管理者のみです。 

 

用途 

環境変数のリストをデータセットに取得し、取得した値を「Loop – Dataset」アクティビティを使用してループ処理

をする際に使用されます。 

 

環境変数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数スコープ テキスト はい ユーザー リストを取得する環境変数のスコープまたはレベルを指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザーが作成した環境変数(ローカル変

数)を取得します。作成したユーザーがコンピューター

にログオンしたときに使用可能です 

・マシン - オペレーティングシステムで事前設定された

環境変数を取得します。すべての Windows プロセスに

て使用可能です 

・プロセス - 単一のプロセスの環境変数を取得します 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) 環境変数の名前と値を入力するデータセット名を作成し

ます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.VarName テキスト 環境変数の名前を返します。 

theDataset.VarValue テキスト 環境変数の値を返します。 
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<環境変数> 

環境変数の設定 

説明 

システムレベルまたはユーザーレベルの環境変数の値を設定します。変数が存在しない場合は新規に作成されます。 

注意:ユーザーは、ユーザー環境変数を追加、変更、または削除できます。ただし、システム環境変数を追加、変更、

または削除できるのは管理者のみです。 

 

用途 

既存の環境変数の値を変更する、または指定された値で新しい環境変数を作成するために使用されます。 

 

環境変数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数スコープ テキスト はい ユーザー 設定または作成する環境変数のスコープまたはレベルを

指します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー-ユーザーレベル(またはローカル)の環境変数

を作成または設定します 

・マシン-マシンレベルの環境変数を作成または設定し

ます 

・プロセス-プロセスレベルの環境変数を作成または設

定します 

環境変数 テキスト はい (空白) 設定または作成する環境変数の名前を指定します。指定

した環境変数が存在しない場合は新たに作成されます。 

新しい値 テキスト はい (空白) 新規または既存の環境変数に設定する値を指定します。 

環境変数の値

を上書きする 

はい/いい

え 

はい はい 有効な場合、既存の環境変数の値は、指定された新しい

値にて上書きされます。無効な場合、一致する環境変数

の既存の値はそのまま残りますが、実行時にエラーが発

生します。 
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<環境変数> 

追加 

説明 

ユーザー、マシン、またはプロセスレベルの環境変数にテキストを追加し、結果を既存の変数に格納します。 

注意:ユーザーは、ユーザー環境変数を追加、変更、または削除できます。ただし、システム環境変数を追加、変更、

または削除できるのは管理者のみです。 

 

用途 

現在の値にテキストを追加して、既存の環境変数の値を追加または変更する際に使用されます。 

 

環境変数 

 

  

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数スコープ テキスト はい ユーザー 追加する環境変数に属するスコープまたはレベルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザーレベルの環境変数にテキストを追

加します 

・マシン - マシンレベルの環境変数にテキストを追加し

ます 

・プロセス - プロセスレベルの環境変数にテキストを追

加します 

環境変数 テキスト はい (空白) テキストを追加する環境変数の名前を指定します。下矢

印をクリックして、変数スコープパラメータで指定され

たレベルに対応する既存の環境変数のドロップダウンリ

ストから選択します。 

追加するテキ

スト 

テキスト はい (空白) 環境変数の値に追加されるテキストを指定します。 

変数に値を設

定する 

テキスト はい (空白) 変更後の環境変数の値を格納する既存の変数名を指定し

ます。 
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<環境変数> 

環境変数の削除 

マシン、ユーザー、またはプロセスレベルの環境変数を削除します。 

注意:ユーザーは、ユーザー環境変数を追加、変更、または削除できます。ただし、システム環境変数を追加、変更、

または削除できるのは管理者のみです。 

 

用途 

不要になった既存の環境変数を削除するために使用されます。 

 

環境変数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明文 

変数スコープ テキスト はい ユーザー 削除する環境変数が属するスコープまたはレベルを指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ユーザー - ユーザーレベルの環境変数を削除します 

・マシン - マシンレベルの環境変数を削除します 

・プロセス - プロセスレベルの環境変数を削除します 

環境変数 テキスト はい (空白) 削除する環境変数の名前を指定します。 
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イベント ログ 

Windows イベントログにカスタムログを記録する場合、こちらのアクションを使用します。 

 

<イベント ログ> 

イベントログへの書き込む 

説明 

指定したメッセージを Windows イベントログ(Application)に記録します。このアクティビティでは、記録するイベ

ントのエラーレベル値を指定できます。 

 

用途 

ユーザーが生成したメッセージを Windows イベントログに記録する際に使用します。イベントログトリガーと組み

合わせて使用することも可能です。 

 

セッション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メッセージ テキスト はい (空白) ログに記録するメッセージを指定します。 

メッセージタ

イプ 

テキスト 

(選択式) 

はい 情報 ログに記録するメッセージタイプを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・情報 – 指定したメッセージが「情報」レベルに分類

されます。一般情報を表示したり、アプリケーションや

サービスの正常な動作を説明したりするために使用でき

ます 

・警告 – 指定したメッセージが「警告」レベルに分類

されます。重要ではないが将来問題が発生する可能性が

あるイベントなどを説明するために使用できます 

・エラー – 指定したメッセージが「エラー」レベルに

分類されます。データや機能損失などの重大な問題を示

すために使用できます 
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ネットワーク 

仮想プライベートネットワーク(VPN)またはダイヤルアップネットワーク(DUN)を使用した別のネットワークへの

接続の確立、ネットワークドライブのマッピング、またはコンピューターへの「ping」要求の送信など、ネットワー

ク関連の操作を実行するアクションです。 

 

<ネットワーク> 

接続 

説明 

VPN や DUN 接続を使用して、別のネットワークへの接続を確立します。 

 

用途 

インターネット上にて何らかのアクションを実行する前に、モデムまたはその他のネットワークデバイスでインター

ネットに接続するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい 定義済み 接続の確立に使用する VPN または DUN を既存のエン

トリから派生するか、このアクティビティ内で個別に定

義するかを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・定義済み - 接続は VPN または DUN の構成中に作成

されたエントリから派生します。 

・個別定義 - Windows のアドレス帳を使用して、接続

を確立するためのダイヤルアップ番号、ユーザー名、パ

スワードを手動で入力します。接続は、電話番号、ユー

ザー名、パスワードの各パラメータに入力された情報に

基づいて確立されます。 

接続 テキスト はい (空白) 既存の VPN または DUN 接続の名前を指定します。既

存のエントリを選択するには、下矢印をクリックして、

使用可能な名前付き接続のドロップダウンリストから選

択するか、表示されたテキストボックスに接続の名前を

手動で入力します。このパラメータは、[接続]パラメー

タが[定義済み]に設定されている場合にのみ使用できま

す。 

電話番号 数字 はい (空白) VPN または DUN 接続を確立するために使用する電話

番号を指定します。このパラメータは、[接続]パラメー

タが[個別定義]に設定されている場合にのみ使用できま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) リモート接続確立の認証に使用するユーザー名を指定し

ます。このパラメータは、[接続]パラメータが[個別定

義]に設定されている場合にのみ使用できます。 

パスワード テキスト いいえ (空白) リモート接続確立の認証に使用するパスワードを指定し

ます。このパラメータは、[接続]パラメータが[個別定



966 

 

義]に設定されている場合にのみアクティブです。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リダイヤルの

試行 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、[リダイヤルの試行]および[試行時間]パラ

メータで指定されたとおりにリダイヤル設定を行うこと

ができます。 

リダイヤルの

試行 

数字 いいえ 3 エラーが発生するまでに接続を再ダイヤルする回数を指

定します。このオプションは、[リダイヤルの試行]パラ

メータにチェックが入っている場合にのみ有効です。 

試行時間 テキスト いいえ 30 接続を再ダイヤルする前に待機する時間を指定します。

このオプションは、[リダイヤル試行]パラメータにチェ

ックが入っている場合にのみ有効です。 

単位 テキスト

(選択式) 

いいえ 秒 [試行時間]パラメータに入力した数値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・秒 - 秒単位で指定します 

・分 - 分単位で指定します 
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<ネットワーク> 

切断 

説明 

確立された VPN または DUN 接続を切断します。 

 

用途 

特定の VPN / DUN 接続またはすべての VPN / DUN 接続を切断するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

すべての接続

の切断 

- - - 有効な場合、確立しているすべての VPN または DUN

接続を切断します。 

特定の接続の

切断 

テキスト はい (空白) 有効な場合、特定の VPN または DUN 接続を切断しま

す。テキストボックスに接続の名前を入力します。 
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<ネットワーク> 

ネットワークドライブのマッピング 

説明 

ドライブ文字をネットワークパスに接続するか、現在接続されているドライブをネットワークパスから切断します。 

注意:マッピングされたドライブはユーザーがログオンしている場合にのみ使用できるため、マシンがログオフ状態の

場合、このアクティビティを実行することができません。 

 

用途 

ネットワーク共有をドライブに割り当てるために使用されます。一部のネットワークでは、接続に使用するネットワ

ークのユーザー名やパスワードが必要になる場合があります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドライブレタ

ー 

テキスト はい Z: ネットワークを割当てるドライブを指定します。ドライ

ブ文字の後には必ずコロン記号(:)を付ける必要があり

ます。 

ネットワーク 

パス 

テキスト はい (空白) 割当てるネットワーク共有のパスを UNC 形式で指定し

ます(例:\\server-name\shared-resource-path-name)。 

ログオン時に

再接続する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、ログオン時にドライブマッピングが再確立

されることを指定します 

別のユーザー

を使用して接

続する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、現在ログオンしているユーザー以外のユー

ザーの資格情報を使用してドライブマッピングを確立す

る必要があることを指定します。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 選択したネットワーク共有をマッピングするためのアク

セス権を持つネットワークユーザー名を指定します。こ

のパラメータは、[別のユーザーを使用して接続する]パ

ラメータが有効に設定されている場合にのみ使用できま

す。 

パスワード テキスト いいえ (空白) [ユーザー名]パラメータで指定されたユーザーアカウン

トに対応する有効なパスワードを指定します。このパラ

メータは、[別のユーザーを使用して接続する]パラメー

タが有効に設定されている場合にのみ使用できます。 
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<ネットワーク> 

ネットワークドライブのマッピング解除 

説明 

現在接続されているドライブをネットワークパスから切断します。 

注意:マップされたドライブはユーザーがログオンしている場合にのみ使用できるため、マシンがログオフ状態の場合、

このアクティビティは実行できません。 

 

用途 

マッピングされたドライブを切断します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドライブレタ

ー 

テキスト はい Z: ネットワークを切断するドライブを指定します。ドライ

ブ文字の後には必ずコロン記号(:)を付ける必要があり

ます。 
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<ネットワーク> 

Ping 

説明 

「ping」要求をコンピューターに送信します。ping は、TCP / IP ネットワークでサーバーの応答時間をテストする

ために使用されます。 

 

用途 

インターネットまたはプライベート TCP / IP ネットワークに接続されているサーバーの応答時間を確認するために

使用されます。指定された時間内にコンピューターが応答しない場合、このステップはエラーとなります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホスト名また

は IP 

テ キ ス ト

ま た は 数

字 

はい (空白) ping コマンドを送信するホスト名

(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:555.555.555.555)を指定します。 

待ち時間 数字 はい 10 サーバーからの応答を待機する時間を指定します。ここ

で指定した値を過ぎても応答がない場合は実行エラーが

発生します。この値は、[単位]パラメータと共に使用さ

れます。 

単位 テキスト

(選択式) 

はい 秒 [待ち時間]パラメータに入力した数値の単位を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で指定します 

・秒 - 秒単位で指定します 

・分 - 分単位で指定します 

・時間 - 時間単位で指定します 

変数に合計応

答時間を設定

する(ミリ秒) 

テキスト いいえ (空白) 合計応答時間(ミリ秒単位)の格納する既存の変数名を指

定します。 

変数に IP アド

レスを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) ping コマンドを送信した IP アドレスを格納する既存の

変数名を指定します。 
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レジストリ 

一般的なレジストリ構成および管理操作を自動化する場合はこちらのアクションを使用します。コンピュータにイン

ストールしたソフトウェアを追跡したり、外部アプリケーションから収集したデータを保存したりして、構成データ

を取得する必要がある場合に役立ちます。 

 

重要:レジストリを誤って編集すると、システムに重大な損傷を与える可能性があります。Windows レジストリを編

集する際は十分注意する必要があります。 

 

注意:レジストリにアクセス権のあるユーザーで実行する必要があります。 

 

 

<レジストリ> 

キーの作成 

説明 

レジストリキーを作成します。複数のレベルを指定可能です。 

 

用途 

通常、作成したレジストリキーに、後続ステップで「レジストリ – 値の作成」アクティビティを使用して名前と値の

ペアを設定します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 作成するキーのレジストリパスを指定します。

「HKEY_CURRENT_USER」などの有効なレジストリ

ルートで始まるフルパスである必要があります。 
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<レジストリ> 

キーの削除 

説明 

レジストリから指定したキーを削除します。サブキーもすべて削除されます。 

 

用途 

未使用または不要なレジストリキーを削除する際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 削除するキーのレジストリキーを指定します。フォルダ

アイコンをクリックすることで、レジストリビューアー

から目的のキーを選択できます。 
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<レジストリ> 

キーの名前変更 

説明 

レジストリ内の既存のキーの名前を変更します。 

 

用途 

レジストリキーの名前を変更するために使用されます。正当な理由がない限り、キーの名前を変更しないでくださ

い。Windows が必要な特定のレジストリキーを見つけられない場合は、正しく動作しない可能性があります。 

注意:レジストリキーを変更するには、適切なアクセス許可が必要です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 名前を変更するレジストリキーを指定します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 名前を変更するレジストリキーの新しい名前を指定しま

す。 
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<レジストリ> 

値の読込み 

説明 

指定したレジストリキーの指定した名前の値を取得し、結果を変数に格納します。 

 

用途 

アプリケーション、ユーザー、またはシステム設定に関する情報を取得するために、レジストリキーから単一の値を

読み取るために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 値を取得する対象のレジストリキーを指定します。 

値の名前 テキスト はい (空白) 読込むレジストリの値の名前を指定します。 

変数に値のデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) レジストリから取得した値を格納する既存の変数名を指

定します。 
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<レジストリ> 

値の作成 

説明 

指定したレジストリキーに新しい名前と値のペアを設定します。 

 

用途 

値とオプションのデータをレジストリに書き込むために使用されます。必要なキーが自動的に作成されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

値のタイプ テキスト

(選択式) 

はい 文字列 作成するレジストリのデータタイプを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・文字列 – プレーンな読取可能なテキストで構成され

る STRING 値を作成します。SZ で終わるすべてのデー

タ型は STRING 値です。すべての STRING 値は AB ア

イコンで表示されます 

・DWORD 値 – バイナリデータで構成される DWORD

値を作成します。システムポリシー設定、デバイスドラ

イバー、およびサービスは DWORD 値を最も使用しま

す 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 新しい値を作成するレジストリキーを指定します。 

値の名前 テキスト はい (空白) 作成するレジストリ値の名前を指定します。 

注 1:レジストリ値を追加すると、新しいレジストリ値

の名前とデータ型が既存のデータと共に保存されます 

値のデータ テキスト はい (空白) 設定するレジストリ値のデータを指定します。このパラ

メータは[レジストリキー]および[値の名前]パラメータ

とあわせて指定する必要があります。 
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<レジストリ> 

値の削除 

説明 

指定したレジストリキー内のレジストリ値を削除します。 

 

用途 

未使用または不要なレジストリ値を削除する際に使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 削除する値を含むレジストリキーをフルパスで指定しま

す。フォルダアイコンをクリックすることで、レジスト

リビューアーから目的のキーを選択できます。 

値の名前 テキスト はい (空白) 削除する値の名前を指定します。 
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<レジストリ> 

値の名前変更 

説明 

既存のレジストリキーの値の名前を変更します。 

 

用途 

通常は、レジストリ値を変更するために使用されます。 

注意:Windows 自体を制御するキーの多くにはアクセス制限があり、管理者のみが変更できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 名前を変更する値を含むレジストリキーをフルパスで指

定します。フォルダアイコンをクリックすることで、レ

ジストリビューアーから目的のキーを選択できます。 

値の名前 テキスト はい (空白) 名前変更する値の現在の名前を指定します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 新しい名前を指定します。 
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<レジストリ> 

値の取得 

説明 

指定したレジストリキーに含まれる値を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

特定のレジストリキーで、指定された名前に関連付けられた値を取得するために使用されます。特定のレジストリキ

ーに特定の値が存在するかを判断するためにも使用できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

レジストリー 

キー 

テキスト はい (空白) 値を取得する対象のレジストリキーを指定します。 

データセット

を作成してレ

ジストリ値を

設定する 

テキスト はい (空白) レジストリから取得した値を格納するためのデータセッ

ト名を指定します。 
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Exchange 

Exchange アクションでは、カレンダー/アポイントメントの作成、コンタクトの削除、タスクの変更、Email の取得

など、Exchange オブジェクトの一般的な操作を行います。Exchange は、メールサーバー、E メールクライアントお

よびグループウェアアプリケーションで構成されています。 

重要:このアクションは Microsoft Exchange エンジンを使用して実行します。そのため、このアクションを使用するに

は、有効な Exchange Server が必要です。 

 

<Exchange> 

セッションの作成 

説明 

関連アクティビティに割り当てるセッションを作成します。 

これにより、単一のタスク内で、複数の Exchange 関連の操作を同時に実行できます。 

 

用途 

後続の Exchange アクティビティを関連付けるセッションを作成するため使用されます。 

1 つのタスクに対して多数のセッションを作成できます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し

て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

作成する Exchange セッション名を指定します。複数の

Exchange アクティビティを 1 つのセッションにリンク

することができ、タスクがより組織化されます。1 つの

タスク内に複数のセッションを作成することで並行実行

が可能となります。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 
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Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 
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実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに

より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、呼び出し元は特定のアカウントを偽装

できるため、呼び出し元のアカウントに関連付けられて

いる権限ではなく、偽装されたアカウントの権限で操作

を実行できます。このパラメータは[プロトコル]パラメ

ータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定

されている場合にのみ使用できます。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。無効なサーバー証明書を無視することを選択

することで、このような SSL 証明書エラーを回避でき

ます。このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。  
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プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。 

使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い

合わせてください。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・システムデフォルト - [オプション] ->[デフォルト設

定] -> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None  - プロキシは必要ありません 

・HTTP - プロキシタイプは HTTP です 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシ ユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続での認証に使用するユーザー

名を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシ パス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続での認証に使用するパスワー

ドを指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 
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<Exchange> 

セッションの終了 

説明 

「Exchange  - セッションの作成」アクティビティによって開始されたセッションを終了します。 

 

用途 

既存の Exchange セッションを終了するために使用されます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

終了させるセッション名を指定します。 
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<Exchange> 

オブジェクトの作成 

説明 

オブジェクトのプロパティとともに、予定表、連絡先、仕事などの新しい Microsoft Exchange オブジェクトを作成し

ます。 

 

用途 

指定したタイプの Exchange オブジェクトを作成します。アポイントメント、コンタクト、タスクを作成する際に使

用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchage -セッションの作成」アクテ

ィビティで作成されたセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Exchanege アクティビティが

必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッ

ションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 
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Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し

て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 
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プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに

より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。 

呼び出しアカウントには、偽装を実行するための適切な

権限が必要です 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。無効なサーバー証明書を無視することを選択

することで、このような SSL 証明書エラーを回避でき

ます。このパラメータは[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。使用する

値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて

ください。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

 

  



988 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい アポイントメ

ント 

作成する Exchange オブジェクトのタイプを指定しま

す。選択したオブジェクトタイプによって、仕様可能な

プロパティが異なります。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・アポイントメント - 予定表が作成されます 

・タスク - タスクが作成されます 

・コンタクト - 連絡先が作成されます 

変数にオブジ

ェクト ID を設

定する 

テキスト いいえ (空白) 作成したオブジェクトの一意の ID を取得する既存の変

数名を指定します。 

オブジェクト

プロパティ 

- - - 作成するオブジェクトに設定するプロパティ名と関連す

る値を指定します。[プロパティのロード]ボタンをクリ

ックして、作成する Exchange オブジェクトに必要なす

べてのプロパティ名を読み込み、各名前に必要な値を入

力します。プロパティは、[オブジェクトタイプ]パラメ

ータで選択したオブジェクトのタイプによって異なりま

す。例えば、アポイントメントオブジェクトの場合は、

開始時間、終了時間、場所が必要となります。一方コン

タクトオブジェクトの場合は、組織、住所、市、郵便番

号などが必要となります。プロパティの名前と値のペア

を個別に指定するには、[追加]ボタンをクリックしま

す。 

特定の名前と値のペアを編集するには、テーブルから選

択して[編集]ボタンをクリックします。特定の名前と値

のペアを削除するには、テーブルから選択して[削除]ボ

タンをクリックします。 

名 テキスト はい (空白) 作成するオブジェクトに関連付けられたプロパティ名を

設定します。 

値 テキスト はい (空白) プロパティ名に対応する値を設定します。 
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<Exchange> 

オブジェクトの取得 

説明 

1 つ以上の Exchange オブジェクトに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

後続の処理で使用するために Exchange オブジェクトのデータを取得する際に使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アク

ティビティで作成されたセッションから取得されます。

操作を完了するために複数の Exchange アクションが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。 

Microsoft Exchange Server2007 以降のバージョン、お

よび Exchange Online と互換性があります 

 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し
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て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに
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より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するた

めの適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。こ

の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ ト コ ル ] パ ラ メ ー タ が

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 
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プロキシタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。使用する

値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて

ください。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクトタ

イプ 

テ キ ス

ト(選択

式) 

はい アポイント メ

ント 

情報を取得する Exchange オブジェクトのタイプを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・アポイントメント - アポイントメントタイプのデータ

を取得します 

・コンタクト – コンタクトタイプのデータを取得します 

・Email - Email タイプのデータを取得します 

・タスク- タスクタイプのデータを取得します 

データセットを

作成して設定す

る 

テ キ ス

ト 

はい (空白) Exchange オブジェクトに関する情報を格納するために

作成するデータセットを指定します。 

フィルタータイ

プ 

テキス

ト(選択

式) 

はい カスタム 使用するフィルタリング方法を指定します。選択したオ

プションに応じて、異なるパラメータが表示されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・カスタム-カスタムフィルタリングが実行されます。

[追加]ボタンをクリックして、固有のフィルターを形成

する特定の名前、演算子、および値のプロパティを入力

できるプロパティエディターを表示します 
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・クエリ-指定したクエリを介してフィルタリングが実

行されます 

名 テキス

ト 

はい (空白) フィルターとして使用するプロパティ名を設定します。

このパラメータは、[演算子]および[値]パラメータと共

に使用し、特定のプロパティと値の組み合わせをフィル

ター処理するフィルターデバイスとして機能します。例

えば、情報を取得する Exchange オブジェクトタイプが

Email で、カスタムフィルターが次のように設定されて

いる場合: 

名前 = Subject 

演算子=Contain 

値 =会議 

このアクティビティは、件名フィールドに値[会議]を含

むメールメッセージのみを取得します。このパラメータ

は、[フィルタータイプ]パラメータが[カスタム]に設定

されている場合にのみ使用できます。 

演算子 テ キ ス

ト(選択

式) 

はい (空白) データを正確にフィルタリングできる演算子を指定しま

す。ドロップダウン矢印をクリックして、選択可能な演

算子のリストを表示します。使用可能な演算子は次のと

おりです。 

・Contain - [値]フィールドに入力した値に一致する単

語またはフレーズが含まれる値 

・Not Contain - [値]フィールドに入力した値に一致す

る単語またはフレーズが含まれていない値 

・Equals - [値]フィールドに入力した値と同じ値 

・Less Than - [値]フィールドに入力した値より小さい

値 

・Greater Than - [値]フィールドに入力した値より大き

い値 

・Less Than Or Equal To - [値]フィールドに入力した値

以下の値 

・Greater Than Or Equal To - [値]フィールドに入力し

た値以上の値 

このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメータが

[カスタム]に設定されている場合にのみ使用できます。 
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値 テキス

ト 

はい (空白) [名前]フィールドで指定されたプロパティ名に対応する

値を設定します。このパラメータを[名]および [演算子]

パラメータと共に使用して、カスタムフィルターを形成

します。このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメ

ータが[カスタム]に設定されている場合にのみ使用でき

ます。 

クエリ テ キ ス

ト 

はい (空白) 実行するクエリを指定します。このパラメータは、[フ

ィルタータイプ]パラメータが[クエリ]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

Re-occurrences はい/い

いえ 

いいえ いいえ 有効な場合、定期的な予定を取得する対象日時を指定し

ます。このパラメータは、[オブジェクトタイプ]パラメ

ータが[アポイントメント]に設定されている場合にのみ

使用できます。 

Start date 数字 はい 現在の日付/時

間 

定期的な予定を取得する開始日時を設定します。[カス

タム]をクリックして、事前定義された開始日を選択し

ます。正規表現の形式で日付時刻の値を入力するには、

[ 式 ] を 有 効 に し ま す 。 こ の パ ラ メ ー タ は [Re-

occurrences]パラメータが有効な場合のみ使用できま

す。 

End date 数字 はい 現在の日付/時

間 

定期的な予定を取得する終了日時を設定します。[カス

タム]をクリックして、事前定義された開始日を選択し

ます。正規表現の形式で日付時刻の値を入力するには、

[ 式 ] を 有 効 に し ま す 。 こ の パ ラ メ ー タ は [Re-

occurrences]パラメータが有効な場合のみ使用できま

す。 

以下のフォルダ

ーに添付ファイ

ルを保存する 

テキス

ト 

いいえ (空白) 有効な場合、添付ファイルを保存するフォルダを指定し

ます。 

ファイル名が既

に存在する場合 

テキス

ト 

いいえ 保存しない 指定したフォルダに同じ名前の添付ファイルが既に存在

する場合に実行する処理を指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・保存しない - 新しい添付ファイルは保存されません 

・一意のファイル名で保存する - 新しい添付ファイルは

一意の名前で保存されます(一意の文字を元の名前に追

加します) 

・既存のファイルを上書きする - 新しい添付ファイルは

既存のファイルを上書きします 

このパラメータは、[以下のフォルダに添付ファイルを

保存する]パラメータが有効になっている場合にのみ使

用できます。 
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<Exchange> 

オブジェクトの変更 

説明 

個々の Exchange オブジェクトの特定のプロパティを変更します。 

 

用途 

特定の Exchange オブジェクトの値を変更するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アクテ

ィビティで作成されたセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Exchange アクションが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し
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て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに
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より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のアカ

ウントとして機能しています。アカウントが偽装される

と、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントがシ

ステムで動作しているかのようにアクセスをログに記録

します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するため

の適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。この

パラメータは[プロトコル]パラメータが[EWS(Exchange 

2007 以降、オンライン)]に設定されている場合にのみ使

用できます。 
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プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。使用する

値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて

ください。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォルト)

で動作しますが、他のポートで動作するようにカスタマ

イズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 
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オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい アポイントメ

ント 

情報を取得する Exchange オブジェクトのタイプを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・アポイントメント - アポイントメントタイプのデータ

を取得します 

・コンタクト - コンタクトタイプのデータを取得します 

・タスク- タスクタイプのデータを取得します 

オブジェクト

ID 

テキスト はい (空白) 変 更 す る Exchange オ ブ ジ ェ ク ト の オ ブ ジ ェ ク ト

ID(Exchange オブジェクトアドレスまたは.EML ファイ

ル)を指定します。例えば、特定の連絡先のオブジェク

ト ID は次のようになります:https://domain.com/ 

exchange/mail@netauto.com/Contact/ContactName.EM

L 

オブジェクト

プロパティ 

- - - 変更するオブジェクトに設定するプロパティ名と関連す

る値を指定します。プロパティの名前と値のペアを個別

に指定するには、[追加]ボタンをクリックします。 

特定の名前と値のペアを編集するには、テーブルから選

択して[編集]ボタンをクリックします。特定の名前と値

のペアを削除するには、テーブルからペアを選択して

[削除]ボタンをクリックします。 

名 テキスト はい (空白) 値を変更するプロパティ名を指定します。 

値 テキスト はい (空白) [名]フィールドに対応する変更する値を指定します。 

 

  

mailto:exchange/mail@netauto.com/Contact/ContactName.EML
mailto:exchange/mail@netauto.com/Contact/ContactName.EML
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<Exchange> 

単一オブジェクトの削除 

説明 

単一の Exchange オブジェクトを削除します。特定のオブジェクトの ID を取得するには、「Exchange -オブジェクト

の取得」アクティビティを使用します。同じタイプのすべての Exchange オブジェクトを削除する、またはフィルタ

ーを使用して同じタイプの複数の Exchange オブジェクトを削除するには、「Exchange -オブジェクトの削除」アクテ

ィビティを使用します。 

 

用途 

オブジェクト ID を使用して、特定の単一 Exchange オブジェクトを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アク

ティビティで作成されたセッションから取得されます。

操作を完了するために複数の Exchange アクションが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

 

 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 
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Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し

て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 
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プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに

より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え  

いいえ いいえ [はい]に設定すると、自動検出サービスが実行時に自動

的に実行されます。自動検出を使用すると、ユーザーの

電子メールアドレスとパスワードを使用してユーザーの

プロファイルを自動的に構成することにより、メールク

ライアントを簡単に構成できます。このパラメータを

[はい]に設定すると、Exchange サーバーパラメータが

自動的に無効になります。 

このパラメータは、[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。 

偽装により、Exchange サーバー上のアカウントは、呼

び出し元のアカウントではなく、別のアカウントに関連

付けられているアクセス許可を使用してアクションを実

行できます。このパラメータは、[プロトコル]パラメー

タが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定さ

れている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するた

めの適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れてい

るか無効の状態であるために、例外がスローされること

があります。 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。こ

のパラメータは[プロトコル]パラメータが

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。使用する

値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて

ください。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。こ

のパラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定され

ている場合のみ使用できます。 
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プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

ID 

テキスト はい (空白) 削 除 す る Exchange オ ブ ジ ェ ク ト の オ ブ ジ ェ ク ト

ID(Exchange オブジェクトアドレスまたは.EML ファイ

ル)を指定します。例えば、特定の連絡先のオブジェク

ト ID は次のようになります: 

https://domain.com/exchange/mail@netauto.com/Cont

act/ContactName.EML 
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<Exchange> 

オブジェクトの削除 

説明 

アポイントメント、コンタクト、Email、タスク等の 1 つ以上の Exchange オブジェクトを削除します。 

 

用途 

同じタイプの Exchange オブジェクトを一括で削除するか、フィルターを使用して指定条件に基づいた 1 つ以上のオ

ブジェクトを削除するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アク

ティビティで作成されたセッションから取得されます。

操作を完了するために複数の Exchange アクションが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し
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て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに
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より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するた

めの適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。こ

の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ ト コ ル ] パ ラ メ ー タ が

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 
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プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。使用する

値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて

ください。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 
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オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい アポイントメ

ント 

削除する Exchange オブジェクトのタイプを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・アポイントメント - アポイントメントタイプのデータ

を取得します 

・コンタクト – コンタクトタイプのデータを取得します 

・Email - Email タイプのデータを取得します 

・タスク- タスクタイプのデータを取得します 

フィルタータ

イプ 

テキスト

(選択式) 

はい カスタム 使用するフィルタリング方法を指定します。選択したオ

プションに応じて、異なるパラメータが表示されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・カスタム-カスタムフィルタリングが実行されます。

[追加]ボタンをクリックして、固有のフィルターを形成

する特定の名前、演算子、および値のプロパティを入力

できるプロパティエディターを表示します 

・クエリ-指定したクエリを介してフィルタリングが実

行されます 

名 テキスト はい (空白) フィルターとして使用するプロパティ名を設定します。

このパラメータは、[演算子]および[値]パラメータと共

に使用し、特定のプロパティと値の組み合わせをフィル

ター処理するフィルターデバイスとして機能します。 

例えば、情報を取得する Exchange オブジェクトタイプ

が Email で、カスタムフィルターが次のように設定され

ている場合: 

名前 = Subject 

演算子=Contain 

値 =会議 

このアクティビティは、件名フィールドに値[会議]を含

むメールメッセージを削除します。このパラメータは、

[フィルタータイプ]パラメータが[カスタム]に設定され

ている場合にのみ使用できます。 

演算子 テ キ ス ト

(選択式) 

はい (空白) データを正確にフィルタリングできる演算子を指定しま

す。ドロップダウン矢印をクリックして、選択可能な演

算子のリストを表示します。使用可能な演算子は次のと

おりです。 

・Contain - [値]フィールドに入力した値に一致する単

語またはフレーズが含まれる値 

・Not Contain - [値]フィールドに入力した値に一致す

る単語またはフレーズが含まれていない値 

・Equals - [値]フィールドに入力した値と同じ値 

・Less Than - [値]フィールドに入力した値よりも小さ

い値 

・Greater Than - [値]フィールドに入力した値より大き

い値 
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・Less Than Or Equal To - [値]フィールドに入力した値

以下の値 

・Greater Than Or Equal To - [値]フィールドに入力し

た値以上の値 

このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメータが

[カスタム]に設定されている場合にのみ使用できます。 

値 テキスト はい (空白) [名前]フィールドで指定されたプロパティ名に対応する

値を設定します。このパラメータを[名]および [演算子]

パラメータと共に使用して、カスタムフィルターを形成

します。このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメ

ータが[カスタム]に設定されている場合にのみ使用でき

ます。 

クエリ テキスト はい (空白) 実行するクエリを指定します。このパラメータは、[フ

ィルタータイプ]パラメータが[クエリ]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 
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<Exchange> 

単一オブジェクトの移動 

説明 

単一の Exchange オブジェクトを移動します。特定のオブジェクトの ID を取得するには、「Exchange -オブジェクト

の取得」アクティビティを使用します。同じタイプのすべての Exchange オブジェクトを移動する、またはフィルタ

ーを使用して同じタイプの複数の Exchange オブジェクトを移動するには、「Exchange -オブジェクトの移動」アクテ

ィビティを使用します。 

 

用途 

オブジェクト ID を使用して、特定の単一 Exchange オブジェクトを移動するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アク

ティビティで作成されたセッションから取得されます。

操作を完了するために複数の Exchange アクションが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。 

Microsoft Exchange Server2007 以降のバージョン、お

よび Exchange Online と互換性があります 
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・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し

て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 

Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は[メールアドレス]フィール

ドに設定されている値と同じでなくてもかまいません。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに
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より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 

クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒) 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するた

めの適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。 

 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。こ

の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ ト コ ル ] パ ラ メ ー タ が

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 
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プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。 

使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い

合わせてください。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

ID 

テキスト はい (空白) 移 動 す る Exchange オ ブ ジ ェ ク ト の オ ブ ジ ェ ク ト

ID(Exchange オブジェクトアドレスまたは.EML ファイ

ル)を指定します。例えば、特定の連絡先のオブジェク

ト ID は次のようになります: 

https://domain.com/exchange/mail@netauto.com/Cont

act/ContactName.EML  
移動先フォル

ダー 

テキスト はい (空白) 指定したオブジェクトの移動先フォルダを指定します。 

 

<Exchange> 

オブジェクトの移動 

説明 

アポイントメント、コンタクト、Email、タスク等の 1 つ以上の Exchange オブジェクトを別の場所へ移動します。 

 

用途 

同じタイプの Exchange オブジェクトを一括で移動するか、フィルターを使用して指定条件に基づいた 1 つ以上のオ
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ブジェクトを移動するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - Exchange サーバーへの接続を確立するために必要なユ

ーザー資格情報、サーバー設定、およびその他の設定の

参照元を示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・ホスト-ユーザーの資格情報、サーバー設定、詳細設

定がこのアクティビティに対して個別に構成されます。

このオプションは通常、操作を完了するために単一のア

クティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報、サーバー設定、およ

び詳細設定が 、「Exchange -セッションの作成」アク

ティビティで作成されたセッションから取得されます。

操作を完了するために複数の Exchange アクションが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい Exchange 

Session1 

このアクティビティをリンクする既存のセッション名を

設定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい EWS 

(Exchange 

2007 以降、オ

ンライン) 

Exchange サーバーの接続に使用するプロトコルを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - WebDAV(World 

Wide Web Distributed Authoring and Versioning)を使

用します。Microsoft Exchange Server2003 および 2007

と互換性があります 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)を使用します。Microsoft 

Exchange Server2007 以降のバージョン、および

Exchange Online と互換性があります 

・EWS Online – EWS(Exchange Web Services)プロトコ

ルを使用して先進認証(Modern Authentication)を介し

て Microsoft Exchange Online にアクセスします。※バ

ージョン 11.5 以降 

メールアドレ

ス 

テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効な電子メ

ールアドレスを指定します。 

プロトコルが[WEBDAV(Exchange2003、2007)]または[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場

合のみ、有効になります 
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Exchange サー

バー 

テキスト はい (空白) 接続する Exchange サーバーを指定します。 

HTTPS/ 

HTTP 

はい/いい

え 

いいえ HTTPS Exchange サーバーのプロトコルタイプとして

HTTP(通常の HTTP)または HTTPS(Secure HTTP)の

どちらを使用するかを示します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ベーシック Exchange サーバーの認証タイプを指定します。このパ

ラメータは、[プロトコル]パラメータが

[WEBDAV(Exchange 2003、2007)]に設定されている

場合にのみ使用できます。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ベーシック-HTTP ヘッダーで提示される基本認証資

格情報を取得します 

・デフォルト-[オプション]->[デフォルト設定]-> [電

子メール]で設定されたデフォルトの認証タイプを取得

します 

・フォーム-フォームベースの認証では、HTML フォー

ムを使用して、Exchange サーバーにアクセスしようと

しているユーザーから資格情報を取得できます 

注 1:このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) Exchange サーバーへの接続に使用されるドメイン名

(例:domain.exchangeServer.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なユーザ

ー名を指定します。この値は、[メールアドレス]フィー

ルドに設定されている値と同じでなくてもかまいませ

ん。 

パスワード テキスト はい (空白) Exchange サーバーへの接続に使用される有効なパスワ

ードを指定します。 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定された場合のみ、有効になります 

現在の

Windows ユー

ザーとして認

証する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効にすると、現在の Windows ユーザーの資格情報を

介して認証が実行され、[ユーザー名]、[パスワード] 、

および[ドメイン名]のパラメータが無効になります。 

実行時にサー

バーを検索す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、実行時にサーバーの自動検出サー

ビスが自動的に実行されます。自動検出を使用すると、

ユーザーの電子メールアドレスとパスワードを使用して

ユーザーのプロファイルを自動的に構成します。これに

より Outlook 2007 以降を簡単に構成できます。このパ

ラメータを有効にすると、[Exchange サーバー]パラメ

ータが無効になります。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト はい (空白) 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラメ

ータはタスクビルダーで暗号化されます。 
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クライアント

ID 

テキスト はい (空白) 認証に使用するクライアント ID を指定します。このパ

ラメータはタスクビルダーで暗号化されます。 

Client Secret テキスト はい (空白) 認証に使用する Client Secret を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーで暗号化されます。[メールア

ドレス]、[テナント ID]、[クライアント ID]および

[Client Secret]パラメータを入植後、[署名の検証]ボタ

ンをクリックして Exchange Online サーバーへのテス

ト接続を実行します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

現在のフォル

ダ 

テキスト はい Calendar このアクティビティを実行する Exchange フォルダを指

定します。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 100 タイムアウトエラーが発生するまでの時間を指定しま

す。単位は秒です。 

偽装アクセス

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になりま

す。偽装により、Exchange サーバー上のアカウント

は、呼び出し元のアカウントではなく、別のアカウント

に関連付けられているアクセス許可を使用してアクショ

ンを実行できます。このパラメータは、[プロトコル]パ

ラメータが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:Exchange の偽装では、1 つのアカウントが別のア

カウントとして機能しています。アカウントが偽装され

ると、システムは、ヘッダーで指定されたアカウントが

システムで動作しているかのようにアクセスをログに記

録します。呼び出しアカウントには、偽装を実行するた

めの適切な権限が必要です 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視され

ます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れている

か無効の状態であるために、例外がスローされることが

あります。 

無効なサーバー証明書を無視することを選択すること

で、このような SSL 証明書エラーを回避できます。こ

の パ ラ メ ー タ は [ プ ロ ト コ ル ] パ ラ メ ー タ が

[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されて

いる場合にのみ使用できます。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムのデ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。 

使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い

合わせてください。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 
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・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

プロキシサー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]が[HTTP]に設定されて

いる場合のみ使用できます。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 1028 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフォル

ト)で動作しますが、他のポートで動作するようにカス

タマイズできます。このパラメータは[プロキシタイプ]

が[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシユー

ザー名(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 

プロキシパス

ワード(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由接続の認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは[プロキシタイプ]が

[HTTP]に設定されている場合のみ使用できます。 
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オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

オブジェクト

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい アポイントメ

ント 

移動する Exchange オブジェクトのタイプを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・アポイントメント - アポイントメントタイプのデータ

を取得します 

・コンタクト – コンタクトタイプのデータを取得します 

・Email - Email タイプのデータを取得します 

・タスク- タスクタイプのデータを取得します 

データセット

を作成して設

定する 

テキスト はい (空白) Exchange オブジェクトに関する情報を格納するために

作成するデータセットを指定します。 

移動先フォル

ダー 

テキスト はい (空白) 指定したオブジェクトの移動先フォルダを指定します。 

フィルタータ

イプ 

テキスト

(選択式) 

はい カスタム 使用するフィルタリング方法を指定します。選択したオ

プションに応じて、異なるパラメータが表示されます。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・カスタム-カスタムフィルタリングが実行されます。

[追加]ボタンをクリックして、固有のフィルターを形成

する特定の名前、演算子、および値のプロパティを入力

できるプロパティエディターを表示します 

・クエリ-指定したクエリを介してフィルタリングが実

行されます 

名 テキスト はい (空白) フィルターとして使用するプロパティ名を設定します。

このパラメータは、[演算子]および[値]パラメータと共

に使用し、特定のプロパティと値の組み合わせをフィル

ター処理するフィルターデバイスとして機能します。 

例えば、情報を取得する Exchange オブジェクトタイプ

が Email で、カスタムフィルターが次のように設定され

ている場合: 

名前 = Subject 

演算子=Contain 

値 =会議 

このアクティビティは、件名フィールドに値[会議]を含

むメールメッセージを削除します。このパラメータは、

[フィルタータイプ]パラメータが[カスタム]に設定され

ている場合にのみ使用できます。 
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演算子 テ キ ス ト

(選択式) 

はい (空白) データを正確にフィルタリングできる演算子を指定しま

す。ドロップダウン矢印をクリックして、選択可能な演

算子のリストを表示します。使用可能な演算子は次のと

おりです。 

・Contain - [値]フィールドに入力した値に一致する単

語またはフレーズが含まれる値 

・Not Contain - [値]フィールドに入力した値に一致す

る単語またはフレーズが含まれていない値 

・Equals - [値]フィールドに入力した値と同じ値 

・Less Than - [値]フィールドに入力した値よりも小さ

い値 

・Greater Than - [値]フィールドに入力した値より大き

い値 

・Less Than Or Equal To - [値]フィールドに入力した値

以下の値 

・Greater Than Or Equal To - [値]フィールドに入力し

た値以上の値 

このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメータが

[カスタム]に設定されている場合にのみ使用できます。 

値 テキスト はい (空白) [名前]フィールドで指定されたプロパティ名に対応する

値を設定します。このパラメータを[名]および [演算子]

パラメータと共に使用して、カスタムフィルターを形成

します。このパラメータは、[フィルタータイプ]パラメ

ータが[カスタム]に設定されている場合にのみ使用でき

ます。 

クエリ テキスト はい (空白) 実行するクエリを指定します。このパラメータは、[フ

ィルタータイプ]パラメータが[クエリ]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 
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SharePoint 

Microsoft SharePoint ビジネスと IT プロセスを単一のプラットフォームで自動化する際にこちらのアクションを使用

します。包括的な自動化ソリューションを提供し、企業が SharePoint をネットワーク全体の異種アプリケーション

と統合できるようにします。 

このアクションによる実装例: 

・コードなしの SharePoint 自動化を実装する 

・SharePoint サイトにファイルをアップロードまたはダウンロードする時間を節約する 

・待ち時間、エラー、運用コストを排除する 

・SharePoint ワークフローを取得して制御する 

・SharePoint ユーザーとグループを管理する 

・ファイルを自動的にチェックインおよびチェックアウトする 

 

<SharePoint> 

セッションの作成 

説明 

後続の SharePoint アクションを関連付ける新しいセッションを作成します。 

1 つのタスク内に複数のセッションを作成し、SharePoint 操作を同時に自動化することができます。 

 

用途 

タスク開始時にセッションを作成するために使用します。作成されたセッションに複数の SharePoint アクションを関

連付けることができます。セッションを終了するには、「SharePoint -セッションの終了」アクティビティを使用しま

す。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

作成するセッションの SharePoint バージョンを設定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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セッション テキスト はい SharePointSe

ssion1 

作成するセッション名を指定します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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<SharePoint> 

セッションの終了 

説明 

「SharePoint -セッションの作成」アクティビティを使用して作成したセッションを終了します。 

 

用途 

SharePoint 操作は、特定のセッションに関連付ける必要があります。このアクティビティはすべての操作が完了した

後で、特定のセッションを終了するため、タスクの最後によく使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

終了するセッションの名前を指定します。 
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<SharePoint> 

ファイルの取得 

説明 

指定されたドキュメントライブラリから 1 つまたは複数のファイルに関する情報を取得し、データセットに結果を取

り込みます。 

こ の ア ク テ ィ ビ テ ィ で は 、 SharePoint 2010 で サ ポ ー ト さ れ て い る Collaborative Application Markup 

Language(CAML)クエリ機能を使用して、取得するデータをさらに定義することも可能です。たとえば、CAML ク

エリ文字列をサーバーおよびクライアントオブジェクトモデルのいくつかのクラスの Query プロパティに割り当てて

データを返したり、Lists Web サービスのメソッドパラメータに割り当ててリモートでデータを操作したりすること

が可能です。 

 

用途 

特定の SharePoint ドキュメントライブラリにあるファイルに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

 

 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。 

[認証タイプ]パラメータにて選択されているオプション

に応じて有効になる場合とならない場合があります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント

ライブラリ タ

イトル 

テキスト はい (空白) ファイル情報を取得するドキュメントライブラリのタイ

トルを指定します。特定のコンテンツを表示または選択

するための SharePoint ブラウザを使用するには、フォル

ダイコンをクリックします。 

CAML クエリ

ー 

テキスト はい (空白) 実行する CAML クエリを設定します。 

注 1:このオプションは SharePoint 2010 においてのみサ

ポートされています 
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データセット

を 作 成 し て

SharePoint フ

ァイル情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 照会したファイルに関する情報を格納するデータセット

名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Expires 日付 ファイルの有効日時を返します。 

theDataset.Body テキスト ファイルの本文を返します。 

theDataset.Level テキスト ファイルの公開レベルを返します。 

theDataset.MetaInfo テキスト ファイルが存在するリストの一意の ID を返します。 

theDataset.ProgID テキスト ファイルのプログラム識別子を返します。 

theDataset.Editor テキスト ファイルの編集者を返します。 

theDataset.Author テキスト ファイルの作成者を返します。 

theDataset.Created 日付 ファイルが最初に作成された日時を返します。日時形式

は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.Modified 日付 ファイルが最後に変更された日時を返します。日時形式

は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.Title テキスト ファイルのタイトルを返します。 

theDataset.CotentTypeID テキスト ファイルに関連付けられているコンテンツタイプの識別

子を返します。 

theDataset.ID テキスト ファイルを識別する ID を返します。 
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<SharePoint> 

ファイルのダウンロード 

説明 

SharePoint サイトからローカルディレクトリに 1 つ以上のファイルをダウンロードします。複数のファイルを指定す

るには、ワイルドカード文字(*または？)を使用します。複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定するには、

それらをパイプ文字で区切ります(例:source/*.txt|source/*.bak)。 

 

用途 

SharePoint サイトからファイルを自動取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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    ・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。 

[認証タイプ]パラメータにて選択されているオプション

に応じて有効になる場合とならない場合があります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒) 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

[単一ファイル]を選択した場合、以下のパラメータが有効になります。 

ソース テキスト はい (空白) ダウンロードするファイルのソース URL を指定します。

フォルダアイコンをクリックすると、SharePoint ブラウ

ザを使用して選択できます。 

書き込み先 テキスト はい (空白) ダウンロードするファイル名をフルパス/ファイル名で指

定します。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、書き込み先に存在する同名のファ

イルが上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名の

ファイルが存在する場合、上書きはされませんが実行エ

ラーが発生します。 

[複数ファイル]を選択した場合、以下のパラメータが有効になります。 

リモートファ

イル 

テキスト はい (空白) ダウンロードするソースファイルを指定します。ワイル

ドカード文字(*または？)を使用して、特定のマスクに一

致するファイルをダウンロードできます。複数のファイ

ルやファイルマスクを指定するには、エントリをパイプ

記号で区切ります 

(例:source/*.txt|/source/*.bak|/source/*.log)。 

特定のコンテンツを表示または選択するためには、フォ

ルダイコンをクリックします。 

ローカルファ

イル 

テキスト はい (空白) ダウンロードしたファイルの保存先をフルパス/ファイル

名で指定します。存在しないフォルダは、実行時に自動

的に作成されます。 

データセット

にダウンロー

ドファイルの

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) ダウンロードしたファイルに関する情報を格納するデー

タセット名を設定します。 

 

ファイル オプション([複数ファイル]を選択した場合のみ) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定したマスクに一致するファイルを除外します。特定

のファイル名またはワイルドカード(*または？)を使用で

きます。複数のエントリは、パイプ記号(* .txt | * .bak)で

区切って指定できます。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、[マスクを除外する]パラメータで指定した

値が正規表現として解釈します。無効な場合、値はプレ

ーンテキストとして解釈されます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時刻よりも新しいファイル

のみに作用します。[カスタム]ボタンをクリックして、

事前定義された日時を選択します。 
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正規表現の形式で日付時刻の値を入力するには、[式]を

有効にします。無効の場合、このパラメータは無視され

ます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時刻よりも古いファイルの

みに作用します。[カスタム]ボタンをクリックして、事

前定義された日時を選択します。正規表現の形式で日付

時刻の値を入力するには、[式]を有効にします。無効の

場合、このパラメータは無視されます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合は

上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名のファイ

ルが存在する場合、上書きはされませんが実行エラーが

発生します。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、[リモートファイル]パラメータで

指定されたマスクに一致するファイルを、サブファイル

を含めて検索します。[いいえ]に設定すると、サブフォ

ルダは含まれません。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをダウンロードします。[いいえ]

に設定すると、サブフォルダはコピーされず、[ローカル

ファイル]で指定したターゲットフォルダのルートに直接

ダウンロードされます。このパラメータは、[サブフォル

ダーを含める]パラメータが有効な場合にのみ使用できま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Error テキスト ダウンロード中にエラーが発生した場合、エラーの説明

を返します。エラーが発生しなかった場合は、このデー

タセットは空です。 

theDataset.DownloadResult 真偽 ダウンロード結果を返します。成功した場合は True、そ

うでない場合 False を返します。 

theDataset.LocalFileName テキスト ダウンロードするファイルの保存先(ローカル)ファイル

名を返します。 

theDataset.SharePointFileDate 日付 ダウンロードするファイルの日付を返します。日付の形

式は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.SharePointFileSize テキスト ダウンロードするファイルのサイズ(MB)を返します。 

theDataset.SharePointFileName テキスト ダウンロードするファイルの名前を返します。 
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<SharePoint> 

ファイルのアップロード 

説明 

1 つ以上のローカルファイルを SharePoint ライブラリにアップロードします。複数のファイルを指定するには、ワイ

ルドカード文字(*または？)を使用します。複数のファイルまたはワイルドカードマスクを指定するには、それらをパ

イプ文字で区切ります(例:source/*.txt|source/*.bak)。 

 

用途 

SharePoint へのファイルの自動送信に使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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    ・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。 

[認証タイプ]パラメータにて選択されているオプション

に応じて有効になる場合とならない場合があります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

[単一ファイル]を選択した場合、以下のパラメータが有効になります。 

ソース テキスト はい (空白) アップロードするファイルを指定します。 

書き込み先 テキスト はい (空白) ファイルのアップロード先をフルパス/ファイル名で指定

します。 

上書き はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、書き込み先に存在する同名のファ

イルが上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名の

ファイルが存在する場合、上書きはされませんが実行エ

ラ ー が 発 生 し ま す 。 

このオプションは SharePoint2010、2013、Online でのみ

サポートされています。 

[複数ファイル]を選択した場合、以下のパラメータが有効になります。 

ローカルファ

イル 

テキスト はい (空白) アップロードするソースファイルをフルパス/ファイル名

で指定します。ワイルドカード(*または？)を使用して、

特定のマスクに一致するファイルをアップロードするこ

とも可能です。複数のファイルやファイルマスクを指定

す る に は 、 エ ン ト リ を パ イ プ 記 号 で 区 切 り ま す

(*.txt|*.bak)。 

リモートファ

イル 

テキスト はい (空白) ファイルのアップロード先をフルパス/ファイル名で指定

します。存在しないフォルダは実行時に、自動的に生成

されます。特定のコンテンツを表示または選択するため

には、フォルダイコンをクリックして SharePoint ブラウ

ザを使用できます。 

データセット

にアップロー

ドファイルの

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) アップロードしたファイルに関する情報を格納するデー

タセット名を設定します。 

メタタグ テキスト いいえ (空白) SharePoint サイトで使用可能な列にアップロードするフ

ァイルに含めるメタデータを指定します。メタタグは一

度に複数の列に設定できます。 

 

ファイル オプション([複数ファイル]を選択した場合のみ) 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) 指定したマスクに一致するファイルを除外します。特定

のファイル名またはワイルドカード(*または？)を使用で

きます。複数のエントリは、パイプ記号（*.txt|*.bak)で

区切って指定できます。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、[マスクを除外する]パラメータで指定した

値が正規表現として解釈します。無効な場合、値はプレ

ーンテキストとして解釈されます。 
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より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時刻よりも新しいファイル

のみに作用します。[カスタム]ボタンをクリックして、

事前定義された日時を選択します。 

正規表現の形式で日付時刻の値を入力するには、[式]を

有効にします。無効の場合、このパラメータは無視され

ます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、指定された日付/時刻よりも古いファイルの

みに作用します。[カスタム]ボタンをクリックして、事

前定義された日時を選択します。正規表現の形式で日付

時刻の値を入力するには、[式]を有効にします。無効の

場合、このパラメータは無視されます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合は

上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名のファイ

ルが存在する場合、上書きはされませんが実行エラーが

発生します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ FTP サーバーに関して大文字と小文字が区別されるかど

うかを示します。[はい]に設定すると区別され、[いい

え]に設定すると区別されません。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アーカイブ属性がオフになりま

す。 

[いいえ]に設定すると、アーカイブ属性がオンになりま

す。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、[ローカルフォルダ]パラメータで

指定されたマスクに一致するファイルを、サブファイル

を含めて検索します。[いいえ]に設定すると、サブフォ

ルダは含まれません。 

フォルダー構

造を保持する 

はい/いい

え 

はい いいえ [はい]に設定すると、ソースフォルダのサブフォルダ構

造を保持してファイルをアップロードします。[いいえ]

に設定すると、サブフォルダはコピーされず、[リモート

フォルダ]で指定したターゲットフォルダのルートに直接

アップロードされます。このパラメータは、[サブフォル

ダーを含める]パラメータが有効な場合にのみ使用できま

す。 

 

ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Error テキスト アップロード中にエラーが発生した場合、エラーの説明

を返します。エラーが発生しなかった場合は、このデー

タセットは空です。 

theDataset.UploadResult 真偽 アップロード結果を返します。成功した場合は True、

そうでない場合 False を返します。 

theDataset.SharePointFileName テキスト アップロードするファイルの保存先パスとファイル名を

返します。 

theDataset.LocalFileDate 日付 アップロードするファイルの日付を返します。日付の形

式は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.LocalFileSize テキスト アップロードするファイルのサイズ(MB)を返します。 

theDataset.LocalFileName テキスト アップロードするファイルのフルパスとファイル名を返

します。 
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<SharePoint> 

ファイルの削除 

説明 

指定した SharePoint サイトから既存のファイルを削除します。 

 

用途 

サーバーの相対 URL で指定された SharePoint ファイを削除するために削除するために使用します。 

ファイルは、ドキュメントライブラリ内のアイテムまたはフォルダ内のファイルを指します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) サーバーの URL に基づくファイルの相対 URL を設定し

ます。特定のコンテンツを表示または選択するにはフォ

ルダイコンをクリックして SharePoint ブラウザを使用し

ます。 

 

<SharePoint> 
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チェックイン 

説明 

ドキュメントをチェックインします。ドキュメントをチェックインおよびチェックアウトすると、ユーザーはドキュ

メントへの排他的な書き込みアクセス権を取得できるため、複数の作成者による変更のマージが不要となります。 

 

用途 

チェックアウトされたファイルをチェックインするために使用されます。ドキュメントをチェックアウトしたユーザ

ーはそのドキュメントへの変更を保存できる唯一のユーザーとなります。他のユーザーはドキュメントを読むことは

できますが、変更を加えることはできません。ドキュメントをチェックアウトしたユーザーは、ドキュメントを更新

して最新バージョンのドキュメントを表示できますが、他のユーザーはドキュメントがチェックインされるまで更新

を表示できません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  – SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

 

・ SharePoint 2007 以 前  – SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 
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注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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書き込み先 テキスト はい (空白) 書き込み先の URL を指定します。特定のコンテンツを

表示または選択するためには、フォルダイコンをクリッ

クして SharePoint ブラウザを使用できます。 

ソース(オプシ

ョン) 

テキスト はい (空白) ファイルのソースの場所を指定します。  

コメント - いいえ (空白)  チェックインに関するユーザー定義のコメントを設定し

ます。 

チェックイン

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ マイナーバー

ジョンとして

チェックイン 

ファイルのチェックインのタイプを指定します。このパ

ラメータは、SharePoint 2010 および SharePoint Online

でのみサポートされています。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・マイナーバージョンとしてチェックイン - チェックイ

ンはマイナーバージョンとして 1 増加します 

・メジャーバージョンとしてチェックイン - チェックイ

ンはメジャーバージョンとして 1 増加します 

・上書きチェックイン - 既存のファイルを上書きしてチ

ェックインします 
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<SharePoint> 

チェックアウト 

説明 

ライブラリからドキュメントをチェックアウトします。ユーザーはドキュメントへの排他的な書き込みアクセス権を

取得できるため、複数の作成者による変更をマージが不要となります。 

 

用途 

ファイルをチェックアウトすると、編集中に他のユーザーがファイルを変更できないようになります。ファイルがチ

ェックアウトされている間、ファイルを編集する、閉じる、再度開く、ハードディスク上のファイルを操作すること

が可能です。他のユーザーはファイルを再度チェックインするまで、ファイルを変更したり、変更を表示したりする

ことはできません。作業する前にファイルをチェックアウトすると、複数の人が同じファイルで操作しているときの

競合を回避することができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 
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注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書  テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) チェックアウトするファイルのソース URL を指定しま

す。 

<SharePoint> 
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チェックアウトの破棄 

説明 

チェックアウトを破棄します。チェックアウトを破棄すると、ファイルのロックが解除され、SharePoint サイトの最

新バージョンでファイルが上書きされます。 

 

用途 

サイトのライブラリからファイルをチェックアウトし、変更を加えた後、変更を保持しない場合はチェックアウトを

破棄する(または元に戻す)ことができます。ファイルをチェックアウトしてから行った変更は破棄され、ファイルは

他のユーザーが編集できるようになります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) チェックアウトを破棄するファイルのソース URL を指

定します。 
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<SharePoint> 

ファイルのコピー 

説明 

SharePoint 上の特定のファイルを特定の場所にコピーします。 

 

用途 

特定の SharePoint の場所から別の場所にファイルをコピーするために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミ

スでインストールおよび展開する代わりに Microsoft が

ホストするクラウドベースのサービスの使用を指定しま

す 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 または SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプ

レート、リスト、およびライブラリのコレクションを指

します。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択し

た認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブに

なります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を

示します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性があり

ます 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)

設定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されてい

るオプションに応じて有効になる場合とならない場合が

あります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラー

が発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎて

も接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) コピーするファイルのソース URL を指定します。特定

のコンテンツを表示または選択するには、フォルダイコ

ンをクリックして SharePoint ブラウザを使用します。 

書き込み先 テキスト はい (空白) ファイルのコピー先の URL を設定します。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コピーしたファイルと同名のファ

イルが上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名の

ファイルが存在する場合、上書きはされませんが実行エ

ラーが発生します。 

<SharePoint> 
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ファイルの移動 

説明 

既存のファイルを SharePoint ライブラリからターゲットとなる場所に移動します。 

 

用途 

ライブラリ内の 1 つ以上のドキュメントを別のライブラリに移動するために使用します。たとえば、あるライブラリ

で 1 年以上前に作成されたすべてのドキュメントを別のライブラリに移動して、情報をアーカイブすることができま

す。またはワークグループを変更するときに、あるサイトのドキュメントを所有しているライブラリからサブサイト

の別のライブラリに移動する際にも利用可能です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

  



1057 

 

    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース テキスト はい (空白) 移動するファイルのソース URL を指定します。特定の

コンテンツを表示または選択するには、フォルダイコン

をクリックして SharePoint ブラウザを使用します。 

書き込み先 テキスト はい (空白) ファイルの移動先の URL を設定します。 

移動方法 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ None 移動方法を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・None-移動操作は適用されません 

・Overwrite-同じ名前のファイルが存在する場合、上書

きします 

・AllowBrokenThickets-チケットサポートファイルがフ

ァイルから分離されている場合でも、移動操作を終了し

ます 

・BypassApprovePermimssion - 公開されたバージョン

のファイルがない場合、承認権限が不要となります 
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<SharePoint> 

フォルダーの取得 

説明 

指定されたドキュメントライブラリのうち 1 つまたは複数のフォルダを取得し、データセットに結果を格納します。 

 

用途 

特定の SharePoint ドキュメントライブラリにあるフォルダに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

フォルダー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント 

ライブラリ タ

イトル 

テキスト はい (空白) フォルダ情報を取得するドキュメントライブラリのタイ

トルを設定します。特定のコンテンツを表示または選択

するには、フォルダイコンをクリックして SharePoint ブ

ラウザを使用します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint フ

ォルダー情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したフォルダに関する情報を格納するデータセット

名を指定します。 
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<SharePoint> 

フォルダーの作成 

説明 

現在のドキュメントワークスペースサイトのドキュメントライブラリに新しいフォルダを作成します。 

既存のフォルダ内にサブフォルダを作成するためにも使用できます。 

 

用途 

ライブラリ内のコンテンツをグループ化して管理するためのフォルダを作成するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します  
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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フォルダー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント 

ライブラリ タ

イトル 

テキスト はい (空白) フォルダを作成するドキュメントライブラリのタイトル

を指定します。特定のコンテンツを表示または選択する

には、フォルダイコンをクリックして SharePoint ブラウ

ザを使用します。 

新しいフォル

ダー名 

テキスト はい (空白) 作成する新しいフォルダ名を指定します。 

親フォルダー

の URL 

テキスト いいえ いいえ 新しいフォルダを作成する親フォルダの URL を設定し

ます。これは、既存のフォルダ内にサブフォルダを作成

する場合にのみ必要です。空白の場合、ルートディレク

トリからサブフォルダが作成されます。このオプション

は SharePoint2010、2013、Online でのみサポートされ

ています。 
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<SharePoint> 

フォルダーの削除 

説明 

指定した SharePoint サイトから既存のフォルダを削除します。 

 

用途 

サーバーの相対 URL で指定された SharePoint フォルダを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

  



1069 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

フォルダー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

フォルダー テキスト はい (空白) 削除するフォルダのサーバー相対 URL を指定します。

特定のコンテンツを表示または選択するにはフォルダイ

コンをクリックして、SharePoint ブラウザを使用しま

す。 
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<SharePoint> 

フォルダー名の変更 

説明 

現在のドキュメントワークスペースサイトのドキュメントライブラリにあるフォルダの名前を変更します。 

 

用途 

既存のフォルダ名を変更するために使用します。 

下位互換性のあるドキュメントライブラリ内のフォルダである場合は、ポータルサイトまたはネットワークプレース

から直接フォルダの名前を変更できます。共有フォルダのルートフォルダの名前を変更すると、フォルダが削除され、

新しいフォルダとして追加されます。その結果、フォルダは同期されなくなります(ただし、フォルダ名を変更して

いない他のメンバー間でフォルダは引き続き同期されます)。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

 

 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと
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Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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フォルダー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドキュメント

ラ イ ブ ラ リ 

タイトル 

テキスト はい (空白) フォルダ名を変更するドキュメントライブラリのタイト

ルを指定します。特定のコンテンツを教示または選択す

るには、フォルダイコンをクリックして SharePoint ブラ

ウザを使用します。 

フォルダー テキスト はい (空白) 名前を変更するフォルダを指定します。 

新しいフォル

ダー名 

テキスト はい (空白) 新しいフォルダ名を指定します。 

親フォルダー

URL 

テキスト いいえ (空白) サブフォルダを作成する親フォルダの URL を指定しま

す。これは、既存のフォルダ内にサブフォルダを作成す

る場合にのみ必要です。空白のままにすると、ルートデ

ィレクトリにサブフォルダが作成されます。このオプシ

ョンは SharePoint2010、2013、Online でのみサポートさ

れています 
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<SharePoint> 

リストの取得 

説明 

SharePoint サーバーからリストを取得し、データセットに結果を格納します。 

 

用途 

SharePoint リストに関する情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint リ

スト情報を設

定する 

テキスト はい (空白) リストに関する情報を取得するデータセットの名前を指

定します。 
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<SharePoint> 

リストの作成 

説明 

新しい SharePoint リストを作成します。リストは、リストアイテムを格納する SharePoint サイトのコンテナーです。

リストには、1 つ以上のフィールドで構成されるカスタマイズ可能なスキーマがあります。 

 

用途 

アイテムを追加するための新しいリストを作成します。リストにアイテムを追加するには、「SharePoint -リストアイ

テムの追加」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します  
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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リスト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイトル テキスト はい (空白) 作成するリストのタイトルを指定します。 

説明 テキスト いいえ (空白) 作成するリストのユーザー定義の説明を指定します。 

テンプレート

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ジェネリック

リスト 

リストテンプレートを指定します。ドロップダウン矢印

をクリックして、使用可能なテンプレートのリストから

選択します。 

クイック起動 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ デフォルト値 リストをクイック起動アイテムにするかどうかを指定し

ます。使用可能なオプションは次の通りです。 

・オン 

・オフ 

・デフォルト値 

列の追加 - - - コンテンツタイプが参照するサイトとリストの列を追加

します。列は、ユーザーが追加したリストまたはコンテ

ンツタイプのアイテムに対して管理したい属性またはメ

タデータの一部を表します。列の新しい行を追加するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし選択します。 

スキーマ XML テキスト いいえ (空白) 追加する列の名前を指定します。 

デフォルト ビ

ュー 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、列をデフォルトビューとして設

定します。 

バージョン管

理を有効にす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、リストアイテムとドキュメント

の履歴バージョンをリストに作成します。 

添付ファイル

を有効にする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、リストアイテムの添付ファイル

がリストに対して有効になります。 

フォルダーを

作成する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、新しいリストフォルダをリスト

に追加できることを指定します。このパラメータは

SharePoint2010、2013、Online のみ対応しています。 
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<SharePoint> 

リストの削除 

説明 

既存のリストを削除します。 

 

用途 

指定したタイトルのリストを削除するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

 

 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされていますースのサービス

の使用を指定します 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) 削除するリストタイトルを設定します。特定のコンテン

ツを表示または選択するには、フォルダイコンをクリッ

クして SharePoint ブラウザを使用します。 
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<SharePoint> 

リストの更新 

説明 

指定したフィールド定義とリストプロパティに基づいて、既存の SharePoint リストを更新します。 

 

用途 

SharePoint サイトの重要な基本機能である SharePoint リストの管理を自動化するために使用します。これにより、

Web ブラウザを使用して情報を収集、追跡、および共有できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています  
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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リスト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リストタイト

ル 

テキスト はい (空白) 更新するリストのタイトルを指定します。特定のコンテ

ンツを表示または選択するには、フォルダイコンをクリ

ックして SharePoint を使用します。 

説明 テキスト いいえ (空白) 更新するグループのユーザー定義の説明を指定します。 

新しいタイト

ル 

テキスト はい (空白) リストの新しいタイトルを設定します。 

クイック起動 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 リストをクイック起動アイテムにするかどうかを指定し

ます。使用可能なオプションは次の通りです。 

・無指定 

・オン 

・オフ 

・デフォルト値 

列の追加 - - - コンテンツタイプが参照するサイトとリストの列を追加

します。列の新しい行を追加するには、[新しい行を追

加するにはここをクリックしてください]をクリックし

選択します。 

スキーマ XML テキスト いいえ (空白) 更新する列の名前を指定します。 

デフォルト ビ

ュー 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、列をデフォルトビューとして設

定します。 

列の消去 テキスト いいえ いいえ 削除する列を設定します。 

添付ファイル

を有効にする 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 添付ファイルを有効にするかどうかを示します。使用可

能なオプションは次の通りです。 

・無指定 

・Yes 

・No 

フォルダーを

作成する 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 サブフォルダの作成を有効にするかどうかを示します。

使用可能なオプションは次の通りです。 

・無指定 

・Yes 

・No 

このパラメータは SharePoint2010、2013、Online のみ

対応しています。 

バージョン管

理を有効にす

る 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 バージョン管理を有効にするかどうかを示します。使用

可能なオプションは次の通りです。 

・無指定 

・Yes 

・No 
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<SharePoint> 

リストの記述 

説明 

リスト情報を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

リストの情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) 取得するリストのタイトルを設定します。特定のコンテ

ンツを表示または選択するには、フォルダイコンをクリ

ックして SharePoint ブラウザを使用します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint リ

スト記述を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したリストに関する情報を格納するデータセット名

を設定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Required 真偽 ユーザーが新規フォームと編集フォームのフィールドに

値を入力する必要があるかどうかを返します。 

theDataset.Type テキスト リストのタイプを返します。 

theDataset.ColumnName テキスト 現在のリスト表示名(コンテンツタイプ ID)を返しま

す。 

theDataset.InternalName テキスト 現在のリストの内部名(ContentTypeID)を返します。 
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<SharePoint> 

リスト アイテムの取得 

説明 

指定されたリストアイテムに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。このアクティビティでは、

SharePoint 2010 でサポートされている Collaborative Application Markup Language(CAML)クエリ機能を使用して、

取得するデータをさらに定義することもできます。 

 

用途 

SharePoint リストアイテムに関する情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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リスト アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) リストに表示されるタイトルを設定します。特定のコン

テンツを表示または選択するにはフォルダアイコンをク

リックして SharePoint ブラウザを使用します。 

CAML クエリ テキスト はい (空白) 実行する CAML クエリを指定します。 

注 1:このオプションは SharePoint 2010 でのみサポート

されています。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint リ

ストアイテム

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) 取得したリストアイテムに関する情報を格納するデータ

セット名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Expires 日付 アイテムの有効日時を返します。 

theDataset.Body テキスト アイテムの本体を返します。 

theDataset.Level テキスト アイテムの公開レベルを返します。 

theDataset.MetaInfo テキスト リストの一意の ID を返します。 

theDataset.ProgID テキスト アイテムのプログラム識別子を返します。 

theDataset.Editor テキスト アイテムの編集者を返します。 

theDataset.Author テキスト アイテムの作成者を返します。 

theDataset.Created 日付 アイテムが最初に作成された日時を返します。日時形式

は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.Modified 日付 アイテムが最後に変更された日時を返します。日時形式

は MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.Title テキスト アイテムのタイトルを返します。 

theDataset.CotentTypeID テキスト アイテムに関連付けられているコンテンツタイプの識別

子を返します。 

theDataset.ID テキスト アイテムを識別する ID を返します。 
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<SharePoint> 

リスト アイテムの追加 

説明 

SharePoint Services サイトの既存のリストにアイテムを追加します。リストは通常、Windows SharePoint Services サ

イト上の Web ページの基本的な情報の複数列/複数行の表に表示されます。列はリストを表し、行はそれらのリスト

のアイテムを表します。指定されたリスト(列)が存在しない場合は、実行時に関連する値とともに作成されます。列

が既に存在する場合、指定された値はその列の次の使用可能な行に追加されます。 

 

用途 

Microsoft Windows SharePoint Services サイトには、連絡先、カレンダー、お知らせ、問題追跡リストなど、さまざ

まなリストを含めることができます。このアクティビティは、そのようなリストにアイテムを追加するために使用さ

れます。新しいリストを作成するには、「SharePoint -リストの作成」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

2 SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと
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Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。 

[認証タイプ]パラメータにて選択されているオプション

に応じて有効になる場合とならない場合があります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) リストに表示されるタイトルを指定します。特定のコン

テンツを表示または選択するには、フォルダイコンをク

リックして SharePoint ブラウザを使用します。 

リスト アイテ

ムの追加 

- - - 新しいアイテムを追加するには、[新しい行に追加する

にはここをクリックしてください]をクリックし、[列]

フィールドと[値]フィールドに値を入力します。 

列 テキスト はい (空白) 値を追加する列のフィールドタイプを指定します。 

値 テキスト はい (空白) 指定したリスト(列)の下に追加する値を設定します。 

注 1:列フィールドのタイプがルックアップでそのタイプ

のフィールドを更新または追加する場合、値は次の形式

にする必要があります(id;#value)。 
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<SharePoint> 

リスト アイテムの消去 

説明 

SharePoint Services サイトの既存のリストからアイテムを削除します。 

 

用途 

Microsoft Windows SharePoint Services サイトには、連絡先、カレンダー、お知らせ、問題追跡リストなど、さまざ

まなリストを含めることができます。このアクティビティは、このようなリストからアイテムを削除するために使用

されます。リストアイテムを追加するには、「SharePoint -リスト アイテムの追加」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します  
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。 

[認証タイプ]パラメータにて選択されているオプション

に応じて有効になる場合とならない場合があります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) リストに表示されるタイトルを指定します。特定のコン

テンツを表示または選択するには、フォルダアイコンを

クリックして SharePoint ブラウザを使用します。 

フィルター - - - 使用するフィルターの基準を設定します。使用可能なオ

プションは次の通りです。 

・クエリ - CAML クエリを介してフィルタリングします 

・ID - リストアイテムの ID を介してフィルタリングし

ます 

CAML クエリ テキスト いいえ (空白) 削除するアイテムを指定する CAML クエリを指定しま

す。このパラメータは[フィルター]パラメータが[クエ

リ]に設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:このオプションは SharePoint 2010 でのみサポート

されています 

リスト アイテ

ム ID 

テキスト いいえ (空白) 削除するリストアイテム ID の文字列値を指定します。

このパラメータは[フィルター]パラメータが[ID]に設定

されている場合にのみ使用できます。 
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<SharePoint> 

リスト アイテムの更新 

説明 

既存のリストアイテムを更新します。 

 

用途 

リストアイテムの変更されたプロパティをコミットするために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

リスト アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) 更新するリストの表示タイトルを指定します。特定のコ

ンテンツを表示または選択するには、フォルダイコンを

クリックして SharePoint ブラウザを使用します。 

アイテム ID 数字 はい (空白) 更新するリストアイテムの一意の ID を指定します。 

列 テキスト はい (空白) 更新する列名を指定します。 

値 テキスト はい (空白) 指定したリスト(列)の下に追加する新しい値を指定しま

す。 

 

<SharePoint> 

添付ファイルの取得 

説明 

指定されたリストアイテムから添付ファイルを取得し、結果をデータセットに格納します。 
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用途 

1 つ以上の添付ファイルに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) アクセスする SharePoint サイトを指定します。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな
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ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 
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・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) 取得する添付ファイルを含むリストタイトルを設定しま

す。特定のコンテンツを表示または選択するにはフォル

ダアイコンをクリックして SharePoint ブラウザを使用し

ます。 

リスト アイテ

ム ID 

テキスト はい (空白) 取得する添付ファイルを含むリストのリストアイテム

ID を指定します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint 添

付ファイル情

報を設定する 

テキスト はい (空白) 取得した添付ファイルに関する情報を入力するデータセ

ット名を設定します。 
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<SharePoint> 

添付ファイルの追加 

説明 

SharePoint リスト内の指定されたリストアイテムに添付するファイルを追加します。 

 

用途 

リストに添付ファイルを追加するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) 添付ファイルを追加するリストのタイトルを設定しま

す。特定のコンテンツを表示または選択するには、フォ

ルダアイコンをクリックして、SharePoint ブラウザを使

用します。 

リスト アイテ

ム ID 

テキスト はい (空白) 添付ファイルが追加されるアイテム ID を設定します。 

添付ファイル テキスト はい (空白) 添付ファイルとして追加するファイルのパスとファイル

名を設定します。 

<SharePoint> 

添付ファイルのダウンロード 

説明 

Microsoft Windows SharePoint Service のリストアイテムから添付ファイルをダウンロードします。 
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用途 

指定されたリストアイテムから既存の添付ファイルをダウンロードするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな
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ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) ダウンロードする添付ファイルを含むリストのタイトル

を設定します。特定のコンテンツを表示または選択する

にはフォルダアイコンをクリックして、SharePoint ブラ

ウザを使用します。 

リ ス ト  ア イ

テム ID 

テキスト はい (空白) ダウンロードする添付ファイルを含むリストのリストア

イテム ID を指定します。 

添付ファイル

名 

テキスト はい (空白) ダウンロードする添付ファイル名を指定します。 
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書き込み先 テキスト はい (空白) 添付ファイルのダウンロード先のパスを指定します。 

ファイルが存

在する場合に

は上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ダウンロードする添付ファイルと

同名のファイルが存在する場合、自動的に上書きされま

す。[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実

行エラーが発生します。 
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<SharePoint> 

添付ファイルの削除 

説明 

指定した SharePoint リストから既存の添付ファイルを削除します。 

 

用途 

不要になったリストの添付ファイルを削除するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) 削除する添付ファイルを含むリストのタイトルを設定し

ます。特定のコンテンツを表示または選択するには、フ

ォルダアイコンをクリックして、SharePoint ブラウザを

使用します。 

リ ス ト  ア イ

テム ID 

テキスト はい (空白) 削除する添付ファイルを含むリストのリストアイテム ID

を指定します。 

添付ファイル

名 

テキスト はい (空白) 削除する添付ファイル名を指定します。 

 

<SharePoint> 

サイトの検索 

説明 

SharePoint サーバーから利用可能なサイト/サブサイトを取得し、データセットに結果を格納します。 
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注意:このアクティビティは SharePoint2007 以前のバージョンと互換性がありません。SharePoint2007 以前のバージ

ョンにてサイトの検索をするには、「SharePoint - サイトの取得」アクティビティを使用します。 

 

用途 

SharePoint サイトとサブサイトに関する情報を取得するために使用します。このアクティビティは、以下の検索クエ

リの構築をサポートしています: 

・キーワードクエリ言語(KQL) -検索クエリを検索するためのデフォルトのクエリ言語。SharePoint 検索サービスに

渡される検索用語またはプロパティ制限を指定します。 

・FAST クエリ言語(FQL) -高度なクエリ演算子をサポートした構造化されたクエリ言語。プログラムで SharePoint

検索サービスに渡す複雑なクエリを作成する場合に使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 
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[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 



1123 

 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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サイト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クエリ テキスト はい (空白) KQL クエリまたは FQL クエリを指定します。以下を使

用した検索クエリの構築をサポートします。 

・キーワードクエリ言語(KQL) -検索クエリを検索する

ためのデフォルトのクエリ言語です。SharePoint 検索サ

ービスに渡される検索用語、またはプロパティ制限を指

定します 

・FAST クエリ言語(FQL) -高度なクエリ演算子をサポー

トした構造化されたク エリ言語です。プログ ラムで

SharePoint 検索サービスに渡す複雑なクエリを作成する

場合に使用します 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

検索結果情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得されるサイトに関する情報を格納するデータセット

名を指定します。 

行数の制限 数字 はい 50 ビューに表示するアイテム数の行制限を設定します。 

重複をトリミ

ング 

はい/いい

え 

いいえ はい 重複するアイテムを検索結果から削除するかどうかを設

定します。[はい]に設定すると、重複が削除されます。

[いいえ]に設定すると、重複が検索結果に残ります。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Write テキスト 書き込みセキュリティ設定を指定する 32bit 整数を返し

ます。 

theDataset.Title テキスト SharePoint サイトのタイトルを返します。 

theDataset.SiteName テキスト サイトの名前を返します。 

theDataset.Path テキスト サイトへのパスを返します(例:/sites/can/fs)。 

theDataset.IsDocument 真偽 アイテムがドキュメントであるかどうかを返します。 

theDataset.Author テキスト ドキュメントの作成者を返します。 
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<SharePoint> 

サイトの取得 

説明 

SharePoint サーバーから利用可能なサイトを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

SharePoint サイトに関する情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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サイト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

サイト情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 取得したサイトに関する情報を格納するデータセット名

を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Created 日付 サイトが最初に作成された日時を返します。日時形式は

MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM です。 

theDataset.Language テキスト サイトのデフォルト言語を返します。 

theDataset.URL テキスト サイトの URL を返します(例:http://Server/Site)。 

theDataset.Description テキスト サイトについての説明を返します。 

theDataset.Title テキスト サイトのタイトル(一意の名前)を返します。 

theDataset.ID テキスト サイトの一意の ID を返します。 
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<SharePoint> 

サイトの作成 

説明 

トップレベルの Web サイト(またはサイト URL)内にサブサイトを作成します。このアクティビティは SharePoint 

2010 Server のみサポートされています。 

 

用途 

指定された URL に SharePoint サイトを作成します。SharePoint サイトを作成するときはトップレベル Web サイト

または既存のサブサイトのいずれかのサブサイトを作成します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

  



1130 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 
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プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

サイト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイトル テキスト はい (空白) サイトのタイトルを指定します。 

説明 テキスト はい (空白) 新しいサイトのユーザー定義の説明を指定します。 

テンプレート

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Blank Site : 

STS#1 

新しいサイトの作成に使用されるサイトテンプレートの

名前を指定します。フォルダアイコンをクリックする

と、SharePoint ブラウザから選択可能です。 

URL テキスト いいえ (空白) 新しいサイトの URL を設定します。 

言語 テ キ ス ト

(選択式) 

はい English 新しいサイトの言語を指定します。 

親サイトと同

じ権限を使用

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、新しいサイトは親サイトと同じ権

限を使用します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

サイト情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 取得した SharePoint サイトに関する情報を格納するデー

タセット名を設定します。 
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<SharePoint> 

サイトの削除 

接続 

トップレベル Web サイト(またはサイト URL)内のサブサイトを削除します。このアクティビティは SharePoint2010 

Server でのみサポートされています。 

 

用途 

指定した URL の SharePoint サイトを削除します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

サイト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

URL テキスト はい (空白) 削除するサイトの URL を設定します。 
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<SharePoint> 

サイトの更新 

説明 

トップレベルの Web サイト(またはサイト URL)内のサブサイトを更新します。このアクティビティは SharePoint 

2010 Sever のみサポートされています。 

 

用途 

指定した URL の SharePoint サイトを更新します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

サイト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

URL テキスト はい (空白) 更新するサイトの URL を指定します。 

タイトル テキスト はい (空白) 更新するサイトの新しいタイトルを指定します。 

説明 テキスト はい (空白) 更新する際とのユーザー定義の説明を指定します。 
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<SharePoint> 

監査ログのリスト化 

説明 

サイトコレクションの監査ログのリストを取得し、結果をデータセットに格納します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。ユーザーおよびアラート管理者がデータアラートを作成、編集、削除、および表示す

る前に、SharePoint 権限を付与する必要があります。 

 

用途 

レポートの目的で監査ログを取得するため、またはそれらに対して他の SharePoint アクティビティを実行するために

使用します。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) 監査ログを取得する SharePoint サイトを設定します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

監査ログ情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得した監査ログに関する情報を格納するデータセット

名を指定します。 
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<SharePoint> 

サイトのバックアップ 

説明 

サイトコレクションのバックアップを実行します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。また、この手順を実行するユーザーアカウントには、サイトコレクションの管理者権

限が必要です。 

 

用途 

SharePoint サイトのバックアップを取得するために使用します。ただし、サイトコレクションのバックアップを実行

するにはリソースが必要な場合があり、バックアップの実行中にファームのパフォーマンスに影響を与える可能性が

あります。バックアッププロセスを自動化するタスクを作成し、オフィスの営業時間外など、ファームの使用が最も

少ない時間帯にタスクを実行するよう設定することで、パフォーマンスの問題を回避できます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) バックアップする SharePoint サイトを措定します。 

バックアップ

ファイル 

テキスト はい (空白) バックアップファイルをフルパスで指定します。フォル

ダイコンをクリックすると、SharePoint ブラウザを開

き、簡単に移動することができます。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、バックアップ先に同一のファイル

が存在する場合はファイルが上書きされます。[いいえ]

に設定すると、上書きはされませんが実行エラーが発生

します。 
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<SharePoint> 

サイトの復元 

説明 

バックアップ済みのサイトの復元を行います。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。また、この手順を実行するユーザーアカウントには、サイトコレクションの管理者権

限が必要です。 

 

用途 

サイトのバックアップを復元するために使用します。サイトコレクションをコンテンツデータベースに格納するかど

うかを指定したり、バックアップから別の URL にサイトコレクションを復元したり、既存のサイトコレクション

URL を上書きしたりすることができます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) バックアップから復元する SharePoint サイトを指定しま

す。 

復元 URL テキスト はい (空白) サイトを復元する URL の場所を指定します。 

サイトが存在

する場合は上

書きする 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、復元 URL の場所に同名のファイル

が存在する場合、バックアップの内容で上書きされま

す。[いいえ]に設定すると、上書きはされませんが、実

行エラーが発生します。 

バックアップ

ファイル 

テキスト はい (空白) 復元するバックアップファイルを指定します。フォルダ

イコンをクリックして、目的のバックアップファイル

(.bak)を SharePoint ブラウザから指定できます。 

既存のコンテ

ン ツ  デ ー タ

ベース 

はい/いい

え 

いいえ はい 有効な場合、サイトコレクションは既定のコンテンツデ

ータベースに復元されます。このパラメータを有効にす

ると、[コンテンツ データベースの指定]パラメータが自

動的に無効になります。 

コ ン テ ン ツ 

データベース

の指定 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、サイトコレクションを復元するコンテンツ

データベース(既定として設定されているもの以外)を指

定します。このパラメータを有効にすると、[既存のコン

テンツ データベース]パラメータが自動的に無効になり

ます。 
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<SharePoint> 

ユーザーアラートのリスト化 

説明 

ユーザーアラートのリストを取得し、結果をデータセットに格納します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。また、ユーザーアカウントには、アラートを作成、編集、削除及びアラート内のデー

タを確認するための管理者権限が必要です。 

 

用途 

アラートとは、サイト内容の変更を携帯電話に E メールやテキストメッセージとして受信する通知を指します。ユー

ザーアラートのバッチに対してこのアクティビティを実行することで、ユーザーアラートを取得します。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) アラートを取得する SharePoint サイトを指定します。 

ユーザー テキスト はい (空白) アラートのリストを取得するユーザーを設定します。ユ

ーザーは自分のログイン名またはメールアドレスで識別

可能です。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

ユーザーアラ

ート情報を設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したユーザーアラートに関する情報を格納するデー

タセット名を設定します。 
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<SharePoint> 

ユーザーアラートの作成 

説明 

SharePoint コンテンツの変更をユーザーに通知するために使用されるユーザーアラートを作成します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。ユーザーおよびアラート管理者がデータアラートを作成、編集、削除、および表示す

る前に、SharePoint 権限を付与する必要があります。 

 

用途 

このアクティビティを使用すると、自分自身、またはサイト管理者である場合は他の人に対してユーザーアラートを

作成できます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) ユーザー通知を作成する SharePoint サイトを指定しま

す。 

ユーザー テキスト はい (空白) ユーザーアラートを作成するユーザーを指定します。 

タイトル テキスト いいえ (空白) 作成するアラート名を指定します。 

タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Email 作成するアラートのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Email -「メールアラート」を作成します 

・SMS - 「SMS アラート」を作成します 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) アラートを作成するリストの名前を指定します。フォル

ダイコンをクリックして SharePoint ブラウザを開き、目

的のリストを選択可能です。 

アイテム ID テキスト はい (空白) アラートが作成されるリストアイテムの一意の識別子を

指定します。 

イベント テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ All アラートを受け取るイベントの種類を設定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・All -アラートは、リストまたはリストアイテムに関連

するすべてのイベントに適用されます 

・Add -アラートは、リストまたはリストアイテムに追加

にに適用されます 

・Modify -アラートは、リストまたはリストアイテムで

行われたすべての変更に適用されます 

・Delete -アラートは、リストまたはリストアイテムの削

除に適用されます 

・Discussion -このアラートは、Web ディスカッションの

変更に適用されます 
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頻度 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Immediate アラートを受け取る頻度を設定します。使用可能なオプ

ションは以下の通りです。 

・Immediate -アラートは即時です。タイマー間隔によっ

て決定される遅延の後すぐに送信されます 

・Daily -アラートは毎日送信されます 

・Weekly -アラートは毎週送信されます 

 

  



1145 

 

<SharePoint> 

ユーザーアラートの更新 

説明 

既存のユーザーアラートの設定と内容を更新します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。また、ユーザーアカウントには、アラートを作成、編集、削除及びアラート内のデー

タを確認するための管理者権限が必要です。 

 

用途 

このアクティビティを使用すると、自分またはサイト管理者の場合は他のユーザーのユーザーアラートを更新できま

す。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) ユーザー通知を変更する SharePoint サイトを指定しま

す。 

ユーザー テキスト はい (空白) ユーザーアラートを変更するユーザーを指定します。ユ

ーザーはログイン名またはメールアドレスで識別できま

す。 

ユーザーアラ

ート ID 

テキスト はい (空白) 変更するアラートの一意の識別子を指定します。 

タイトル テキスト いいえ (空白) 変更するアラート名を指定します。 

タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 変更するアラートのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・無指定 – アラートの種類は指定しません 

・Email -「メールアラート」を送信します 

・SMS - 「SMS アラート」を送信します 

イベント テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 アラートを受け取るイベントの種類を設定します。使用

可能なオプションは以下の通りです。 

・無指定 -イベントの種類は指定しません 

・All -アラートは、リストまたはリストアイテムに関連

するすべてのイベントに適用されます 

・Add -アラートは、リストまたはリストアイテムに追加

に適用されます 

・Modify -アラートは、リストまたはリストアイテムで

行われたすべての変更に適用されます 

・Delete -アラートは、リストまたはリストアイテムの削

除に適用されます 

・Discussion -このアラートは、Web ディスカッションの

変更に適用されます 
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頻度 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 アラートを送信する頻度を設定します。使用可能なオプ

ションは以下の通りです。 

・無指定 -アラートの頻度は指定しません 

・Immediate -アラートは即時です。タイマー間隔によっ

て決定される遅延の後に送信されます 

・Daily -アラートは毎日送信されます 

・Weekly -アラートは毎週送信されます 
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<SharePoint> 

ユーザーアラートの削除 

説明 

アラート ID で識別されるユーザーに割り当てられた特定のアラートを削除します。 

注意:このアクティビティは 64 ビット版の AutoMate 及び AutoMate Enterprise が導入された SharePoint 2013 Server

でのみサポートされています。ユーザーおよびアラート管理者がデータアラートを作成、編集、削除、および表示す

る前に、SharePoint 権限を付与する必要があります。 

 

用途 

このアクティビティを使用すると、自身のユーザーアラートまたはサイト管理者の場合は他のユーザーのユーザーア

ラートを削除できます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サイト テキスト はい (空白) ユーザー通知を削除する SharePoint サイトを指定しま

す。 

ユーザー テキスト はい (空白) ユーザーアラートを削除するユーザーを指定します。 

ユーザーアラ

ート ID 

テキスト はい (空白) 削除するアラートの一意の識別子を指定します。 
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<SharePoint> 

ワークフローの取得 

説明 

既存のワークフローに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。サイトとリストのワークフローの取

得をサポートします。 

 

用途 

SharePoint ワークフローに関する情報を収集して、後続のステップで SharePoint ワークフローに対して他の操作を実

行するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

  



1151 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい サイト 情報を取得するワークフローのタイプを設定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・サイト -SharePoint Foundation Web サイトに関連付け

られたワークフローを取得します 

・リスト -SharePoint Foundation Web サイトのリストに

関連付けられているワークフローを取得します 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) ワークフローインスタンスを取得するリストのタイトル

を指定します。このパラメータは、[ワークフロータイ

プ]パラメータが[リスト]に設定されている場合にのみ有

効になります。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

ワークフロー

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) 取得したワークフローに関する情報を格納するデータセ

ット名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.PlatformType テキスト データの取得に使用される SharePoint プラットフォーム

を返します(例:SharePoint2013)。 

theDataset.ID テキスト ワークフローの一意の ID を返します(例:82076e3e-

3541-496b-bec1-02164a617b3)。 

theDataset.WorkflowType テキスト ワークフローのタイプを返します。 

theDataset.Description テキスト ワークフローについての説明を返します。 

theDataset.Name テキスト ワークフローの一意の名前を返します。 
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<SarePoint> 

ワークフロー インスタンスの取得 

説明 

既存のワークフローインスタンスに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。このアクティビティは、

サイトとリストのワークフローインスタンスの取得をサポートします。または、特定のワークフローID に関連付け

られたインスタンスからデータを取得できます。 

 

用途 

SharePoint ワークフローインスタンスに関する情報を収集して、後続の手順でインスタンスに対して他の操作を実行

するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

    注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

スコープ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい サイト 取得するワークフローインスタンスを関連付けるスコー

プを指定します。使用可能なオプションは次の通りで

す。 

・サイト -SharePoint Foundation Web サイトに関連付け

られたワークフローインスタンスを取得します 

・リスト -SharePoint Foundation Web サイトのリストに

関連付けられたワークフローインスタンスを取得します 

・ID -指定されたワークフローID と一致するワークフロ

ーからワークフローインスタンスを取得します 
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リスト タイト

ル 

テキスト はい (空白) ワークフローインスタンスが取得されるリストのタイト

ルを指定します。このパラメータは、[ワークフロース

コープ]パラメータが[リスト]に設定されている場合に

のみ有効になります。 

アイテム ID 数字 はい (空白) リスト内のアイテムを識別する整数を指定します。この

パラメータは、[ワークフロー スコープ]パラメータが

[リスト]に設定されている場合にのみ有効になります。 

注 1:アイテム ID は、リストアイテムのコレクション内

のアイテムのインデックスとは異なります。このプロパ

ティには、項目の 1 から始まる整数 ID が含まれます。 

ワークフロー

ID 

テキスト はい (空白) ワークフローインスタンスが取得されるワークフローの

一意の ID を指定します。このパラメータは、[ワークフ

ロースコープ]パラメータが[ID]に設定されている場合

にのみ有効になります。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint ワ

ークフロー イ

ンスタンス情

報を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したワークフローインスタンスに関する情報を格納

するデータセット名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.LastUpdated 日付 ワークフローインスタンスが最後に更新された日時を返

します。日時形式は MM/DD/YYYY HH:MM:SS 

AM/PM です。 

theDataset.ID テキスト ワークフローインスタンスの一意の ID を返します

(例:82076e3e-3541-496b-bec1-02164a617b3)。 

theDataset.InstanceCreated 日付 ワークフローインスタンスが最初に作成された日時を返

します。日時形式は MM/DD/YYYY HH:MM:SS 

AM/PM です。 

theDataset.Status テキスト ワークフローインスタンスの現在のステータスを返しま

す(例:Completed)。 

theDataset.WorkflowName テキスト ワークフローインスタンスが属するワークフローの一意

の名前を返します。 
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<SharePoint> 

ワークフローの開始 

説明 

SharePoint のワークフローを開始します。 

注意:ワークフローを開始するには、少なくともアイテムの編集権限が必要です。一部ワークフローでは、ドキュメン

トまたはアイテムでワークフローを開始するために、リストの管理権限または別の特定の権限も必要となる場合があ

ります。 

 

用途 

保存されているリストまたはライブラリから直接ドキュメントまたはアイテムのワークフローを手動で開始するため

に使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します  
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい サイト 開始するワークフローのタイプを指定します。使用可能

なオプションは次の通りです。 

・サイト -SharePoint Foundation Web サイトに関連付け

られたワークフローを開始します 

・リスト -SharePoint Foundation Web サイトのリストに

関連付けられたワークフローを開始します 

ワークフロー

名 

テキスト はい (空白) 開始するワークフロー名を設定します。 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) ワークフローが属するリストのタイトルを設定します。

このパラメータは、[ワークフロー タイプ]パラメータが

[リスト]に設定されている場合にのみ有効になります。 

アイテム ID 数字 はい (空白) ワークフローの ID を設定します。このパラメータは、

[ワークフロー タイプ]パラメータが[リスト]に設定され

ている場合にのみ有効になります。 

変数にワーク

フ ロ ー  イ ン

スタンス ID

を設定する 

テキスト はい (空白) 開始したワークフローインスタンスに関する情報を格納

する既存の変数名を設定します。 

 

パラメータ 

このタブでは、開始するワークフローへの関連付けと開始フォームのパラメータを設定することができます。 

[追加]ボタンでパラメータを追加、[編集]ボタンで選択したパラメータの編集、[削除]ボタンで選択したパラメータ

の削除を行うことができます。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Name テキスト いいえ (空白) 開始するワークフローの開始フォーム名を指定します。 

Type テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) 開始するワークフローの開始フォームのタイプを指定し

ます。使用可能なオプションは次の通りです。 

・String -開始フォームのパラメータの型は String 型で返

されます 

・Integer -開始フォームのパラメータの型は Integer 型で

返されます 

・Boolean -開始フォームのパラメータの型は Boolean 型

で返されます 

・ DateTime - 開 始 フ ォ ー ム の パ ラ メ ー タ の 型 は

DateTime 型で返されます 

Value テキスト いいえ (空白) 開始するワークフローの開始フォームの値を指定しま

す。 
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<SharePoint> 

ワークフローのキャンセル 

説明 

インスタンス ID に基づいて進行中の SharePoint ワークフローをキャンセルします。 

注意:ワークフローをキャンセルするためには、リストの管理権限が必要です。 

 

用途 

SharePoint ワークフローをキャンセルするために使用されます。ワークフローでエラーが発生した場合、またはユー

ザーがタスク情報を送信したときにワークフローが応答を停止した場合にキャンセルできます。キャンセルするとス

テータスは[キャンセル済み]に設定され、ワークフローによって作成されたすべてのタスクが削除されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

インスタンス

ID 

数字 はい (空白) キャンセルするワークフローインスタンスの一意の ID を

設定します。 
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<SharePoint> 

ワークフローの再開 

説明 

インスタンス ID に基づいて、一時停止された SharePoint ワークフローを再開します。 

 

用途 

一時停止したワークフローを再開するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

インスタンス

ID 

数字 はい (空白) 再開するワークフローインスタンスの一意の ID を設定し

ます。 
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<SharePoint> 

ワークフローの一時停止 

説明 

インスタンス ID に基づいて、実行中の SharePoint ワークフローを一時停止します。 

 

用途 

実行状態にあるワークフローを一時停止するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し
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ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ
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メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

インスタンス

ID 

数字 はい (空白) 一時停止するワークフローインスタンスの一意の ID を設

定します。 
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<SharePoint> 

ワークフローの終了 

説明 

インスタンス ID に基づいて SharePoint ワークフローを終了します。 

注意:ワークフローを終了するには、リストの管理権限が必要です。 

 

用途 

ワークフローエラーが発生するか、ワークフローが応答を停止した場合、ワークフローを終了するために使用します。

キャンセルできないワークフローを終了することもできます。ワークフローを終了すると、ワークフローのステータ

スが[キャンセル]に設定され、ワークフローによって作成されたすべてのタスクが削除されますが、参加者には通知

されません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 
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注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー 

インスタンス

ID 

数字 はい (空白) 終了するワークフローインスタンスの一意の ID を設定し

ます。 
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<SharePoint> 

ビューの取得 

説明 

SharePoint サ ー バ ー か ら ビ ュ ー を 取 得 し 、 結 果 を デ ー タ セ ッ ト に 格 納 し ま す 。 こ の ア ク テ ィ ビ テ ィ は 、

SharePoint2010、2013、Online でのみサポートされています。 

 

用途 

SharePoint ビューに関する情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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ビュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) 取得するビューのリストタイトルを指定します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

ビュー情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 取得した SharePoint ビュー情報を格納するデータセット

名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.ViewType テキスト リストビューのタイプを返します(例:HTML)。 

theDataset.ViewQuery テキスト リストビューで使用されるクエリを返します。クエリが

使用されなかった場合は、空になります。 

theDataset.ViewFields テキスト リストビューのフィールドコレクションを返します

(例:Title、Created、Modified) 

theDataset.Title テキスト リストビューの表示名を返します。 

theDataset.Scope テキスト リストビューのスコープを返します。 

theDataset.RowLimit 数字 リストビューのビジュアルページに表示するリストアイ

テムの最大数を返します。 

theDataset.IsDefaultView 真偽 リストビューがデフォルトビューかどうかを返します。 

theDataset.ID 数字 リストビューのビュー識別子を返します。 
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<SharePoint> 

ビューの追加 

説明 

名前、ビューフィールド、クエリ、行制限を指定してビューを作成し、デフォルトビューであるかどうかを示します。

このアクティビティは、SharePoint2010、2013、Online のみサポートされています。 

 

用途 

ビューを使用して、リストまたはライブラリ内で、最も重要な、または目的に最適なアイテムを確認します。最近作

成されたファイル、特定の部門に適用されるリストアイテム、個人が作成したファイルのビューの作成などができま

す。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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ビュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) ビューを作成するリストのタイトルを指定します。 

ビュー テキスト はい (空白) 作成するビューの一意の名前を指定します。 

列 テキスト はい (空白) ビューに含める列名またはヘッダーを設定します。各列

を区切るには、スペースを入れずにカンマを使用します

(例:名前,住所,電話番号)。このパラメータでは大文字と

小文字が区別されます。 

行数の制限 テキスト はい (空白) ビューで返す行(アイテム)の最大数を指定します。 

注 1:SharePoint で許可されているビューの最大行数は

5000 です 

デフォルト はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このビューがデフォルトのビュー

になります。[いいえ]に設定すると、このビューはデフ

ォ ル ト ビ ュ ー に は な り ま せ ん 。 

注 1:デフォルトのビューはリストまたはライブラリのパ

ブリックビューに変更できます。個人用ビューは使用で

きません。 

クエリ テキスト いいえ (空白) クエリの WHERE 句を含む CAML 文字列を指定します。 
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<SharePoint> 

ビューの更新 

説明 

既存のビューの属性を更新します(例:行制限、列、デフォルトとしてマークなど)。このアクティビティは、

SharePoint2010、2013、Online でのみサポートされています。 

 

用途 

既存のビューを変更するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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ビュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白) 更新するビューが属するリストのタイトルを指定しま

す。 

ビュー テキスト はい (空白) 更新するビューの現在の名前を指定します。 

新しいビュー テキスト  (空白) 新しいビューの名前を指定します。 

列 テキスト はい (空白) ビューを更新するための列名またはヘッダーを設定しま

す。各列を区切るには、スペースを入れずにカンマを使

用します(例:名前,住所,電話番号)。このパラメータでは

大文字と小文字が区別されます。 

行数の制限 テキスト はい (空白) ビューで返す行(アイテム)の最大数を指定します。 

注 1:SharePoint で許可されているビューの最大行数は

5000 です 

デフォルトで

ある 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 無指定 更新するビューをデフォルトのビューにするかを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・無指定 – デフォルトビューの指定をしません 

・Yes – デフォルトビューになります 

・No – デフォルトビューになりません 

注 1:デフォルトのビューはリストまたはライブラリのパ

ブリックビューに変更できます。個人用ビューは使用で

きません。 

クエリ テキスト いいえ (空白) クエリの WHERE 句を含む CAML 文字列を設定します。 

 

  



1184 

 

<SharePoint> 

ビューの削除 

説明 

SharePoint リストからビューを削除します。このアクティビティは、SharePoint2010、2013、Online のみサポート

されています。 

 

用途 

SharePoint リストから既存のビューを削除するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ビュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

リ ス ト  タ イ

トル 

テキスト はい (空白)  既存のビューを削除するリストのタイトルを指定しま

す。 

ビュー テキスト はい (空白) 削除するビューの一意の名前を指定します。 
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<SharePoint> 

グループの取得 

説明 

1 つ以上の SharePoint グループに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。このアクティビティは

SharePoint Server 2010 でのみサポートされています。 

 

用途 

SharePoint グループに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

グループ情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したグループに関する情報を格納するデータセット

名を設定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.OwnerTitle テキスト グループの所有者の名前を返します。 

theDataset.Description テキスト グループの説明を返します。 
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<SharePoint> 

グループの作成 

説明 

新しい SharePoint グループを作成します。 

 

用途 

サイトコレクション管理者またはサイト所有者は、SharePoint グループを作成または削除できます。これらのグルー

プのメンバーであるユーザーを決定することにより、グループを使用してサイトやコンテンツへのアクセスを制御で

きます。サイトコレクションはサイト権限のデフォルトのルートであるため、デフォルトでは、グループはサイトコ

レクションレベルで作成されます。サブサイトの SharePoint グループを作成して、そこにユーザーを追加することも

できます。 

注意:このアクティビティは SharePoint2010 以降でのみサポートされています。グループを作成するには、グループ

の作成権限を含む権限レベルが割り当てられている必要があります。グループに権限レベルを割り当てるには、権限

の管理も割り当てられている必要があります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 
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[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイトル テキスト はい (空白) 作成するグループのタイトルを指定します。 

説明 テキスト はい (空白) 作成するグループのユーザー定義の説明を設定します。 

ロ ー ル  タ イ

プ 

テキスト いいえ Read グループの役割の定義を設定します。ロール定義のリス

トを取得するには、「SharePoint -ロールの取得」アクテ

ィビティを使用します。 
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<SharePoint> 

グループの削除 

説明 

グループ ID で指定された既存のグループを削除します。このアクティビティは SharePoint 2010 以降でのみサポート

されています。 

 

用途 

不要な SharePoint グループを削除するために使用します。サイトコレクション管理者またはサイト所有者は、

SharePoint グループを作成または削除できます。これらのグループのメンバーであるユーザーを決定することにより、

グループを使用してサイトやコンテンツへのアクセスを制御できます。サイトコレクションはサイト権限のデフォル

トのルートであるため、デフォルトでは、グループはサイトコレクションレベルで作成されます。サブサイトの

SharePoint グループを作成して、そこにユーザーを追加することもできます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 
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[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホ

ストするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があ

ります 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性がありま

す 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 
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ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じ

て有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ ID テキスト はい (空白) 削除するグループのメンバーID を設定します。 
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<SharePoint> 

グループの更新 

説明 

既存の SharePoint グループを更新します。このアクティビティは SharePoint 2010 Server でのみサポートされていま

す。 

 

用途 

既存の SharePoint グループをカスタマイズする際に使用します。たとえば、必要なアクセス許可レベルのみを含める

よう既存のグループを更新できます。グループを更新できるカスタムのアクセス許可レベルを作成することもできま

す。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 
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[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 
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ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 
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プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ ID テキスト はい (空白) 更新するグループの ID を指定します。 

タイトル テキスト はい (空白) 更新するグループのタイトルを指定します。 

説明 テキスト はい (空白) 更新するグループのユーザー定義の説明を指定します。 
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<SharePoint> 

ユーザーの取得 

説明 

SharePoint サーバーからリストを取得し、結果をデータセットに格納します。このアクティビティは SharePoint2010、

2013、Online のみをサポートされています。 

 

用途 

SharePoint リストに関する情報を取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ユーザー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ ID テキスト はい (空白) ユーザーデータを取得するグループ ID を指定します。 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

ユーザー情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したユーザーに関する情報を格納するデータセット

名を設定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Email テキスト ユーザーの E メールアドレスを返します。 

theDataset.LoginName テキスト ユーザーのログイン名を返します。 

theDataset.Title テキスト ユーザー名を指定する値を返します。 

theDataset.ID 数字 ユーザーのメンバーID を返します。 
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<SharePoint> 

グループへのユーザー追加 

説明 

既存のユーザーをグループに追加します。このアクティビティは SharePoint Server 2010 以降でのみサポートされて

います。 

 

用途 

Windows SharePoint Services 3.0 を使用すると、サイト所有者は、SharePoint サイトにアクセスできるユーザーまた

はユーザーグループを制御できます。これにより、ユーザーを管理するタスクがサーバー管理者からサイト所有者に

効率的に移ります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 
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注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ ID テキスト はい (空白) 既存のユーザーが追加されるグループ ID を指定します。 

タイトル テキスト はい (空白) グループに追加するユーザーの役職を指定します。 

ログイン名 テキスト はい (空白) グループに追加するユーザーのログイン名を指定しま

す。 

E メール(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) グループに追加するユーザーに関連付けられたメールア

ドレスを指定します。 
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<SharePoint> 

グループからのユーザー除去 

説明 

既存のグループからユーザーを削除します。このアクティビティは、SharePoint Server 2010 および Online でのみサ

ポートされています。 

 

用途 

サイトのリソースにアクセスできるユーザーを管理する方法として使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

グループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ ID テキスト はい (空白) 既存のユーザーが削除するグループ ID を指定します。 

ログイン テキスト いいえ (空白) 削除するユーザーのログイン名を指定します。 

Email テキスト いいえ (空白) 削除するユーザーのメールアドレスを指定します。 

ユーザーID テキスト いいえ (空白) 削除するユーザーのユーザーID を指定します。 
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<SharePoint> 

ロールの取得 

説明 

既存の役割の割り当てを取得し、結果をデータセットに格納します。このアクティビティは SharePoint 2010 Server

でのみサポートされています。 

 

用途 

SharePoint のロールを取得するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ロール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を 作 成 し て

SharePoint

ロール情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 取得されるロールに関する情報を入力するデータセット

名を設定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Order 数字 ロールが表示される順序を返します。 

theDataset.RoleType 数字 ロールのタイプを返します。 

theDataset.Description テキスト ロールに割り当てられたユーザー定義の説明を返しま

す。 

theDataset.Name 数字 ロールの名前を返します。 
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<SharePoint> 

ロールの作成 

説明 

新しいユーザーにロールを割り当てます。このアクティビティは SharePoint 2010 Server でのみサポートされていま

す。 

 

用途 

ユーザーのロールはアカウントに割り当てられ、ユーザーが Web サイトを使用するときに許可されるアクセスの種

類を決定します。例えば、サイトのコンテンツを表示して変更するユーザーのグループがある場合、それらを作成者

ロールに割り当てることができます。このロールはデフォルトで作成されます。サイト管理者は、デフォルトのロー

ルのアクセス権を変更することや、新しいロールを作成することができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します  
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 
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タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ロール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 作成するロール名を指定します。 

説明 テキスト はい (空白) ロールに割り当てられたユーザー定義の説明を指定しま

す。 

権限 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) ロールに設定する権限を指定します。ドロップダウンに

表示される権限のリストから選択します。このパラメー

タは複数選択をサポートしています。 

順序 数字 いいえ (空白) ロールが表示される順序を指定します。 



1219 

 

<SharePoint> 

ロールの削除 

説明 

既存のロールの割り当てを削除します。このアクティビティは SharePoint 2010 Server でのみサポートされています。 

 

用途 

指定した既存のロール名を削除します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 
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プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ロール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 削除するロール名を指定します。 
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<SharePoint> 

ロールの更新 

説明 

既存のロールの割り当てを更新します。このアクティビティは SharePoint 2010 Server でのみサポートされています。 

 

用途 

SharePoint のロールを更新するために使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

 

ロール 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ロール名 テキスト はい (空白) 更新するロール名を指定します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 更新する新しいロール名を指定します。 

説明 テキスト はい (空白) ロールに割り当てられたユーザー定義の説明を指定しま

す。 

権限 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) ロールに設定する権限を指定します。ドロップダウンに

表示される権限のリストから選択します。 

順序 数字 いいえ (空白) ロールが表示される順序を設定します。 
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<SharePoint> 

権限の付与 

説明 

ユーザーまたはグループを既存のロール割り当てに追加します。 

 

用途 

SharePoint ユーザーに権限を付与するために使用します。ユーザーまたはグループにセキュリティ保護可能なコンテ

ンツへのアクセス許可を付与するには、ロールを作成してから、ユーザーまたはグループにロール割り当てを設定し

ます。その上で適切な役割の定義を追加し、オブジェクトをセキュリティ保護可能なオブジェクトのロール割り当て

のコレクションに追加します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 
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    ・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 

サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 
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無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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承認 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

To テ キ ス ト

(選択式) 

はい サイト 権限を付与する対象を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・サイト 

・リスト 

・リストアイテム 

リストタイト

ル 

テキスト はい (空白) 権限を付与するリストのタイトルを指定します。このパ

ラメータは[To]パラメータが[リスト]または[リストア

イテム]に設定されている場合のみ有効です。 

アイテム ID テキスト はい (空白) 権限を付与するアイテムの ID を指定します。このパラ

メータは[To]パラメータが[リストアイテム]に設定され

ている場合のみ有効です。 

ロール名 テキスト はい (空白) ユーザーまたはグループを追加するロール名を設定しま

す。 

ユーザーログ

イン 

テキスト はい (空白) 有効な場合、ロールの割り当てに追加するユーザーのユ

ーザーログイン名を設定します。このオプションを選択

すると、[グループ ID]パラメータは無効となります。 

グループ ID テキスト はい (空白) 有効な場合、ロールの割り当てに追加するグループのグ

ループ ID を設定します。このオプションを選択する

と、[ユーザーログイン]パラメータは無効となります。 

ロールの継承

のブレイク 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サイトの継承権限が解除され、固

有のアクセス許可を割り当てることができます。[いい

え]に設定すると、サイトの継承権限はそのまま継承さ

れます。 

ロールの割当

のコピー 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ロールの割り当てを親オブジェク

トからコピーします。[いいえ]に設定すると、ロールの

割り当てを親オブジェクトからコピーしません。このパ

ラメータは[ロールの継承をブレイク]パラメータが[は

い]の場合に有効です。 

SUBSCOPE

のクリア 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、サブスコープをクリアすることが

できます。[いいえ]に設定すると、サブスコープはクリ

アされません。このパラメータは[ロールの継承をブレ

イク]パラメータが[はい]の場合に有効です。 
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<SharePoint> 

権限の除去 

説明 

既存のロールの割り当てからユーザーまたはグループを削除します。このアクティビティは SharePoint 2010 Server

でのみサポートされています。 

 

用途 

セキュリティ保護可能なコンテンツに対するユーザーまたはグループのアクセス許可を削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - SharePoint の資格情報の取得元を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - SharePoint の資格情報がこのアクティビティ

に対して個別に構成されます。操作を完了するために単

一のアクティビティのみが必要な場合に選択します 

・セッション - SharePoint の資格情報が 、「SharePoint 

- セッションの作成」アクティビティで作成したセッシ

ョンから取得されます。複数の SharePoint アクティビテ

ィを 1 つのセッションにリンクすることができ、タスク

がより組織化されます。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SharePoint 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい SharePoint 

2010 以降 

SharePoint バージョンを設定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・SharePoint Online - SharePoint Server をオンプレミス

でインストールおよび展開する代わりに Microsoft がホス

トするクラウドベースのサービスの使用を指定します 

・ SharePoint 2010 以 降  –  SharePoint 2010 以 降 ~ 

SharePoint Foundation 2010/2013 ま た は SharePoint 

Server 2010/2013 の使用を指定します 

・ SharePoint 2007 以 前  –  SharePoint 2007 以 前 ~ 

Windows SharePoint Services(WSS)v3 エディションと

Microsoft Office SharePoint Server 2007(MOSS 2007)エ

ディションの使用を指定します 

注 1:一部の SharePoint アクティビティは、SharePoint 

2010 以降でのみサポートされています 
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サイト テキスト はい (空白) ア ク セ ス す る SharePoint サ イ ト を 指 定 し ま す 。

SharePoint サイトとは、目的のページ、サイトテンプレ

ート、リスト、およびライブラリのコレクションを指し

ます。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Default 利 用 す る 認 証 方 法 を 指 定 し ま す 。 認 証 の 種 類 は 、

SharePoint のバージョンによって異なります。選択した

認証方法に応じて、異なるパラメータがアクティブにな

ります。以下に、利用可能な認証方法とその互換性を示

します。 

・Default - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Basic - すべての SharePoint バージョンと互換性があり

ます 

・Form - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・Anonymous - SharePoint 2010 以降と互換性があります 

・ダイジェスト - SharePoint 2007 以前と互換性がありま

す 

・所有者 -  SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・None - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

・NTLM - SharePoint 2007 以前と互換性があります 

このパラメータは、[バージョン]パラメータが

[SharePoint 2010 以降]または[SharePoint 2007 以前]に

設定されている場合のみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のユーザー名を指定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

パスワード テキスト はい (空白) 有効な SharePoint のパスワードを設定します。[認証タ

イプ]パラメータにて選択されているオプションに応じて

有効になる場合とならない場合があります。 

ドメイン テキスト はい (空白) ユーザーが所属するドメインを設定します。[認証タイ

プ]パラメータにて選択されているオプションに応じて有

効になる場合とならない場合があります。 

証明書 テキスト いいえ (空白) SharePoint の認証に使用する(DER エンコードされた)設

定します。[認証タイプ]パラメータにて選択されている

オプションに応じて有効になる場合とならない場合があ

ります。 

無効なサーバ

ー証明書を無

視する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、検出された無効のサーバー証明書は自動的

に無視されます。 

タイムアウト

（秒） 

数字 いいえ 600 SharePoint サーバーへの接続時にタイムアウトエラーが

発生するまでの時間を指定します。この時間を過ぎても

接続できない場合は実行エラーが発生します。 

 

プロキシ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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プロキシ 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

プロキシサーバーを介してネットワーク通信を試行する

ときに使用するプロキシタイプを指定します。このパラ

メータで使用する値が不明な場合は、ネットワーク管理

者に問い合わせてください。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・システムデフォルト-[オプション]->[デフォルト設

定]-> [プロキシ]で設定されたデフォルトのプロキシ設

定が使用されます 

・None -プロキシは必要ありません 

・HTTP-プロキシタイプは HTTP です 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効の場合、プロキシ認証が必要であることを指定し、

認証ベースのパラメータを有効にします。このパラメー

タは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定にさ

れている場合にのみ有効になります。 

プ ロ キ シ  サ

ーバー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)また

は IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。このパ

ラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設

定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定にされている場合にのみ有効になりま

す。 

プ ロ キ シ  ユ

ーザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

ユーザー名を設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プ ロ キ シ  パ

スワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバー経由で接続するときに認証に使用する

パスワードを設定します。このパラメータは、[認証を使

用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 
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承認 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テ キ ス ト

(選択式) 

はい サイト 権限を除去する対象を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・サイト 

・リスト 

・リストアイテム 

リストタイト

ル 

テキスト はい (空白) 権限を除去するリストのタイトルを指定します。このパ

ラメータは[From]パラメータが[リスト]または[リストア

イテム]に設定されている場合のみ有効です。 

アイテム ID テキスト はい (空白) 権限を除去するアイテムの ID を指定します。このパラメ

ータは[From]パラメータが[リストアイテム]に設定され

ている場合のみ有効です。 

ユーザーログ

イン 

テキスト はい (空白) 有効な場合、ロールの割り当てから削除するユーザーの

ユーザーログイン名を設定します。このオプションを選

択すると、[グループ ID]パラメータは無効となります。 

グループ ID テキスト はい (空白) 有効な場合、ロールの割り当てから削除するグループの

グループ ID を設定します。このオプションを選択する

と、[ユーザーログイン]パラメータは無効となります。 
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Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics CRM で、企業が顧客と対話する方法の一貫性を確保するために使用されるさまざまな CRM オ

ペレーションを自動化する際に、こちらのアクションを使用します。連絡先の作成、更新、削除、監査レコードの取

得、特定の情報の追跡、添付ファイルのアップロードとダウンロードに使用できます。複数の Dynamics CRM アクテ

ィビティを組み合わせることで、手動でのデータの再入力が不要になり、可視性と重要な情報へのアクセスが大幅に

向上します。 

 

注意:このアクションを正しく機能するには、Microsoft Dynamics CRM のシステム管理者またはシステムカスタマイ

ザーのセキュリティロールまたは同等の権限が必要です。 

 

<Dynamics CRM> 

セッションの作成 

説明 

後続の Dynamics CRM アクションを関連付けるための新しいセッションを作成します。1 つのタスク内に複数のセッ

ションを作成することで、Dynamics CRM アクションを同時に自動化することができます。 

 

用途 

タスク開始時にセッションを作成するために使用されます。作成されたセッションに複数の Dynamics CRM アクティ

ビティを関連付けることができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。

サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認証

タイプによって異なります。 

AD お よ び SPLA 認 証 タ イ プ の 場 合 は ユ ー ザ ー 名

(domain\username)、Passport 認証の場合は Windows 

Live ID を指定します。 
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パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定しま

す。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サー

バーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリック

します。 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

後続の Dynamics CRM アクティビティを関連付けるた

めに作成するセッションの名前を指定します。セッショ

ンを終了するには、「Dynamics CRM -セッションの終

了」アクティビティを使用します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検出 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケット

を取得します。 

このチケットは、Live ID ユーザーが実際に Microsoft 

Dynamics CRM Online インスタンスを使用するために

認証されていることを示しています。 

組織 URI テキスト いいえ  (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 
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認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ LiveId Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼さ

れたドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーショ

ンサービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲート

ウェイを確立します。外部ユーザーに、Active 

Directory の信頼を作成せずに CRM システムに格納さ

れている機密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・Online Federation-の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプロ

キシが認証を要求することを指定します。無効の場合、

認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定しま

す。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]

パラメータが有効になっている場合にのみ有効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用される

パスワードを指定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 
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<Dynamics CRM> 

セッションの終了 

説明 

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティで作成したセッションを終了します。 

 

用途 

前ステップで作成したセッションを終了するために使用されます。 

 

サーバー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい DynamicsCr 

mSession1 

終了するセッション名を指定します。 
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<Dynamics CRM> 

エンティティのリスト化 

説明 

指定した条件に一致する Dynamics CRM サーバーからのエンティティのリストを返します。 

 

用途 

Dynamics CRM サーバーから指定されたエンティティタイプのレコードリストを取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは通

常、操作を完了するために単一のアクティビティのみが

必要な場合に使用します 

・セッション-ユーザー資格情報、設定が以前に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Dynamics CRM アクションが必要な

場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認証

タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タイ

プの場合はユーザー名(domain\username)、Passport 認

証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定しま

す。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サー

バーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリック

します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケット

を取得します。 
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    このチケットは、Live ID ユーザーが実際に Microsoft 

Dynamics CRM Online インスタンスを使用するために

認証されていることを示しています。 

組織 URI テキスト いいえ  (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ Live Id Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼さ

れたドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーショ

ンサービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲート

ウェイを確立します。外部ユーザーに、Active 

Directory の信頼を作成せずに CRM システムに格納さ

れている機密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・Online Federation-の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 
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認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプロ

キシが認証を要求することを指定します。無効の場合、

認証が不要であることを指定します。 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定しま

す。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]

パラメータが有効になっている場合にのみ有効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用される

パスワードを指定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 情報を取得するエンティティの論理名を指定します。フ

ォルダイコンをクリックすると、サーバー内に存在する

エンティティを参照する CRM ブラウザが開きます。 

クエリタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

- - 実行するクエリのタイプを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・式-データベース検索の範囲を定義するデータフィル

ターと検索条件を含むクエリを使用します 

・FetchXML-Microsoft Dynamics CRM 2011 および

Online で使用される独自のクエリ言語を使用します。

FetchXML 言語は、クエリ式と同様のクエリ機能をサポ

ートしています。クエリのシリアル化された形式として

も使用され、ユーザー所有の保存済みビューとしてクエ

リを保存するためにも使用されます 

クエリ テキスト はい (空白) 実行する FetchXML クエリを示します。このパラメータ

は、[クエリ タイプ]パラメータが[FetchXML]に設定さ

れている場合にのみ有効になります。 

すべての列 - - - 有効にすると、データセットのすべての列に値が格納さ

れます。このパラメータは、[クエリタイプ]パラメータ

が[式]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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特定の列 テキスト いいえ (空白) 有効にすると、データセットの指定された列のみに値が

格納されます。複数の値を指定するには、コンマ(,)を

使用して各エントリを区切ります(例:address1_city, 

createdby, name, ownerid)。フォルダイコンをクリック

すると、サーバー内のエンティティの参照する CRM ブ

ラウザが開きます。このパラメータは、[クエリタイプ]

パラメータが[式]に設定されている場合にのみ有効にな

ります。 

データセット

を作成してエ

ンティティ情

報を設定する 

テキスト はい (空白) エンティティ情報を格納するデータセット名を指定しま

す。 

 

  



1243 

 

<Dynamics CRM> 

エンティティの作成 

説明 

エンティティのインスタンスを作成し、そのプロパティを定義して、既存の変数に一意の ID を格納します。 

 

用途 

連絡先やアカウントなど、追跡するプロパティを持つ新しい Dynamics CRM レコードを作成するために使用されま

す。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは通

常、操作を完了するために単一のアクティビティのみが

必要な場合に使用します 

・セッション-ユーザー資格情報、設定が以前に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Dynamics CRM アクションが必要な

場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 

サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認証

タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タイ

プの場合はユーザー名(domain\username)、Passport 認

証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定しま

す。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サー

バーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリック

します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 
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検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケット

を取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが実

際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンスを

使用するために認証されていることを示しています。 

組織 URI テキスト いいえ  (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼さ

れたドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーショ

ンサービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲート

ウェイを確立します。外部ユーザーに、Active 

Directory の信頼を作成せずに CRM システムに格納さ

れている機密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・Online Federation-の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 
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プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプロ

キシが認証を要求することを指定します。無効の場合、

認証が不要であることを指定します。 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定しま

す。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]

パラメータが有効になっている場合にのみ有効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用される

パスワードを指定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ有

効です。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 作成するエンティティの論理名を指定します。システム

エンティティを作成する場合、論理名は元の表示名をす

べて小文字にしたものです。例えば、Account エンティ

ティの論理名は account です。カスタムエンティティを

作成する場合は、最大 8 文字のすべて小文字の英数字の

接頭語の後にアンダーバー(_)を付ける必要がありま

す。たとえば、Bank Account というカスタムエンティ

ティの論理名は new_bankaccount の ようになります。

フォルダイコンをクリックすると、サーバー内のエンテ

ィティの参照する CRM ブラウザが開きます。 
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属性 テキスト はい (空白) 新しいエンティティに設定する属性を指定します。サー

バー上の値の一覧から選択するには、[属性の選択]ボタ

ンをクリックして CRM ブラウザを開きます。使用可能

な属性は次のとおりです。 

・論理名-エンティティの論理名を指定します。論理名

は、スキーマ名を小文字に変換したものです(例:スキー

マ名が My_Entity の場合、論理名=my_entity) 

・タイプ-エンティティタイプを指定します。下向き矢

印をクリックして、エンティティタイプのリストから選

択します 

・値-エンティティの値を指定します 

変数に作成さ

れたエンティ

ティ ID を設定

する 

テキスト はい (空白) 新しく作成されたエンティティのエンティティ ID を格

納する既存の変数名を指定します。 

 

  



1248 

 

<Dynamics CRM> 

エンティティの更新 

説明 

Dynamics CRM エンティティのインスタンスを更新します。 

 

用途 

エンティティの 1 つ以上の属性を更新するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは通

常、操作を完了するために単一のアクティビティのみが

必要な場合に使用します 

・セッション-ユーザー資格情報、設定が以前に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Dynamics CRM アクションが必要な

場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認証

タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タイ

プの場合はユーザー名(domain\username)、Passport 認

証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定しま

す。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サー

バーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリック

します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケット

を取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが実

際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンスを

使用するために認証されていることを示しています。 

組織 URI テキスト いいえ  (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 



1250 

 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼さ

れたドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーショ

ンサービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲート

ウェイを確立します。外部ユーザーに、Active 

Directory の信頼を作成せずに CRM システムに格納さ

れている機密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・Online Federation-の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプロ

キシが認証を要求することを指定します。無効の場合、

認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定しま

す。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]

パラメータが有効な場合にのみ有効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用される

パスワードを指定します。このパラメータは、[認証を

使用する]パラメータが有効な場合にのみ有効です。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 更新するエンティティの論理名を指定します。フォルダ

イコンをクリックすると、サーバー内のエンティティの

参照する CRM ブラウザが開きます。 

エンティティ

ID 

テキスト はい (空白) 更新するエンティティ ID を指定します。 

属性 テキスト いいえ (空白) 更新するエンティティに設定する属性を指定します。サ

ーバー上の値の一覧から選択するには、[属性の選択]ボ

タンをクリックして CRM ブラウザを開きます。使用可

能な属性は次のとおりです。 

・論理名-エンティティの論理名を指定します。論理名

は、スキーマ名を小文字に変換したものです(例:スキー

マ名が My_Entity の場合、論理名=my_entity) 

・タイプ-エンティティタイプを指定します。下向き矢

印をクリックして、エンティティタイプのリストから選

択します 

・値-エンティティの値を指定します 
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<Dynamics CRM> 

エンティティの削除 

説明 

Dynamics CRM カスタムエンティティのインスタンスを削除します。 

 

用途 

エンティティが不要になった場合、またはカスタムエンティティ定義のコア要素を変更する必要があるときに使用さ

れます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。

サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 
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https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリッ

クします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが

実際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンス

を使用するために認証されていることを示していま

す。 

組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 
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認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 削除するエンティティの論理名を指定します。フォルダ

イコンをクリックすると、サーバー内のエンティティの

参照する CRM ブラウザが開きます。 

エンティティ

ID 

テキスト はい (空白) 削除するエンティティ ID を指定します。 
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<Dynamics CRM> 

エンティティの取得 

説明 

既存のエンティティに関する指定した情報(属性)を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

他の操作を実行する前に個々のエンティティに関する属性を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリッ

クします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが

実際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンス

を使用するために認証されていることを示していま

す。 
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組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効な場合にのみ有効です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効にな場合にのみ有効で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 情報を取得するエンティティの論理名を指定します。フ

ォルダイコンをクリックすると、サーバー内のエンティ

ティの参照する CRM ブラウザが開きます。 

エンティティ

ID 

テキスト はい (空白) 情報を取得するエンティティ ID を指定します。 

データセット

を作成してエ

ンティティ情

報を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したエンティティに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

すべての列 - - - 有効にすると、データセットのすべての列に値が格納さ

れます。 

特定の列 テキスト いいえ (空白) 有効にすると、データセットの指定された列のみに値が

格納されます。複数の値を指定するには、コンマ(,)を

使用 して 各エ ント リ を 区切 りま す ( 例 :address1_city, 

createdby, name, ownerid)。フォルダイコンをクリック

すると、サーバー内のエンティティの参照する CRM ブ

ラウザが開きます。 
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<Dynamics CRM> 

添付ファイルのアップロード 

説明 

添付ファイルを注釈エンティティインスタンスにアップロードし、既存の変数に添付ファイル ID を格納します。 

 

用途 

レコードにメモを添付するために使用されます。ノートは、他のノートを含む複数のオブジェクトに添付できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリッ

クします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが

実際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンス

を使用するために認証されていることを示していま

す。 
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組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

添付ファイル テキスト はい (空白) アップロードする添付ファイルのパスとファイル名を指

定します。 

MIME タイプ

(オプション) 

テキスト いいえ (空白) アップロードする添付ファイルの MIME タイプを指定

します。 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テキスト はい (空白) 添付ファイルをアップロードするエンティティの論理名

を指定します。 

エンティティ

ID 

テキスト はい (空白) 添付ファイルをアップロードするエンティティの ID を

指定します。 

変数に添付フ

ァイル ID を設

定する 

テキスト はい (空白) 添付ファイルの ID を格納する既存の変数名を指定しま

す。 
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<Dynamics CRM> 

添付ファイルのダウンロード 

説明 

注釈エンティティインスタンスから添付ファイルをダウンロードします。 

 

用途 

注釈エンティティインスタンスから添付ファイルの情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリッ

クします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが

実際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンス

を使用するために認証されていることを示していま

す。 
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組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 

認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 



1267 

 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

添付ファイル

ID 

テキスト はい (空白) ダウンロードする添付ファイルの ID を指定します。 

保存先 テキスト はい (空白) ダウンロードした添付ファイルの保存先を指定します。 

既存のファイ

ルを上書きす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名の添付ファイルが既に存在す

る場合にファイルを上書きします。[いいえ]に設定する

と、ダウンロードしたファイルと同名のファイルが存在

する場合に上書きは行われませんが、実行エラーが発生

します。 
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<Dynamics CRM> 

ワークフローの開始 

説明 

Dynamics CRM レコードで実行される特定のビジネスプロセス、タスク、またはアクションセットを自動化するため

に必要な手順を定義する論理ルールを含む Dynamics CRM ワークフロープロセスを開始します。 

 

用途 

このアクティビティを使用して、自動ワークフローまたは子ワークフローをオンデマンドで開始できます。自動ワー

クフローは、ワークフローロジックで定義された条件が満たされた場合にのみ実行されます。子ワークフローは、別

のワークフローによって開始された場合にのみ実行されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。

サーバーの URL は通常、次の形式になります: 
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http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出する]ボタンをク

リックします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。 

このチケットは、Live ID ユーザーが実際に Microsoft 

Dynamics CRM Online インスタンスを使用するために

認証されていることを示しています。 
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組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 
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認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

ワークフロー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ワークフロー

ID 

テキスト はい (空白) 開始するワークフローID を指定します。 

エンティティ

ID 

テキスト はい (空白) ワークフローが実行されるエンティティ ID を指定しま

す。 

変数にシステ

ム  ジョブ ID

を設定する 

テキスト はい (空白) ワークフローのジョブ ID を格納する既存の変数名を指

定します。 
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<Dynamics CRM> 

監査の有効化/無効化 

説明 

指定した組織またはエンティティの Dynamics CRM 監査を有効または無効にします。 

 

用途 

指定した組織またはエンティティの監査を有効または無効にするために使用されます。システム管理者は、メンテナ

ンスのため、またはデータベースのスペースが限られているときに監査を停止することができます。組織レベルで監

査を無効にすると、その組織内のエンティティおよび属性データの変更の追跡が停止します。組織レベルの監査を再

度有効にすると、停止していた同じエンティティと属性データの追跡が自動的に再開します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。

サーバーの URL は通常、次の形式になります: 
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http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出]ボタンをクリッ

クします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。 

このチケットは、Live ID ユーザーが実際に Microsoft 

Dynamics CRM Online インスタンスを使用するために

認証されていることを示しています。 
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組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 
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認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。 

このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

監査 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクション テ キ ス ト

(選択式) 

はい 有効 実行する監査関連のアクションを指定します。使用可能

なオプションは次の通りです。 

・有効 -組織内のエンティティ及び属性データの変更を

分析及びレポート用に記録できる監査機能を有効にしま

す 

・無効 -監査機能を無効にします。この時点でデータ変

更の記録は停止します 

組織の監査 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[アクション]パラメータで選択し

た監査操作が組織レベルで実行されます。[いいえ]に設

定すると、監査は組織レベルで実行されません。 

注 1:組織およびエンティティレベルで監査を有効または

無効にできます。監査が組織レベルで有効になっていな

い場合、エンティティと属性の監査は、有効になってい

ても発生しません。 

デフォルトでは、監査はすべての監査可能なエンティテ

ィ属性で有効になっていますが、エンティティおよび組

織レベルでは無効になっています 
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エンティティ

の監査 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[アクション]パラメータで選択し

た監査操作がエンティティレベルで実行されます。[い

いえ]に設定すると、監査は実行されません。 

注 1:組織およびエンティティレベルで監査を有効または

無効にできます。監査が組織レベルで有効になっていな

い場合、エンティティと属性の監査は、有効になってい

ても発生しません。デフォルトでは、監査はすべての監

査可能なエンティティ属性で有効になっていますが、エ

ンティティおよび組織レベルでは無効になっています 

エンティティ

の 論 理 名 ( 例 :

アカウント) 

テキスト はい (空白) 監査を有効または無効にするエンティティの論理名を指

定します。論理名は、エンティティの作成中に割り当て

られた元の名前をすべて小文字にしたものです。例え

ば、Production という名前のエンティティが作成され

た場合、その論理名は production になります。このパ

ラメータは、[エンティティの監査]パラメータが[はい]

に設定されている場合にのみ有効です。 

 

 

  



1277 

 

<Dynamics CRM> 

監査レコードの取得 

説明 

最新の監査レコードを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

エンティティおよび属性データの変更に対して実行された監査結果の取得を自動化するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM ユーザーの資格情報、接続プロパテ

ィ、およびその他の設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト -ユーザーの資格情報と設定がこのアクティビ

ティに対して個別に構成されます。このオプションは

通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に使用します 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 、 設 定 が 以 前 に

「Dynamics CRM -セッションの作成」アクティビティ

で作成されたセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Dynamics CRM アクションが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい DynamicsCr

mSession1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

サーバー(プロ

トコル) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTPS Dynamics CRM サーバーへの接続に使用するプロトコ

ルを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure。標準の

HTTP 通信に SSL / TLS のセキュリティ機能を追加し

ます 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

サーバー テキスト はい (空白) 接続を確立するための Dynamics CRM サーバーの URL

または IP アドレスを指定します。URL を入力する場

合、ポート 80 または 443 を介した HTTPS であれば、

ポートはオプションとなります(例:crm-server:port)。 
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    サーバーの URL は通常、次の形式になります: 

http://crm-server:port/organization-name 

Microsoft Dynamics CRM Online の場合: 

https://organization-name.crm.dynamics.com 

ユーザー名 

または 

Windows Live 

ID 

テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのユーザー名を指定します。この値の形式は、認

証タイプによって異なります。AD および SPLA 認証タ

イプの場合はユーザー名(domain\username)、Passport

認証の場合は Windows Live ID を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) Dynamics CRM サーバー接続の確立に使用するアカウ

ントのパスワードを指定します。 

ドメイン名(オ

プション) 

テキスト はい (空白) ユーザーの資格情報を検証するドメイン名を指定しま

す。 

組織名 テキスト はい (空白) アカウントに関連付けられている組織の名前を指定し

ます。システムに存在する組織名と Dynamics CRM サ

ーバーの URI をクエリするには、[検出する]ボタンをク

リックします。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Microsoft 

Office 365 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、Office365 アカウントを介して接

続が確立されます。Microsoft Outlook から Microsoft 

Dynamics CRM Online を使用する場合は、このオプシ

ョンを[はい]に設定します。 

自動検出 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ターゲット組織の名前と URL エ

ンドポイントを取得するために CrmDiscoveryService

を使用します。CrmDiscoveryService Web サービス

は、オンプレミスの Microsoft Dynamics CRM サーバ

ーのグローバル URL を介してアクセスされます。各

Microsoft Dynamics CRM サーバーは、下記 URL の

CrmDiscoveryService Web サービスをホストします: 

http://<server:port>/MSCRMServices/2007/AD/Crm

DiscoveryService.asm 

注 1:このパラメータを[はい]に設定すると、さまざまな

設定が無効になります 

検索 URI テキスト いいえ (空白) Microsoft Dynamics CRM Online 組織に接続している場

合にサイトで使用される検出 URL を指定します。

Microsoft Dynamics CRM Online に接続するには、最初

に検出サービスにアクセスしてパスポート認証チケッ

トを取得します。このチケットは、Live ID ユーザーが

実際に Microsoft Dynamics CRM Online インスタンス

を使用するために認証されていることを示していま

す。 



1279 

 

組織 URI テキスト いいえ (空白) 組織サービスの URL を指定します。[自動検出]パラメ

ータが[はい]に設定されている場合、このパラメータは

無効になります。 

ホ ー ム 領 域

URI 

テキスト いいえ (空白) ID プロバイダーのアドレスを指定します。[自動検出]

パラメータが[はい]に設定されている場合、このパラメ

ータは無効になります。 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) Dynamics CRM サーバーへの接続に使用される認証の

種類を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・None -アプリケーションの現在の Windows 資格情報

を使用して、Dynamics CRM で認証します。これは通

常、開発環境で使用され、Microsoft Dynamics CRM サ

ーバーと同じ Active Directory ドメイン(または信頼され

たドメイン)のオンプレミス展開でのみ機能します 

・Active Directory-特定のサービスアカウントの Active 

Directory 資格情報を使用して認証します。これは主に

オンプレミス展開に使用されます 

・Federation-IAG と Active Directory フェデレーション

サービス(ADFS)の組み合わせを使用して認証ゲートウ

ェイを確立します。外部ユーザーに、Active Directory

の信頼を作成せずに CRM システムに格納されている機

密情報へのアクセスを提供します 

・Live Id-Windows Live ID 認証メカニズム(Passport 認

証)を使用して認証します。主に Microsoft Dynamics 

CRM Online の展開に使用されます 

・ Online Federation- の Microsoft Dynamics CRM 

Online サービスのために利用できる ID プロバイダーが

含まれています 

[自動検出]パラメータが[はい]に設定されている場合、

このパラメータは無効になります。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 120 サーバーへの同期接続要求が完了するまでの合計時間

(秒単位)を指定します。この値を超えると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

プロキシタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ システムデフ

ォルト 

接続するプロキシのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-現在システムが認識しているデ

フォルトのプロキシサーバーに接続します 

・None -プロキシ接続は必要ありません 

・HTTP-HTTP プロキシに接続します 
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認証を使用す

る 

- - - 有効な場合、リソースへのアクセスを許可する前にプ

ロキシが認証を要求することを指定します。無効の場

合、認証が不要であることを指定します。このパラメ

ータは、[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に設定

されている場合にのみ有効になります。 

プロキシ サー

バー 

テキスト はい いいえ プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を設定します。この

パラメータは[プロキシタイプ]パラメータが[HTTP]に

設定にされている場合にのみ有効になります。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポートを指定し

ます。このパラメータは、[プロキシタイプ]パラメータ

が[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは、[認証を使用す

る]パラメータが有効になっている場合にのみ有効で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続を認証するために使用され

るパスワードを指定します。このパラメータは、[認証

を使用する]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効です。 

 

監査 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エンティティ

論 理 名 ( 例 : ア

カウント) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 有効 取得するエンティティの論理名を指定します。フォルダ

イコンをクリックすると、サーバー内に存在するエンテ

ィティを参照する CRM ブラウザが開きます。 

エンティティ

ID 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 取得するエンティティの ID を指定します。 

データセット

を作成して監

査レコード情

報を設定する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 取得した最新の監査結果を格納するデータセット名を指

定します。 
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WMI 

ローカルまたはリモートコンピューター上の管理リソースを監視および制御し、ネットワーク環境でのコンピュータ

ーの管理性を向上させる際に、こちらのアクションを使用します。 

 

<WMI> 

WMI クエリ 

説明 

ロ ー カ ル ま た は リ モ ー ト コ ン ピ ュ ー タ ー に 接 続 し 、 WMI ク エ リ 言 語 (WQL) ク エ リ を 実 行 し て 、 Windows 

Management Instrumentation(WMI)でサポートされている情報を取得し、結果をデータセットに格納します。WMI

クラス、オブジェクト、およびそれらのプロパティと値を簡単に参照できる組み込みの GUI である WMI クエリビル

ダーが含まれます。 

注意:このアクティビティを使用するには、WMI スクリプト言語の基本的な知識と、クラス名やプロパティ名などの

WMI メカニズムの知識が必要です。 

 

用途 

ネットワークマネージャーまたはシステム管理者がローカルまたはリモートコンピューターの管理対象リソースを監

視および制御するために使用し、ネットワーク環境でのコンピューターの管理性を向上させます。例えば、WQL ク

エリステップで最初に問題を特定し、他のステップに進む前に問題を修正するために適切なアクティビティを実行す

るように指示することができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

WQL テキスト はい (空白) 実行する WMI クエリを指定します。マシン上にて使用

可能な名前空間、クラス、プロパティ、値を設定するた

めに[WMI クエリビルダー]を利用することができま

す。このインターフェイスを使用して、オブジェクトの

WMI セットをナビゲートし、目的の属性を選択しま

す。 

注 1:デフォルトでは、WMI クエリビルダーはローカル

コンピューターの名前空間、クラス、オブジェクト、プ

ロパティ、値を表示します。リモートコンピューターの

属性を表示するには、[コンピューターのプロパティ]で

[リモートコンピューター]パラメータを有効にし、リモ

ートマシンに必要な資格情報(コンピューター名、ユー

ザー名、ドメイン、パスワードなど)を入力します。 

名前空間 テキスト はい root\CIMV2 クエリを実行する WMI 名を指定します。WMI 名に

は、マシンのオブジェクトまたは 2 つ以上のオブジェ

クト間の関係を定義するクラスと関連付けの階層が含ま

れています。下矢印をクリックして目的の名前を選択す

るか、提供されたコンボボックスに手動で入力します。 

このパラメータのデフォルト値の[root 

\ CIMV2(Common Information Model Version 2)]は、

最も一般的に使用される WMI 名です。 
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注 1:WMI クエリビルダーから名前空間が指定されてい

る場合、選択した名前空間は、現在入力されている値を

上書きします。 

データセット

の作成と設定 

テキスト はい (空白) クエリ結果を格納するデータセット名を指定します。 

注 1:返されるデータセットの値と量は、実行される

WMI クエリによって異なります 

 

コンピューター 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ローカルコン

ピューター 

- - - 有効な場合、WMI クエリがローカルマシンで実行され

ます。 

リモートコン

ピューター 

- - - 有効な場合、WMI クエリがリモートマシンで実行され

ます。このパラメータを有効にすると、ローカルコンピ

ューターパラメータは無視されます。 

コンピュータ

ー 

テキスト はい (空白) 照会するリモート(ホスト)マシンのコンピューター名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは、[リ

モートコンピューター]パラメータが有効になっている

場合にのみ有効となります。 

ドメイン テキスト はい (空白) リモートマシンのドメイン名を指定します。このパラメ

ータは、[リモートコンピューター]パラメータが有効に

なっている場合にのみ有効となります。 

ユーザー名 テキスト はい (空白) リモートマシンへのログオンに使用される有効なユーザ

ー名を設定します。このパラメータは、[リモートコン

ピューター]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効となります。 

パスワード テキスト はい (空白) リモートマシンへのログオンに使用される有効なパスワ

ードを設定します。このパラメータは、[リモートコン

ピューター]パラメータが有効になっている場合にのみ

有効となります。 
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SNMP 

SNMP アクションは、GET、GET BULK、GET NEXT、SEND TRAP、SET、WALK などの一般的な SNMP コマン

ドを使用して自動化処理を行います。サーバー管理者と IT 担当者は、単純な自動化タスクを通じて完全なネットワ

ークインフラストラクチャを監視できます。SNMP を使用すると、Microsoft MOM などの製品と統合することもで

きます。 

 

重要:SNMP アクションを最大限に活用するには、SNMP アーキテクチャと、マネージャ、エージェント、MIB、

PDU などの主要な要素についての基本的な知識が必要です。 

 

 

<SNMP> 

Send trap 

説明 

SNMP トラップメッセージが SNMP エージェントから送信される動作をシミュレートします。 

 

用途 

SNMP エージェントで発生したイベントまたは状態をネットワーク管理システム(NMS)に通知するために使用されま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

コミュニティ テキスト はい public SNMP のコミュニティ名を指定します。 

Enterprise 

OID 

テキスト はい (空白) ネットワーク管理システムの OID を指定します。これ

は、数値または文字列の表記形式で入力できます。 

Trap generic 

type 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい Enterprise  

specific 

トラップメッセージのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Enterprise specific – [トラップ固有の数字]パラメー

タで指定したトラップ固有コード 

・Cold start-エージェントを起動中 

・Warm start-エージェントを再起動 

・Link down-通信インターフェースが停止 

・Link up -通信インターフェースが復旧 

・Authentication failure -コミュニティが無効なメッセ

ージを受信 

・EGP neighbor loss -EGP(Exterior Gateway Protocol)

隣接装置がダウン 
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トラップ固有

の数字 

数字 はい 0 固有のトラップコードを指定します。[Trap generic 

Type]パラメータが[Enterprise specific]に設定されてい

る場合にのみ有効です。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

カスタム タイ

プ スタンプ 

数字 いいえ (空白) 有効な場合、カスタムタイムスタンプを指定します。 

単位 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ ミリ秒 [カスタムタイムスタンプ]パラメータで指定した時間に

対応する単位を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・ミリ秒-ミリ秒単位でタイムスタンプの増分を測定し

ます 

・秒-秒単位でタイムスタンプの増分を測定します 

・分-分単位でタイムスタンプの増分を測定します 

・時間-時間単位でタイムスタンプの増分を測定します 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 162 メッセージに使用する TCP / IP ポートを指定します。 

SNMP バージ

ョン 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

認証プロトコ

ル 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

エンジン ID テキスト はい AutoMateTr

apSender 

リモートエージェントの SNMP エンジン ID を指定しま

す。このエンジン ID は、パスワードから認証/プライバ

シーダイジェストを計算するときに必要です。最初にリ

モートエンジン ID が設定されていない場合、設定コマ

ンドは失敗します。このパラメータは[SNMP パージョ

ン]パラメータに[SNMPv3]が設定されている場合のみ

有効です。 

認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 
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認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

プライバシー 

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー 

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定します。

このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラメー

タに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されている

場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト いいえ (空白) トラップ通知をさらに定義するために値に関連付けられ

る変数の名前/OID を指定します。これは、数値または

文字列の表記形式で入力できます。 

値 テキスト いいえ (空白) 変数に割り当てる値を指定します。 

構文 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ integer データ型を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・integer - 整数型で指定されます 

・octet string - 8 ビット文字列で指定されます 

・object ID - オブジェクト識別子で指定されます 

・null - null 値で指定されます 

・ipaddress - IP アドレスで指定されます 

・counter32  - 32 ビットカウンターで指定されます 

・gauge32 - 32 ビットゲージで指定されます 

・timeticks - timeticks で指定されます 

・Opaque - 不透明で指定されます 

・counter64 - ビットカウンターで指定されます 

・unsignedinteger32 - 32 ビットの符号なし整数で指定

されます 
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<SNMP> 

Set 

説明 

変数の値を変更するために、SNMP エージェントに SET メッセージを発行します。 

 

用途 

ルーターなどの SNMP 対応エージェントで SNMP 変数の値を設定するために使用できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

SNMP 変数名 テキスト はい (空白) SNMP 変数を指定します。この値は、数値または人が

読める形式の OID(オブジェクト識別子)です。 

注 1:AutoMate 変数ではありません 

コミュニティ テキスト はい public SNMP コミュニティを指定します。 

変数構文 テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ integer 変数値パラメータに設定されるデータ型を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・integer - 整数型で指定されます 

・octet string - 8 ビット文字列で指定されます 

・object identificator - オブジェクト識別子で指定され

ます 

・null - null 値で指定されます 

・IPaddress - IP アドレスで指定されます 

・counter32 - 32 ビットカウンターで指定されます 

・gauge32 - 32 ビットゲージで指定されます 

・timeticks - timeticks で指定されます 

・opaque - 不透明で指定されます 

・counter64  - 64 ビットカウンターで指定されます 

・unsignedinteger32 - 32 ビットの符号なし整数で指定

されます 

変数値 テキスト はい (空白) SNMP 変数に設定する新しい値を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の時間でタ

イムアウトす

る 

テキスト はい 30 このアクティビティがタイムアウトエラーを生成するま

での時間を指定します。ここで指定した時間を超えると

実行エラーが発生します。 
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次の時間でタ

イムアウトす

る(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [次の時間でタイムアウトする]パラメータで設定した時

間に対応する単位を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

配信遅延 テキスト いいえ 3 アクティビティで許容されるブロードキャスト通信の最

大遅延時間を指定します。 

配信遅延(単

位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 秒 [配信遅延]パラメータで指定した時間に対応する単位を

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

SNMP バージ

ョン 

テキスト はい SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 161 SNMP 要求に使用する TCP / IP ポートを指定します。 

認証プロトコ

ル 

テキスト はい 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

検出がタイム

アウト 

数字 はい 30 このアクティビティが検出に許容する最大時間を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

検出がタイム

アウト(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [検出がタイムアウト]パラメータで設定した時間に対応

する単位を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 
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認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

プライバシー

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定します。

このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラメー

タに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されている

場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

に実行結果を

設定する(オプ

ション) 

テキスト はい (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 
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<SNMP> 

Get 

説明 

変数の値を検査するために、GET メッセージを SNMP エージェントに発行します。 

 

用途 

ルーターなどの SNMP 対応エージェントで SNMP 変数の値を取得するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

SNMP 変数名 テキスト はい (空白) SNMP 変数を指定します。この値は、数値または人が

読める形式の OID(オブジェクト識別子)です。 

注 1:AutoMate 変数ではありません 

コミュニティ テキスト はい public SNMP コミュニティを指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の時間でタ

イムアウトす

る 

テキスト はい 30 このアクティビティがタイムアウトエラーを生成するま

での時間を指定します。ここで指定した時間を超えると

実行エラーが発生します。 

次の時間でタ

イムアウトす

る(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [次の時間でタイムアウトする]パラメータで設定した時

間に対応する単位を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

配信遅延 テキスト いいえ 3 アクティビティで許容されるブロードキャスト通信の最

大遅延時間を指定します。 
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配信遅延(単

位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 秒 [配信遅延]パラメータで指定した時間に対応する単位を

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

SNMP バージ

ョン 

テキスト はい SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 161 SNMP 要求に使用する TCP / IP ポートを指定します。 

認証プロトコ

ル 

テキスト はい 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

検出がタイム

アウト 

数字 はい 30 このアクティビティが検出に許容する最大時間を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

検出がタイム

アウト(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [検出がタイムアウト]パラメータで設定した時間に対応

する単位を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 
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認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

プライバシー

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定します。

このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラメー

タに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されている

場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OID に文字列

表記を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 変数に数値または「人が読める」形式で返される OID

を含めるかどうかを指定します。[はい]に設定すると、

人が読める形式で値が返されます。[いいえ]に設定する

と、値は数値形式で返されます。 

timetick 値 に

文字列表記を

使用する 

はい/いい

え 

はい はい Timetick 変数型は通常 32 ビットの数値ですが、文字列

表記で返すことができます。このパラメータが[はい]に

設定すると、String 表記で値を返します。[いいえ]に設

定すると、32 ビットの数値形式で値を返します。 
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<SNMP> 

Get Next 

説明 

次の変数の値を検査するために、SNMP エージェントに GETNEXT メッセージを発行します。 

 

用途 

ルーターなどの SNMP 対応エージェントの SNMP 変数の値を取得するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

SNMP 変数名 テキスト はい (空白) SNMP 変数を指定します。この値は、数値または人が

読める形式の OID(オブジェクト識別子)です。 

注 1:AutoMate 変数ではありません 

コミュニティ テキスト はい public SNMP コミュニティを指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の時間でタ

イムアウトす

る 

テキスト はい 30 このアクティビティがタイムアウトエラーを生成するま

での時間を指定します。ここで指定した時間を超えると

実行エラーが発生します。 

次の時間でタ

イムアウトす

る(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [次の時間でタイムアウトする]パラメータで設定した時

間に対応する単位を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

配信遅延 テキスト いいえ 3 アクティビティで許容されるブロードキャスト通信の最

大遅延時間を指定します。 

配信遅延(単

位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 秒 [配信遅延]パラメータで指定した時間に対応する単位を

指定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 
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SNMP バージ

ョン 

テキスト はい SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 161 SNMP 要求に使用する TCP / IP ポートを指定します。 

認証プロトコ

ル 

テキスト はい 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

検出がタイム

アウト 

数字 はい 30 このアクティビティが検出に許容する最大時間を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

検出がタイム

アウト(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [検出がタイムアウト]パラメータで設定した時間に対応

する単位を指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定し

ます。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに

[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効

です。 

プライバシー

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 
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このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定します。

このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラメー

タに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されている

場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OID に文字列

表記を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 変数に数値または「人が読める」形式で返される OID

を含めるかどうかを指定します。[はい]に設定すると、

人が読める形式で値が返されます。[いいえ]に設定する

と、値は数値形式で返されます。 

timetick 値 に

文字列表記を

使用する 

はい/いい

え 

はい はい Timetick 変数型は通常 32 ビットの数値ですが、文字列

表記で返すことができます。このパラメータが[はい]に

設定すると、String 表記で値を返します。[いいえ]に設

定すると、32 ビットの数値形式で値を返します。 
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<SNMP> 

Get bulk 

説明 

単一のトランザクションで変数のグループを検査するために、SNMP エージェントに GETBULK メッセージを発行

します。このアクティビティは、大きなテーブルを取得する場合に使用されます。なお、SNMP GETBULK コマン

ドは、SNMPv1 を使用するデバイスではサポートされないことに注意してください。 

 

用途 

大量の変数に関するデータを取得するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

最初の変数バ

インディング

の戻り変数 

数字 はい (空白) 単純な GETNEXT 操作が最初に実行される変数リスト

内の変数の数を指定します。この値は、Non-repeaters

値に似ています。 

残りの変数バ

インディング

に対して返さ

れる変数の最

大数 

数字 はい (空白) 残りの変数に対する GETNEXT 操作の最大数を指定し

ます。これは、Max-Repetitions 値に似ています。 

コミュニティ テキスト はい public SNMP コミュニティを指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の時間でタ

イムアウトす

る 

テキスト はい 30 このアクティビティがタイムアウトエラーを生成する

までの時間を指定します。ここで指定した時間を超え

ると実行エラーが発生します。 

次の時間でタ

イムアウトす

る(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [次の時間でタイムアウトする]パラメータで設定した時

間に対応する単位を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

配信遅延 テキスト はい 3 アクティビティで許容されるブロードキャスト通信の

最大遅延時間を指定します。 

配信遅延(単

位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [配信遅延]パラメータで指定した時間に対応する単位を

指定します。使用可能なオプションは次のとおりで
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す。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

SNMP バージ

ョン 

テキスト はい SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 161 SNMP 要求に使用する TCP / IP ポートを指定します。 

認証プロトコ

ル 

テキスト はい 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

検出がタイム

アウト 

数字 はい 30 このアクティビティが検出に許容する最大時間を指定

します。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータ

に[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有

効です。 

検出がタイム

アウト(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [検出がタイムアウト]パラメータで設定した時間に対応

する単位を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定

します。 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 
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認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定

します。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータ

に[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有

効です。 

プライバシー

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定しま

す。このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラ

メータに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されて

いる場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 - - - 変数名を追加するには、[追加]ボタンをクリックしま

す。追加された変数バインディングは、変数名パラメー

タに表示されます。既存の変数を削除するには、変数を

選択し、[消去]をクリックします。 

OID に文字列

表記を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 変数に数値または「人が読める」形式で返される OID

を含めるかどうかを指定します。[はい]に設定すると、

人が読める形式で値が返されます。[いいえ]に設定する

と、値は数値形式で返されます。 

timetick 値 に

文字列表記を

使用する 

はい/いい

え 

はい はい Timetick 変数型は通常 32 ビットの数値ですが、文字列

表記で返すことができます。このパラメータが[はい]に

設定すると、String 表記で値を返します。[いいえ]に設

定すると、32 ビットの数値形式で値を返します。 
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<SNMP> 

Walk 

説明 

変数のグループを検査するために、SNMP エージェントに WALK メッセージを発行します。 

 

用途 

ルーターなどの SNMP 対応エージェントで SNMP 変数のグループの値を取得するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

エージェント

IP アドレス 

テキスト はい (空白) 通信する SNMP エージェントの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。 

SNMP 変数名 テキスト はい (空白) SNMP 変数を指定します。この値は、数値または人が

読める形式の OID(オブジェクト識別子)です。 

注 1:AutoMate 変数ではありません 

コミュニティ テキスト はい public SNMP コミュニティを指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) 実行結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

次の時間でタ

イムアウトす

る 

テキスト はい 30 このアクティビティがタイムアウトエラーを生成する

までの時間を指定します。ここで指定した時間を超え

ると実行エラーが発生します。 

次の時間でタ

イムアウトす

る(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [次の時間でタイムアウトする]パラメータで設定した時

間に対応する単位を指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

配信遅延 テキスト いいえ 3 アクティビティで許容されるブロードキャスト通信の

最大遅延時間を指定します。 

配信遅延(単

位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 秒 [配信遅延]パラメータで指定した時間に対応する単位を

指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

SNMP バージ

ョン 

テキスト はい SNMPv1 使用する SNMP プロトコルのバージョンを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 
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・SNMPv1 

・SNMPv2c 

・SNMPv3 

リモートポー

ト 

数字 いいえ 161 SNMP 要求に使用する TCP / IP ポートを指定します。 

認証プロトコ

ル 

テキスト はい 認証を使用し

ない 

認証アルゴリズムで使用するプロトコルを指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・認証を使用しない-認証は使用されません 

・MD5(推奨)-MD5 認証を使用します 

・SHA-SHA 認証を使用します 

・SHA2-SHA2 認証を使用します 

このパラメータは[SNMP パージョン]パラメータに

[SNMPv3]が設定されている場合のみ有効です。 

検出がタイム

アウト 

数字 はい 30 このアクティビティが検出に許容する最大時間を指定

します。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータ

に[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有

効です。 

検出がタイム

アウト(単位) 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 秒 [検出がタイムアウト]パラメータで設定した時間に対応

する単位を指定します。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・ミリ秒 - ミリ秒単位で測定します 

・秒 - 秒単位で測定します 

・分 - 分単位で測定します 

・時間 - 時間単位で測定します 

このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

認証ユーザー

名 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのユーザー名を指定

します。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータ

に[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有

効です。 

認証パスワー

ド 

テキスト はい (空白) リモートユーザーを構成するためのパスワードを指定

します。このパラメータは[認証プロトコル]パラメータ

に[認証を使用しない]以外が設定されている場合のみ有

効です。 

プライバシー

アルゴリズム 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ メッセージを

暗号化しない 

メッセージの暗号化アルゴリズムを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・メッセージを暗号化しない-暗号化は使用されません 

・DES(推奨)-DES 暗号化が使用されます 

・AES192-AES192 暗号化が使用されます 

・AES256-AES256 暗号化が使用されます 

・3DES-3DES 暗号化が使用されます 

・AES-AES 暗号化が使用されます 
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このパラメータは[認証プロトコル]パラメータに[認証

を使用しない]以外が設定されている場合のみ有効で

す。 

プライバシー

パスワード 

テキスト はい (空白) アルゴリズムのプライバシーパスワードを指定しま

す。このパラメータは[プライバシーアルゴリズム]パラ

メータに[メッセージを暗号化しない]以外が設定されて

いる場合のみ有効です。 

 

データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

OID に文字列

表記を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい 変数に数値または「人が読める」形式で返される OID

を含めるかどうかを指定します。[はい]に設定すると、

人が読める形式で値が返されます。[いいえ]に設定する

と、値は数値形式で返されます。 

timetick 値 に

文字列表記を

使用する 

はい/いい

え 

はい はい Timetick 変数型は通常 32 ビットの数値ですが、文字列

表記で返すことができます。このパラメータが[はい]に

設定すると、String 表記で値を返します。[いいえ]に設

定すると、32 ビットの数値形式で値を返します。 
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Amazon DynamoDB 

Amazon DynamoDB は Amazon Web Services(AWS)が提供するフルマネージド型の NoSQL データベースサービスで

す。このアクションを使用することで、開発者はコードを記述することなく、さまざまな DynamoDB 操作を自動化

できます。DynamoDB はスループットに基づくサービスであるため、開発者は使用状況とストレージ容量を監視す

るタスクを作成することも可能です。 

 

重要:「Amazon DynamoDB」アクションは Amazon の DynamoDB エンジンを使用して実行されるため、AutoMate

を介して DynamoDB を起動および管理するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

 

<Amazon DynamoDB> 

セッションの作成 

説明 

後続の関連アクティビティに割り当てる一意のセッションを作成します。単一タスクで多数の DynamoDB 操作を実

行できます。セッションを終了するには、「Amazon DynamoDB - セッションの終了」アクティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon DynamoDB セッションを作成するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

DynamoDB アクティビティを 1 つのセッションに関連

付けることができ、タスクがより組織化されます。1 つ

のタスク内に複数のセッションを作成することで並行実

行が可能です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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<Amazon DynamoDB> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon DynamoDB - セッションの作成」アクティビティにて作成及び開始されたセッションを終了します。 

 

用途 

実行中のセッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon DynamoDB> 

テーブルのリスト化 

説明 

アカウント内のすべてのテーブルのリストを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

アカウントに存在するすべてのテーブルをリストするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

にテーブル名

のリストを設

定する 

テキスト はい (空白) テーブル名のリストを格納するデータセット名を指定し

ます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Name テキスト テーブルの名前を返します。 
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<Amazon DynamoDB> 

テーブルの作成 

説明 

新しいテーブルを作成し、テーブルの一意の名前、主キー、読み取り/書き込み要件を指定します。 

 

用途 

テーブルを作成するために使用されます。テーブル作成時は、テーブル名に加えて、テーブルの主キーを指定する必

要があります。Amazon DynamoDB は、以下 2 つのタイプの主キーをサポートしています: 

・ハッシュタイプの主キー - 主キーは 1 つの属性(ハッシュ属性)で構成されます。Amazon DynamoDB は、このプ

ライマリキー属性に順序付けされていないハッシュインデックスを作成します。 

・ハッシュおよびレンジタイプの主キー - 主キーは 2 つの属性で構成されます。最初の属性はハッシュ属性で、2 番

目の属性は範囲属性です。Amazon DynamoDB は、ハッシュ主キー属性に順不同のハッシュインデックスを構築

し、レンジ主キー属性にソートされた範囲インデックスを構築します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 
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シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 作成するテーブルの名前を指定します。使用できる文字

は、a-z、A-Z、0-9、「_」(アンダースコア)、「-」(ハイ

フン)、および「.」(ドット)です。使用できる名前の長

さは 3～255 文字です。 

ハッシュキー テキスト はい (空白) 新しいテーブルの主キー(単純または複合)構造を指定し

ます。 

ハッシュタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 文字列 ハッシュキーのタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・文字列-ハッシュキーは文字列型です 

・数値-ハッシュキーは数値型です 

レンジキー(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 作成するテーブルのレンジキーを指定します。 

レンジタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 文字列 レンジキーのタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・文字列-レンジキーは文字列型です 

・数値-レンジキーは数値型です 

読み込みキャ

パシティーユ

ニット 

数字 いいえ 5 Amazon DynamoDB が他のオペレーションと負荷を分

散する前に、新しいテーブルで 1 秒あたりに消費される

一貫した読み取りキャパシティーユニットの最小数を指

定します。 

書き込みキャ

パシティーユ

ニット 

テキスト いいえ 5 Amazon DynamoDB が他のオペレーションと負荷を分

散する前に、指定されたテーブルで 1 秒あたりに消費さ

れる書き込みキャパシティーユニットの最小数を指定し

ます。 
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<Amazon DynamoDB> 

テーブルの更新 

説明 

特定のテーブルのプロビジョニングされたスループットを更新します。 

 

用途 

特定のテーブルのパフォーマンスを管理するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 作成するテーブルの名前を指定します。 

読み込みキャ

パシティーユ

ニット 

数字 いいえ 5  読み取りリクエストが抑制される前にサポートされる読

み取りの最小数を指定します。 

書き込みキャ

パシティーユ

ニット 

テキスト いいえ 5 書き込みリクエストが抑制される前にサポートされる書

き込みの最小数を指定します。 
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<Amazon DynamoDB> 

テーブルの削除 

説明 

指定したテーブルとそのすべてのデータを削除します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなったテーブルを削除するために使用されます。このリクエストの後、

DynamoDB が削除オペレーションを完了するまで、テーブルは DELETING 状態になります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

  



1313 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 削除するテーブルの名前を指定します。 
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<Amazon DynamoDB> 

テーブルの記述 

DynamoDB テーブルに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。テーブル情報には、サイズ、場所、

現在のステータス、主キースキーマ、作成日時などが含まれます。 

 

用途 

条件付き操作を実行するために、テーブル情報を取得する際に使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 情報を取得するテーブル名を指定します。 

データセット

にテーブル情

報を設定する 

テキスト はい (空白) テーブルに関する情報を格納するデータセット名を指定

します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 
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名前 タイプ 戻り値 

theDataset.CreationDateTime 日付 テーブルが作成された日時を返します。 

theDataset.HashKey テキスト 現在のハッシュキーを返します。 

theDataset.ItemCount 数字 テーブル内のアイテム数を返します。 

theDataset.Name テキスト テーブルの名前を返します。 

theDataset.RangeKey テキスト 現在のレンジキーを返します。 

theDataset.ReadCapacity 数字 読み込みキャパシティーユニットの現在値を返します。 

theDataset.SizeBytes 数字 指定されたテーブルの合計サイズ(Byte 単位)を返しま

す。 

theDataset.Status テキスト テーブルの現在のステータスを返します(例:ACTIVE、

UPDATING、DELETING)。 

theDataset.WriteCapacity 数字 書き込みキャパシティーユニットの現在値を返します。 
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<Amazon DynamoDB> 

クエリ 

説明 

テーブル内の指定されたアイテムまたはすべてのアイテムに対してクエリを実行し、結果をデータセットに格納しま

す。 

 

用途 

1 つ以上のアイテムとその属性名および値をクエリするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティ

ビティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複

数のセッションを作成することで並行実行が可能とな

ります 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例 え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル テキスト はい (空白) 情報を取得するアイテムを含むテーブル名を指定しま

す。 

ハッシュキー テキスト はい (空白) クエリするアイテムのハッシュキーを指定します。 

ハッシュタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ 文字列 ハッシュキーのタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次の通りです。 

・文字列-ハッシュキーは文字列型です 

・数値-ハッシュキーは数値型です 

レンジキー(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) クエリするアイテムのレンジキーを指定します。 

レンジキーオ

ペレーター 

テキスト

(選択式) 

いいえ Equal クエリ結果を決定するために使用するレンジキー演算子

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・Equal-レンジキー値と等しい 

・LessThanOrEqual-レンジキー値以下 

・LessThan-レンジキー値より小さい 

・GreaterThanorEqual-レンジキー値以上 

・GreaterThan-レンジキー値より大きい 

・BeginsWith-レンジキー値で始まる 

・Between-レンジキー値の間 

レンジタイプ テキスト

(選択式) 

いいえ String レンジキーのタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次の通りです。 

・文字列-レンジキーは文字列型です 

・数値-レンジキーは数値型です 

データセット

にアイテム情

報を設定する 

テキスト はい (空白) クエリに関する情報を格納するデータセット名を指定し

ます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

※アイテムの各属性は、名前と値のペアです。属性は単一値または複数値をセットにすることができます。例えば、

本のアイテムはタイトルと著者の属性を持つことができます。各書籍には 1 つのタイトルがありますが、著者は複数

人いる場合があります。以下の表は、このアクティビティが作成及び格納するデータセットの一例を示しています 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Attribute1[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 

theDataset.Attribute2[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 

theDataset.Attribute3[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 
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<Amazon DynamoDB> 

スキャン 

説明 

テーブルのフルスキャンを実行し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

テーブルに存在するアイテム属性を取得する別の方法として使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティ

ビティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複

数のセッションを作成することで並行実行が可能とな

ります 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例 え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル テキスト はい (空白) 要求されたアイテムを含むテーブル名を指定します。 

データセット

にアイテム情

報を設定する 

テキスト はい (空白) スキャン結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Attribute1[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 

theDataset.Attribute2[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 
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<Amazon DynamoDB> 

アイテムの作成 

説明 

新しいアイテムを作成するか、古いアイテムのすべての属性を新しいアイテムで置き換えます。指定されたテーブル

に同じ主キーを持つアイテムが既に存在する場合、新しいアイテムは既存のアイテムを完全に置き換えます。 

 

用途 

指定した主キーを持つアイテムが存在しない場合は新しいアイテムを挿入するか、特定の属性値がある場合は既存の

アイテムを置き換えるために使用します。アイテムの各属性は、単一または複数の値にすることができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティ

ビティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複

数のセッションを作成することで並行実行が可能とな

ります 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例 え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル テキスト はい (空白) 新しいアイテムを配置するテーブル名を指定します。 

タイプ テキスト

(選択式) 

はい (空白) アイテム属性は、タイプと名前と値のペアで構成されま

す。[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]を選択して、新しいアイテムに設定する属性の 1

つ以上の行を入力するグリッドを表示します。設定可能

な属性タイプは次のとおりです。 

・String - Unicode と UTF-8 バイナリエンコーディン

グ(例:ストア名) 

・Number - 正または負の正確な値の小数と整数(例:請

求書、注文番号) 

・StringSet - 多値文字列(例:item1、item2、item3) 

・NumberSet - 複数値の数値(例:item1 の製品番号、

item2 の製品番号) 

名前 テキスト はい (空白) 新しいアイテムに設定する名前と値のペアの「名前」部

分を指定します。 

注 1:アイテムは複数の属性を持つことができ、属性は複

数の値を持つことができます 

値 テキスト はい (空白) 新しいアイテムに設定する名前と値のペアの「値」の部

分を指定します。 

注 1:アイテムは複数の属性を持つことができ、属性は

複数の値を持つことができます 
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<Amazon DynamoDB> 

アイテムの削除 

説明  

指定したテーブルアイテムとそのすべての属性の主キーを削除します。 

 

用途 

テーブルから未使用のアイテムを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティ

ビティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複

数のセッションを作成することで並行実行が可能とな

ります 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例 え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル テキスト はい (空白) 削除するアイテムを含むテーブル名を指定します。 

ハッシュキー テキスト はい (空白) 削除するアイテムのハッシュキーを指定します。 

ハッシュタイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ 文字列 ハッシュキーのタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次の通りです。 

・文字列-ハッシュキーは文字列型です 

・数値-ハッシュキーは数値タイプです 

レンジキー(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 削除するアイテムのレンジキーを指定します。 

レンジタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ String レンジキーのタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次の通りです。 

・文字列-レンジキーは文字列型です 

・数値-レンジキーは数値タイプです 
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<Amazon DynamoDB> 

アイテムの取得 

説明 

指定されたキーと一致するアイテムの一連の属性を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

特定のテーブルアイテムに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon DynamoDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon DynamoDB アクティ

ビティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複

数のセッションを作成することで並行実行が可能とな

ります 

セッション テキスト はい DynamoDB 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例 え ば 、 https://dynamodb. ap-northeast-

1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシフィック

(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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アイテム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル テキスト はい (空白) 情報を取得するアイテムを含むテーブル名を指定しま

す。 

ハッシュキー テキスト はい (空白) 取得するアイテムのハッシュキーを指定します。 

ハッシュタイ

プ 

テキスト

(選択式) 

いいえ 文字列 ハッシュキーのタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次の通りです。 

・文字列-ハッシュキーは文字列型です 

・数値-ハッシュキーは数値型です 

レンジキー(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 取得するアイテムのレンジキーを指定します。 

レンジタイプ テキスト

(選択式) 

いいえ String レンジキーのタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次の通りです。 

・文字列-レンジキーは文字列型です 

・数値-レンジキーは数値型です 

データセット

にアイテム情

報を設定する 

テキスト はい (空白) アイテムに関する情報を格納するデータセット名を指定

します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Attribute1[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 

theDataset.Attribute2[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 

theDataset.Attribute3[名前] テキスト/番号 指定した属性の値を返します。 
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Amazon EC2 

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)は、Amazon が提供している仮想サーバー構築サービスです。このアクション

を使用することで、開発者は EC2 インスタンスの管理を自動化し、高レベルのパフォーマンスを維持しながら効率を

向上させることができます。 

 

重要:「Amazon EC2」アクションは Amazon の EC2 エンジンを使用して実行されるため、適切に機能するためには、

有効な Amazon EC2 サービスアカウントを使用する必要があります。 

 

 

<Amazon EC2> 

セッションの作成 

説明 

後続の関連アクティビティを割り当てるために使用する一意のセッションを作成します。セッションを作成すると、

アクティビティごとに特定の要件を再入力する必要がなくなります。単一のタスクで、複数のセッションを作成する

ことで同時に多数の EC2 操作を実行できます。セッションを終了するには、「Amazon EC2 – セッションの終了」ア

クティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon EC2 セッションを作成するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい EC2 Session1 作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

EC2 アクティビティを 1 つのセッションに関連付けるこ

とができ、タスクがより組織化されます。1 つのタスク

内に複数のセッションを作成することで並行実行が可能

です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://ec2. ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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<Amazon EC2> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon EC2 – セッションの作成」アクティビティにて作成及び開始されたセッションを終了します。 

 

用途 

実行中のセッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい EC2Session1 終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon EC2> 

インスタンスの起動 

説明 

アクセス許可のある AMI(Amazon Machine Image)の特定の数のインスタンスを起動します。 

 

用途 

クラウドで仮想サーバーとして実行されている AMI のコピーであるインスタンスを起動するために使用されます。

AMI は、Amazon Elastic Compute Cloud 内に仮想マシンを作成するために使用される特別なタイプの仮想アプライア

ンスです。EC2 を使用して提供されるサービスの展開の基本単位として機能します。インスタンスは、停止または終

了するか、失敗するまで実行され続けます。インスタンスが失敗した場合、AMI から新しいインスタンスを起動でき

ます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了する

ために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

  



1335 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://ec2. ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

画像 ID テキスト

(選択式) 

はい (空白) マシンイメージの一意の ID を指定します。「Amazon 

EC2 -イメージのリスト化」アクティビティを使用し

て、イメージのリストを収集します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・(ami-b232d0db) Getting Started on Fedora Core 8 

・(ami-22b0534b) Ruby on Rails Web Starter 

・(ami-2cb05345) LAMP Web Starter 

・(ami-84db39ed) Basic Fedora Core 8 

・(ami-69c32f00) Getting Started on Microsoft 

Windows Server 2008 

・(ami-45c22e2c) Basic Microsoft Windows Server 2008 

・(ami-cdc22ea4) Basic 64-bit Microsoft Windows 

Server 2008 

・(ami-2bc32f42) Microsoft SQLServer 2008 on 

Windows Server 2008 

インスタンス

タイプ 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) 起動するインスタンスのサイズを指定します。インスタ

ンスタイプが大きいほど、CPU とメモリが多くなりま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・(m1.small) Small(32-bit) 

・(c1.medium) High-CPU Medium(32-bit) 

・(m1.large) Large(64-bit) 

・(m1.xlarge) Extra Large(64-bit) 

・(m2.xlarge) High-Memory Extra Large(64-bit) 

・(m2.2xlarge) High-Memory Double Extra Large(64-

bit) 

・(m2.4xlarge) High-Memory Quadruple Extra 

Large(64-bit) 

・(c1.xlarge) High-CPU Extra Large(64-bit) 

セキュリティ

グループ 

テキスト はい (空白) セキュリティグループ名を指定します。セキュリティグ

ループは、インスタンスに配信する着信ネットワークト

ラフィックを指定するアクセスルールの名前付きコレク

ションです。「Amazon EC2 -セキュリティグループの作

成」アクティビティを使用して、新しいセキュリティグ

ループを作成します。 

キーペア名 テキスト はい (空白) キーペアの名前を指定します(例:-k websvr-keypair)。 

アベイラビリ

ティー ゾーン 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい 指定なし インスタンスを起動するゾーンを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・指定なし 

・us-east-1a 

・us-east-1b 

・us-east-1c 

・us-east-1d 

・us-east-1e 
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インスタンス

数 

数字 はい 1 起動するために選択した AMI に基づくインスタンスの

数を指定します。 

注 1:Amazon EC2 が指定された数のインスタンスを起動

できない場合、インスタンスは起動されません 

データセット

に EC2 インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 起動されたインスタンスに関する情報を格納するデータ

セット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

カーネル ID テキスト いいえ (空白) インスタンスを起動する一意のカーネル ID を指定しま

す(例:kernel aki-ba3adfd3)。 

RAM ディス

ク ID 

テキスト いいえ (空白) 選択する RAM ディスクの一意の ID を指定します

(例:ari-abcdef01)。一部のカーネルでは、起動時に追加

のドライバーが必要です。RAM ディスクを指定する必

要があるかどうかについては、カーネル要件を確認して

ください。 

ユーザー デー

タ 

テキスト いいえ (空白) このインスタンスが使用できるようにする Base64 エン

コード MIME ユーザーデータを指定します。 

サブネット ID テキスト いいえ (空白) Amazon Virtual Private Cloud のインスタンスを起動す

る Amazon VPC サブネット ID を指定します。 

CloudWatch

モニタリング

を有効にする 

は い ・ い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、インスタンスの監視が有効になり

ます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.PublicIp テキスト アカウントに割り当てられたパブリック IP アドレス

(Elastic IP アドレス)を返します。 

theDataset.InstanceID テキスト パブリック IP アドレスに関連付けられたインスタンス

ID を返します。 
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<Amazon EC2> 

インスタンスの開始 

説明 

ルートデバイスとして Amazon EBS ボリュームを使用するインスタンスを開始します。開始されたインスタンスは

「Amazon EC2 -インスタンスの停止」アクティビティを使用して停止します。 

 

用途 

EC2 インスタンスを開始するために使用されます。Amazon EBS(Elastic Block Store)は、実行中の Amazon EC2 イン

スタンスに接続し、インスタンス内のデバイスとして公開できる、可用性と信頼性の高いストレージボリュームを提

供します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了する

ために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

  



1340 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) 開始するインスタンス ID を指定します。 

データセット

に EC2 インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 開始されたインスタンスに関する情報を格納するデータ

セット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.PublicIp テキスト アカウントに割り当てられたパブリック IP アドレス

(Elastic IP アドレス)を返します。 

theDataset.InstanceID テキスト パブリック IP アドレスに関連付けられたインスタンス

ID を返します。 
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<Amazon EC2> 

インスタンスの停止 

説明 

ルートデバイスとして Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームを使用するインスタンスを停止します。EC2 イン

スタンスを停止すると、インスタンスがシャットダウンされ、プロビジョニングされた仮想マシンが完全に削除され、

インスタンスの使用に対して課金されなくなります。インスタンスの停止と終了の主な違いは、接続された起動可能

な EBS ボリュームが削除されないことです。EBS ボリュームのデータは停止後も残りますが、ローカル(エフェメラ

ル)ハードドライブのすべての情報は通常どおり失われます。 

 

用途 

EC2 インスタンスを停止するために使用されます。インスタンスが停止すると、コンピューティングリソースが解放

され、1 時間ごとのインスタンスの使用に対して課金されません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名 ( 例 :server.domain.com) ま た は IP ア ド レ ス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) 停止するインスタンス ID を指定します。 

強制的にイン

スタンスを停

止する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、インスタンスは強制的に停止され

ます。この時点で、インスタンスはファイルシステムキ

ャッシュやファイルシステムメタデータを処理すること

はできません。このオプションを使用する場合は、ファ

イルシステムのチェックと修復の手順を実行する必要が

あります。このオプションは、Windows インスタンス

には推奨されません。 

データセット

に EC2 インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 停止するインスタンスに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.InstanceID テキスト 停止したインスタンス ID を返します。 

theDataset.CurrentState テキスト DB インスタンスの現在ステータスを返します

(例:Creating、Availavle、Deleting)。 

theDataset.PreviousState テキスト DB インスタンスの以前のステータスを返します

(例:Creating、Availavle、Deleting)。 
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<Amazon EC2> 

インスタンスの終了 

説明 

1 つ以上の EC2 インスタンスをシャットダウンします。終了したインスタンスは、終了後も 1 時間程度表示され続け

ます。 

 

用途 

作成された 1 つ以上の EC2 インスタンスを終了するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) 終了するインスタンス ID を指定します。 

データセット

に EC2 インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 終了するインスタンスに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.InstanceID テキスト 停止したインスタンス ID を返します。 

theDataset.CurrentState テキスト DB インスタンスの現在ステータスを返します

(例:Creating、Availavle、Deleting)。 

theDataset.PreviousState テキスト DB インスタンスの以前のステータスを返します

(例:Creating、Availavle、Deleting)。 
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<Amazon EC2> 

インスタンスの再起動 

説明 

インスタンスの再起動を要求します。インスタンスを再起動すると、インスタンスは同じ物理ホスト上に残るため、

インスタンスはそのパブリック DNS 名、プライベート IP アドレス、およびインスタンスストアボリューム上のすべ

てのデータを保持します。インスタンスを再起動しても、インスタンスの停止とは異なり、新しいインスタンスの課

金は開始されません。 

 

用途 

オペレーティングシステムの再起動と同様にインスタンスの再起動をするために使用されます。このアクティビティ

は、インスタンスが有効であり、自分に属している場合に使用することができます。終了したインスタンスを再起動

する要求は無視されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) 再起動するインスタンス ID を指定します。 
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<Amazon EC2> 

実行中インスタンスのリスト化 

説明 

実行中のすべてのインスタンスを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

実行中のすべてのインスタンスをデータセットに保存します。結果は、「Loop - Dataset」アクティビティを使用して

後続ステップで呼び出すことができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了する

ために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) 実行中のインスタンスを取得するインスタンス ID を指

定します。 

データセット

に実行中イン

スタンスの情

報を設定する 

テキスト いいえ (空白) 実行中のインスタンスのリストに関する情報を格納する

データセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.PublicIp テキスト アカウントに割り当てられたパブリック IP アドレス

(Elastic IP アドレス)を返します。 

theDataset.InstanceID テキスト パブリック IP アドレスに関連付けられたインスタンス

ID を返します。 
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<Amazon EC2> 

画像のリスト化 

説明 

AMI(Amazon Machine Images)に関する情報を返し、結果をデータセットに格納します。これには、イメージタイプ、

製品コード、およびアーキテクチャが含まれます。使用できる画像には、公開画像、所有している非公開画像、およ

び明示的な起動権限を持つ他のユーザーが所有している非公開画像が含まれます。起動許可は以下 3 つのカテゴリに

分類されます: 

・パブリック - AMI の所有者は、AMI の起動許可をすべてのグループに付与します。すべてのユーザーがこれらの

AMI の起動許可を持ちます 

・明示的 - AMI の所有者は、特定のユーザーに起動許可を付与します 

・暗黙的 - ユーザーは、自分が所有するすべての AMI に対して暗黙的な起動許可を持ちます 

 

用途 

AMI のリストを取得するために使用されます。取得した情報は、「Loop -Dataset」アクティビティを使用して、後続

の EC2 ステップで参照できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成して

Amazon 

Machine 

Image(AMI)

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) AMI リストに関する情報を格納するデータセット名を

指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

画像 ID テキスト いいえ ami-

b232d0db 

取得する個々の Amazon Machine Image(AMI)の一意の

ID を指定します。このフィールドを空白にすると、す

べての AMI に関する情報が取得されます。 

実行可能(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 指定されたユーザーが明示的な起動権限を持つ AMI を

返します。ユーザーID は、ユーザーのアカウント ID、

リクエストの送信者が明示的な起動権限を持つ AMI を

返す self、または 公開起動権限を持つ AMI を返す all に

することができます。 

所有者(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 指定された所有者が所有する AMI を返します。複数の

所有者を指定できます。「amazon」、「self」、および

「explicit」という ID を使用して、Amazon が所有する

AMI、特定のユーザー、またはユーザーがそれぞれ明

示的な起動許可を持つ AMI を含めることができます。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Architecture テキスト イメージアーキテクチャを返します。 

theDataset.Description テキスト AMI の説明を返します。 

theDataset.ImageId テキスト AMI の一意の ID を返します 

theDataset.ImageLocation テキスト AMI の場所を返します。 

theDataset.ImageOwnerAlias テキスト AMI を所有する AWS アカウントエイリアスまたは

AWS アカウント ID を返します。 

theDataset.ImageState テキスト AMI の現在のステータスを返します。 

theDataset.ImageType テキスト イメージの種類を返します(例:machine、kernel、

ramdisk)。 

theDataset.Name テキスト AMI の名前を返します。 

theDataset.OwnerId テキスト イメージの所有者の AWS アクセスキーID を返しま

す。 
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theDataset.Platform テキスト インスタンスのオペレーティングプラットフォームを

返します。 

theDataset.RootDeviceName テキスト ルートデバイス名を返します(例:/dev/sda1)。 

theDataset.RootDeviceType テキスト AMI で使用されるルートデバイスタイプを返します。

AMI は Amazon EBS またはインスタンスストアのルー

トデバイスを使用できます。 

theDataset.StateReason テキスト ステータス変更の理由を返します。 

theDataset.Visibility テキスト 画像の可視性を返します(Public または Private)。 
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<Amazon EC2> 

ボリュームの作成 

説明 

EC2 インスタンスが同じアベイラビリティーゾーン内で接続できる新しい Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュー

ムを作成します。 

 

用途 

新しい EBS ボリュームを作成するために使用されます。同じアベイラビリティーゾーン内の EC2 インスタンスにボ

リュームを接続するだけでなく、それらを EC2 インスタンスのブートパーティションとして使用することもできま

す。ボリュームは一度に 1 つのインスタンスにしか接続できませんが、多くのボリュームを 1 つのインスタンスに接

続できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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ボリューム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリュームサ

イズ(1-

1024GB) 

数字 はい (空白) ボリュームのサイズを指定します(GB 単位)。スナップ

ショットからボリュームを作成しない場合は必須項目で

す。 

アベイラビリ

ティー ゾーン 

テキスト

(選択式) 

はい No 

Preference 

新しいボリュームを作成するアベイラビリティーゾーン

を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・指定なし 

・us-east-1a 

・us-east-1b 

・us-east-1c 

・us-east-1d 

・us-east-1e 

スナップショ

ット ID(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) 新しいボリュームの作成元となるスナップショットの一

意の ID を指定します。 

データセット

にボリューム

情報を設定す

る 

テキスト いいえ (空白) EC2 ボリュームに関する情報を格納するデータセット

名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Attachment テキスト 添付ファイルの識別子を返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト ボリュームが作成されたアベイラビリティーゾーンを

返します。 

theDataset.CreateTime 日付 ボリュームの作成が開始された時間を返します 

theDataset.Size 数字 ボリュームのサイズを GB 単位で返します。 

theDataset.SnapshotId テキスト ボリュームの作成元のスナップショットを返します。 

theDataset.Status テキスト ボリュームのステータスを返します(例:creating、

available、deleting、error)。 

theDataset.VolumeId テキスト ボリュームの識別子を返します。 
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<Amazon EC2> 

ボリュームの削除 

説明 

Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームを削除します。ボリュームは available (インスタンスに接続されていな

い)状態でなければならないことに注意してください。 

 

用途 

切り離された EBS ボリュームを削除するために使用されます。EBS ボリュームが削除されると、起動時にその特定の

ボリュームを接続するように構成されたサーバーを含め、そのボリュームへの参照もすべて削除されます。このアク

ティビティが実行された後、ボリュームは数分間削除状態のままになります。EBS ボリュームを削除する前に、実行

中のインスタンスから切り離してください。また、事前にボリュームを参照しているサーバーを確認する必要があり

ます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

ボリューム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリューム ID テキスト はい (空白) 削除するボリュームの一意の ID を指定します。 
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<Amazon EC2> 

ボリュームのリスト化 

説明 

所有している指定の EBS ボリュームを一覧表示し、結果をデータセットに格納します。ボリューム ID を指定しない

場合、このアクティビティは所有するすべてのボリュームをリスト化します。 

 

用途 

後続のステップで情報を参照するために、所有するボリュームに関する情報を際に使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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ボリューム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリューム ID 数字 いいえ (空白) リストするボリューム ID を指定します。このフィール

ドを空白のままにすると、所有しているすべてのボリュ

ームがリストされます。 

データセット

にボリューム

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) リストされている EC2 ボリュームに関する情報を格納

するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Attachment テキスト 添付ファイルの識別子を返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト ボリュームが作成されたアベイラビリティーゾーンを

返します。 

theDataset.CreateTime 日付 ボリュームの作成が開始された時間を返します 

theDataset.Size 数字 ボリュームのサイズを GB 単位で返します。 

theDataset.SnapshotId テキスト ボリュームの作成元のスナップショットを返します。 

theDataset.Status テキスト ボリュームのステータスを返します(例:creating、

available、deleting、error)。 

theDataset.VolumeId テキスト ボリュームの識別子を返します。 
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<Amazon EC2> 

ボリュームのアタッチ 

説明 

Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームを実行中のインスタンスに接続し、指定されたデバイスとして公開しま

す。 

 

用途 

事前に作成された EBS ボリュームをインスタンスに接続するために使用されます。Amazon EBS(Elastic Block Store)

は、実行中の Amazon EC2 インスタンスに接続し、インスタンス内のデバイスとして公開できる、可用性と信頼性の

高いストレージボリュームを提供します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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ボリューム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリューム ID テキスト はい (空白) 接続する Amazon EBS ボリュームの一意の ID を指定し

ます。適切な接続を開始するには、ボリュームとインス

タンスが同じアベイラビリティーゾーン内にあり、イン

スタンスが実行されている必要があります。 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) ボリュームが接続するインスタンスの一意の ID を指定

します。適切な接続を開始するには、ボリュームとイン

スタンスが同じアベイラビリティーゾーン内にあり、イ

ンスタンスが実行されている必要があります。 

デバイス テキスト はい (空白) デバイスをインスタンスに公開する方法を指定します。

実行中のインスタンスにボリュームを接続する際はデバ

イス名を指定可能です(例:/dev/sdh)。 
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<Amazon EC2> 

ボリュームのデタッチ 

説明 

Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームをインスタンスから切り離します。 

 

用途 

主に、ボリュームを削除するためにインスタンスから EBS ボリュームをデタッチするために使用されます。デフォル

トでは、実行中のインスタンスから切り離されていない限り、EBS ボリュームを削除することはできません。EBS ボ

リュームがインスタンスのルートデバイスである場合、インスタンスが「実行中」の状態にある間は、デタッチでき

ません。ルートボリュームをデタッチするには、最初にインスタンスを停止します。また、ボリュームをデタッチす

る前に、オペレーティングシステム内のデバイス上のファイルシステムをすべてマウント解除してください。ファイ

ルシステムのマウント解除、またはデバイスの使用を適切に解除しないと、データが失われ、ファイルシステムが破

損する可能性があります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 
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シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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ボリューム 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリューム ID テキスト はい (空白) 切り離すボリューム ID を指定します。 

インスタンス

ID 

テキスト いいえ (空白) インスタンス ID を指定します。 

デバイス テキスト いいえ (空白) デバイス名を指定します。 

ボリュームを

強制的にデタ

ッチする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、前回の切り離しの試行が正常に行

われなかった場合に強制的に切り離します。これは、デ

ータの損失やファイルシステムの破損につながる可能性

があります。このオプションは、障害が発生したインス

タンスからボリュームを切り離す最後の手段としてのみ

有効にしてください。インスタンスには、ファイルシス

テムキャッシュやファイルシステムメタデータをフラッ

シュする機会がありません。このオプションを有効にす

る場合は、ファイルシステムのチェックと修復の手順を

実行する必要があります。 
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<Amazon EC2> 

スナップショットの作成 

説明 

Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームのスナップショットを作成し、S3 に保存します。スナップショットは差

分バックアップです。つまり、最後のスナップショット以降に変更されたデバイス上のブロックのみが増分的に保存

されます。 

 

用途 

Amazon EBS ボリュームにデータを書き込んだ後、定期的にボリュームのスナップショットを作成して、新しいボリ

ュームまたはデータバックアップのベースラインとして使用できます。スナップショットをバックアップに使用して、

インスタンスデバイスと同一のコピーを作成し、インスタンスをシャットダウンする前にデータを保存できます。フ

ァイルシステムのスナップショットを作成する場合は、最初にマウント解除することをお勧めします。これにより、

ファイルシステムのメタデータが一貫した状態になり、「マウント」インジケーターがクリアされ、そのファイルシ

ステムを使用しているすべてのアプリケーションが停止し、一貫した状態になります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 
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[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 
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署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ボリューム ID テキスト はい (空白) スナップショットを作成する Amazon EBS ボリューム

の一意の ID を指定します。 

説明(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) Amazon EBS スナップショットのオプションの説明を指

定します(最大 255 文字)。 

データセット

にスナップシ

ョット情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 作成する EC2 スナップショットに関する情報を格納す

るデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Description テキスト スナップショットの説明を返します。 

theDataset.OwnerID テキスト スナップショットを所有するユーザーの AWS アクセス

キーID を返します。 

theDataset.Progress 数字 スナップショットの進行状況をパーセンテージで返し

ます。 

theDataset.SnapshotId テキスト スナップショットの ID を返します。 

theDataset.StartTime 日付 スナップショットが開始された時間を返します。 

theDataset.Status テキスト スナップショットのステータスを返します

(例:pending、completed、error)。 

theDataset.VolumeId テキスト スナップショットの作成元のボリューム ID を返しま

す。 

theDataset.VolumeSize 数字 スナップショットの作成元のボリュームサイズを返し

ます。 
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<Amazon EC2> 

スナップショットの削除 

説明 

Amazon EBS(Elastic Block Store)ボリュームのスナップショットを削除します。 

 

用途 

使用されなくなったまたは不要になった古い EBS スナップショットボリュームを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スナップショ

ット ID 

テキスト はい (空白) 削除するスナップショットの一意の ID を指定します。 

 

  



1375 

 

<Amazon EC2> 

スナップショットのリスト化 

説明 

指定されたスナップショットまたはすべてのスナップショットを取得し、結果をデータセットに格納します。ユーザ

ーが使用できるスナップショットには、任意のユーザーが起動できるパブリックスナップショット、要求を行ったユ

ーザーが所有するプライベートスナップショット、ユーザーが明示的なボリューム作成権限を付与した他のユーザー

が所有するプライベートスナップショットが含まれます。 

 

用途 

使用可能な EBS スナップショットに関する情報を取得するために使用されます。取得した情報は、「Amazon EC2 -ス

ナップショットの削除」アクティビティ等の後続の EC2 関連ステップで参照できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 



1376 

 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スナップショ

ット ID(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) Amazon EBS スナップショットの ID を指定します。こ

のフィールドを空白のままにすると、ユーザーがボリュ

ーム作成権限を持っているすべてのスナップショットが

取得されます。 

所有者 テキスト はい Self 指定された所有者が所有するスナップショットを取得し

ます。 

リストア可能

ユーザー(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) スナップショットからボリュームを作成できるユーザー

のアカウント ID を指定します。 

データセット

にスナップシ

ョット情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 取得する EC2 スナップショットに関する情報を格納す

るデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Description テキスト スナップショットの説明を返します。 

theDataset.OwnerID テキスト スナップショットを所有するユーザーの AWS アクセス

キーID を返します。 

theDataset.Progress 数字 スナップショットの進行状況をパーセンテージで返し

ます。 

theDataset.SnapshotId テキスト スナップショットの ID を返します。 

theDataset.StartTime 日付 スナップショットが開始された時間を返します。 

theDataset.Status テキスト スナップショットのステータスを返します

(例:pending、completed、error)。 

theDataset.VolumeId テキスト スナップショットの作成元のボリューム ID を返しま

す。 

theDataset.VolumeSize 数字 スナップショットの作成元のボリュームサイズを返し

ます。 
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<Amazon EC2> 

セキュリティグループの作成 

説明 

EC2 セキュリティグループを作成します。EC2 セキュリティグループは、EC2 インスタンスに適用できるファイアウ

ォールルールのセットです。 

 

用途 

インスタンスで使用するセキュリティグループを作成するために使用されます。たとえば、AMI インスタンスを起動

するときに、新しく作成したセキュリティグループに割り当てることができます。グループがシステムに適用される

と、ルールのいずれかに一致するトラフィックのみが通過を許可されます。他のすべてのトラフィックはドロップさ

れます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 



1379 

 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 作成するセキュリティグループの名前を指定します。 

グループの説

明 

テキスト はい (空白) 作成するセキュリティグループの説明を指定します。 
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<Amazon EC2> 

セキュリティグループの削除 

説明 

指定したセキュリティグループを削除します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなったセキュリティグループを削除するために使用されます。インスタンスを含

む、または別のセキュリティグループによって参照されているセキュリティグループを削除しようとすると、エラー

が返されることに注意してください。例えば、セキュリティグループ B にセキュリティグループ A からのアクセスを

許可するルールがある場合、セキュリティグループ A はルールが削除されるまで削除できません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 削除するセキュリティグループの名前を指定します。 
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<Amazon EC2> 

セキュリティグループのリスト化 

説明 

所有しているセキュリティグループに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。セキュリティグルー

プ名を指定しない場合、所有しているすべてのグループをリストします。 

 

用途 

セキュリティグループをリスト化するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

  



1384 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 取得するセキュリティグループの名前を指定します。こ

のフィールドを空白のままにすると、所有しているすべ

てのグループがリストされます。 

データセット

を作成して

EC2 セキュリ

ティグループ

情報を設定す

る 

テキスト いいえ (空白) リスト化した EC2 セキュリティグループに関する情報

を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.GroupDescription テキスト セキュリティグループの説明を返します。 

theDataset.GroupName テキスト セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.IPPermission テキスト セキュリティグループに関連づけられた IP アクセス許

可のセットを返します。 

theDataset.OwnerID 数字 セキュリティグループの所有者の AWS アクセスキーID

を返します。 
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<Amazon EC2> 

セキュリティグループの認証 

説明 

アカウントのセキュリティグループにアクセスするための 1 つ以上の CIDR(Classless Inter-Domain Routing)IP アド

レス範囲のアクセス許可、またはアカウントのセキュリティグループにアクセスするための 1 つ以上のセキュリティ

グループ(ソースグループとも呼ばれます)のアクセス許可を付与します。ソースグループは、独自の AWS アカウン

トまたは別の AWS アカウントに含めることができます。 

 

用途 

セキュリティグループへのアクセスを許可するために使用されます。セキュリティグループは、1 つ以上のインスタ

ンスに、到達することを許可されたトラフィックを制御するファイアウォールとして機能します。Amazon EC2 イン

スタンスを起動するとき、それを 1 つ以上のセキュリティグループに関連付けます。各セキュリティグループにルー

ルを追加して、関連付けられたインスタンスに到達することを許可されるインバウンドトラフィックを制御できます。

他のすべての受信トラフィックは破棄されます。セキュリティグループのルールはいつでも変更できます。新しいル

ールは、セキュリティグループに関連付けられているすべてのインスタンスに自動的に適用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セキュリティ

グループ 

テキスト はい (空白) 認証するセキュリティグループの名前を指定します。 

ユーザーID 数字 はい (空白) ソースセキュリティグループを所有する AWS アカウン

ト ID を指定します。 

CIDR IP 権限 - - - 有効な場合、アカウントのセキュリティグループへのア

クセス許可を 1 つ以上の CIDR IP アドレス範囲に付与

します。このパラメータを有効にすると、[ユーザー/グ

ループのキーペア パーミッション]パラメータは無視さ

れます。 

IP プロトコル テキスト

(選択式) 

はい TCP IP プロトコルを指定します。このパラメータは、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合のみ使

用できます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・TCP 

・UDP 

・ICMP 

CIDR IP 数字 はい (空白) セキュリティグループへのアクセスを許可する CIDR IP

ア ド レ ス 範 囲 を 指 定 し ま す 。 こ の オ プ シ ョ ン は 、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合にのみ

使用できます。 

From Port 数字 はい (空白) TCP または UDP プロトコルの場合、許可するポート範

囲の開始ポートを指定します。このパラメータは、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合にのみ

使用できます。 

ポート 数字 はい (空白) TCP または UDP プロトコルの場合、許可するポート範

囲のエンドポートを指定します。このパラメータは、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合にのみ

使用できます。 

ユーザー/グル

ープのキーペ

ア パーミッシ

ョン 

- - - 有効な場合、アカウントのセキュリティグループへのア

クセス許可を 1 つ以上のセキュリティグループに付与さ

します。このパラメータを有効にすると、[CIDR IP 権

限]パラメータは無視されます。 

ソース セキュ

リティグルー

プ名 

テキスト はい (空白) ソースセキュリティグループ名を指定します。このパラ

メータは、[ユーザー/グループのキーペアパーミッショ

ン]パラメータが選択されている場合のみ使用できま

す。 

ソース セキュ

リティグルー

プ所有者 ID 

数字 はい (空白) ソースセキュリティグループを所有する AWS アカウン

トの ID を指定します。このパラメータは、[ユーザー/

グループのキーペアパーミッション]パラメータが選択

されている場合にのみ使用できます。 
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<Amazon EC2> 

セキュリティグループの取り消し 

説明 

セキュリティグループからルールを削除します。 

 

用途 

セキュリティグループに設定された権限を削除するために使用されます。失効リクエストで指定する値(ポートなど)

は、ルールを削除するために、既存のルールの値と一致する必要があります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セキュリティ

グループ 

テキスト はい (空白) ル ー ル を 削 除 す る セ キ ュ リ テ ィ グ ル ー プ の 名 前

(例:wbsrv)または一意の ID(例:sg-1a2b3c4d)を指定しま

す。名前/ID が有効で、グループが AWS アカウントに

属している必要があります。 

ユーザーID 数字 はい (空白) ソースセキュリティグループを所有する AWS アカウン

ト ID を指定します。CIDR IP アドレスを指定する場合

は使用できません。 
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CIDR IP 権限 - - - 有効な場合、アカウントのセキュリティグループへの 1

つ以上の CIDR(Classless Inter-Domain Routing) IP アド

レス範囲のアクセス許可を取り消します。このパラメー

タを有効にすると、[ユーザー/グループのキーペア パ

ーミッション]パラメータは無視されます。 

IP プロトコル テキスト

(選択式) 

はい TCP 取り消す CIDR IP アドレスに関連付けられた IP プロト

コルを指定します。このパラメータは、[CIDR IP 権限]

パラメータが選択されている場合にのみ使用できます。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・TCP 

・UDP 

・ICMP 

CIDR IP 数字 はい (空白) 取り消す IP プロトコルの名前または番号を指定しま

す。このオプションは、[CIDR IP 権限]パラメータが選

択されている場合にのみ使用できます。 

From Port 数字 はい (空白) TCP または UDP プロトコルの場合、取り消すポート範

囲の開始ポートを指定します。このパラメータは、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合にのみ

使用できます。 

ポート 数字 はい (空白) TCP または UDP プロトコルの場合、取り消すポート範

囲のエンドポートを指定します。このパラメータは、

[CIDR IP 権限]パラメータが選択されている場合にのみ

使用できます。 

ユーザー/グル

ープのキーペ

ア パーミッシ

ョン 

- - - 有効な場合、アカウントのセキュリティグループへの 1

つ以上のセキュリティグループのアクセス許可を取り消

します。このパラメータを有効にすると、[CIDR IP 権

限]パラメータは無視されます。 

ソース セキュ

リティグルー

プ名 

テキスト はい (空白) アクセス許可を取り消す必要があるソースセキュリティ

グループ名を指定します。このパラメータは、[ユーザ

ー/グループのキーペアパーミッション]パラメータが選

択されている場合にのみ使用できます。 

ソース セキュ

リティグルー

プ所有者 ID 

数字 はい (空白) ソースセキュリティグループを所有する AWS アカウン

トの ID を指定します。このパラメータは、[ユーザー/

グループのキーペアパーミッション]パラメータが選択

されている場合にのみ使用できます。 
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<Amazon EC2> 

キーペアの作成 

説明 

指定された名前で新しい 2048 ビット RSA キーペアを作成します。公開鍵は Amazon EC2 によって保存され、秘密鍵

は指定したファイルパスに保存されます。秘密鍵は、暗号化されていない PEM エンコードの PKCS#8 秘密鍵として

返されます。 

 

用途 

Amazon AMI を起動するために EC2 キーペアを作成するために使用されます。指定された名前のキーがすでに存在

する場合、Amazon EC2 はエラーを返します。返されたキーペアは、キーペアを作成するときに使用しているリージ

ョンでのみ機能します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 
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ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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キーペア 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーペア名 テキスト はい (空白) 作成する鍵ペアに割り当てる一意の名前を指定します。 

ファイル パス テキスト はい (空白) 新しいキーペアファイル(.pem 拡張子)を保存するフル

パスとファイル名を指定します。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい・い

いえ 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合は

上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名のファイ

ルが存在する場合、上書きはされませんが実行エラーが

発生します。 
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<Amazon EC2> 

キーペアの削除 

説明 

Amazon EC2 から公開鍵を削除することにより、名前付き鍵ペアを削除します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなった EC2 キーペアを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

キーペア 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キーペア名 テキスト はい (空白) 削除するキーペアの名前を指定します。 
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<Amazon EC2> 

キーペアのリスト化 

説明 

利用可能なキーペアに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

利用可能なキーペアの情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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キーペア 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成してキ

ーペア情報を

設定する 

テキスト はい (空白) EC2 キーペアに関する情報を格納するデータセット名

を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.KeyFingerprint テキスト DER エンコードされた秘密鍵の SHA-1 ダイジェストを

返します。 

theDataset.KeyMaterial テキスト 秘密鍵の暗号化された部分を返します。 

theDataset.KeyName 数字 元の陸ストで提供されたキーペア名を返します。 
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<Amazon EC2> 

アドレスの割当て 

説明 

EC2 Elastic IP アドレスを割り当て、結果を変数に格納します。 

 

用途 

EC2 アカウントで使用する Elastic IP アドレスを取得するために使用されます。Elastic IP アドレスは、動的クラウド

コンピューティング用に設計された静的 IP アドレスです。EC2 では、データ技術者がホストを再構成または交換す

るのを待ったり、DNS がすべての顧客に伝播するのを待ったりするのではなく、Elastic IP アドレスを交換用インス

タンスにプログラムで再マッピングすることで、インスタンスまたはソフトウェアの問題を回避できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

ELASTIC IP 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数に Elastic 

IP を設定する 

テキスト はい (空白) Elastic IP アドレスを格納する既存の変数名を指定しま

す。 
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<Amazon EC2> 

アドレスの解放 

説明 

EC2 アカウントに関連付けられた Elastic IP アドレスを解放します。IP アドレスを解放すると、関連付けられている

インスタンスとの関連付けが自動的に解除されます。インスタンスの関連付けを解除せずに IP アドレスの関連付け

のみを解除するには、「Amazon EC2 -アドレスの関連付け解除」アクティビティを使用します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなった IP アドレスを解放するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

ELASTIC IP 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パブリック IP テキスト はい (空白) 解放する IP アドレスを指定します。 
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<Amazon EC2> 

アドレスのリスト化 

説明 

アカウントに割り当てられている使用可能な Elastic IP アドレスのリストをデータセットに格納します。「Amazon 

EC2 -アドレスの関連付け」アクティビティを使用して、Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けます。 

 

用途 

インスタンスに関連付けられた Elastic IP アドレスのリストを取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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ELASTIC IP 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パブリック IP テキスト はい (空白) 解放する IP アドレスを指定します。 

データセット

を作成して

Elastic IP アド

レス情報を設

定する 

テキスト はい (空白) EC2 Elastic IP アドレスに関する情報を入力するデータ

セット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.PublicIp テキスト アカウントに割り当てられたパブリック IP アドレス

(Elastic IP アドレス)を返します。 

theDataset.InstanceID テキスト パブリック IP アドレスに関連付けられたインスタンス

ID を返します。 
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<Amazon EC2> 

アドレスの関連付け 

説明 

Elastic IP アドレスをインスタンスに関連付けます。IP アドレスが現在別のインスタンスに割り当てられている場合

は、新しいインスタンスにも割り当てられます。 

 

用途 

Amazon EC2 では、Elastic IP アドレスをプログラムで代替インスタンスに再マッピングすることにより、インスタン

スまたはソフトウェアの問題を回避できます。Elastic IP アドレスは、動的クラウドコンピューティング用に設計され

た静的 IP アドレスです。Elastic IP アドレスは特定のインスタンスではなくアカウントに関連付けられており、明示

的に解放することを選択するまでそのアドレスを制御します。ただし、従来の静的 IP アドレスとは異なり、Elastic 

IP アドレスでは、パブリック IP アドレスをアカウントに関連付けられているインスタンスに再マップすることで、

インスタンスまたはアベイラビリティーゾーンの障害をマスクできます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

ELASTIC IP 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パブリック IP テキスト はい (空白) インスタンスに割り当てられるパブリック IP アドレス

を指定します。 

インスタンス

ID 

テキスト はい (空白) パブリック IP アドレスに関連付けるインスタンス ID を

指定します。 
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<Amazon EC2> 

アドレス関連付け解除 

説明 

指定された Elastic IP アドレスと、それが割り当てられているインスタンスとの関連付けを解除します。 

 

用途 

「Amazon EC2 -アドレス関連付け」アクティビティによって関連付けられた Elastic IP アドレスの関連付けを解除す

るために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の出所を示します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon EC2 -セッション作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon EC2 アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい EC2 Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

ELASTIC IP 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

パブリック IP テキスト はい (空白) インスタンスとの関連付けを解除する IP アドレスを指

定します。 
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Amazon RDS 

Amazon RDS(Relational Database Service)は、クラウドでリレーショナルデータベースを簡単にセットアップ、操作、

スケーリングできるようにする Web サービスです。時間のかかるデータベース管理タスクを Amazon RDS 操作で自

動化する際にこちらのアクションを使用します。 

 

重要:「Amazon RDS」アクションは Amazon の Relational Database Service エンジンを使用して実行されるため、

AutoMate を介して Amazon RDS を管理するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

<Amazon RDS> 

セッションの作成 

説明 

後続の Amazon RDS アクティビティを関連付けるために一意のセッションを作成します。単一タスクで多数の RDS

操作を実行できます。セッションを終了するには、「Amazon RDS -セッションの終了」アクティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon RDS セッションを作成するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

セッション テキスト はい RDSSession1 作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

RDS アクティビティを 1 つのセッションに関連付ける

ことができ、タスクがより組織化されます。1 つのタス

ク内に複数のセッションを作成することで並行実行が可

能です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate リクエストを開始するクライアントまたはアプリケーシ

ョンの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼び

出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定しま

す。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力

すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定さ

れます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 
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<Amazon RDS> 

セッションの終了 

説明 

RDS セッションを終了します。 

 

用途 

「Amazon RDS - セッションの作成」アクティビティによって開始されたセッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい RDSSession1 終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon RDS> 

インスタンスの作成 

説明 

クラウドで実行される分離されたデータベース環境である RDS インスタンスを作成します。オプションで、新しく

作成されたインスタンスに関する情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

RDS インスタンスを作成するために使用されます。組織のニーズに最適なクラスとストレージ容量を指定することも

できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon RDS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケーシ

ョンの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼び

出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定しま

す。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力

すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定さ

れます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

識別子 

テキスト はい (空白) RDS インスタンスの一意の名前/識別子を指定します。

これは Amazon RDS API と対話する際に使用する特定

の DB インスタンスです。インスタンス識別子は AWS

リージョン内のその顧客に対して一意である必要があり

ます。名前が小文字でない場合は、自動的に変換されま

す。インスタンス識別子の命名の制約は次のとおりで

す。 

・1~63 文字の英数字およびハイフン(-)を使用する 

・最初の文字は英字でなければならない 

・ハイフンで終了、またはハイフンを 2 つ以上連続して

使用することはできない 
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インスタンス 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい db.m1.small 作成して起動する RDS インスタンスのサイズを指定し

ます。使用可能なインスタンスクラスは次のとおりで

す。 

・db.m1.small 

・db.m1.large 

・db.m1.xlarge 

・db.m2.xlarge 

・db.m2.2xlarge 

アベイラビリ

ティー ゾーン 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい No 

Preference 

RDS インスタンスが起動されるアベイラビリティーゾ

ーンを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・No Preference 

・us-east-1a 

・us-east-1b 

・us-east-1c 

・us-east-1d 

注 1:サーバーインスタンスと同じアベイラビリティーゾ

ーンを使用する必要がある場合があります 

マスターユー

ザー名 

テキスト はい (空白) MySQL へのログインに使用されるユーザー名を指定し

ます。 

マスターユー

ザーパスワー

ド 

テキスト はい (空白) MySQL へのログインに使用されるパスワードを指定し

ます。 

ポート 数字 はい 3306 RDS インスタンスのエンドポイントポートを指定しま

す。このフィールドを空白にすると、MySQL のデフォ

ルトのポート(3306)が使用されます。 

サイズ(GB) 数字 はい 5 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズ(GB)を指定します。有効な範囲は 5-1024GB です。 

エンジン テキスト はい MySQL RDS インスタンスの MySQL エンジンのバージョンを

指定します。現在、AWS は MySQL v5.1 のみをサポー

トしています。 

データセット

に RDS インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 作成された RDS インスタンスに関する情報を格納する

データセット名を指定します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セキュリティ

グループ 

テキスト いいえ (空白) RDS セキュリティグループ名を指定します。 

注 1:指定しない場合、デフォルトのセキュリティグルー

プが使用されます。存在しない場合は、作成されます。

複数のセキュリティグループを選択することも可能です 

パラメータ グ

ループ名 

テキスト いいえ (空白) パラメータグループ名を指定します。 

注 1:指定しない場合、「default.mysql5.1」パラメータグ

ループが使用されます。存在しない場合は、作成されま

す。指定できる RDS パラメータグループは 1 つのみで

す 

データベース

名 

テキスト いいえ (空白) Amazon DB インスタンスでホストされているデータベ

ース名を指定します。 

注 1:Amazon DB インスタンスは複数のデータベースを

ホストできます。同じ DB インスタンスによってホスト

されるデータベースには、そのインスタンス内で一意の

名前が必要です 

バックアップ

保持期間 

数字 いいえ (空白) バックアップデータの保持日数期間を指定します。有効

範囲は 1-3 です。AWS は RDS インスタンスの定期的な

バックアップを実行します。一般的なワークロードの場

合、バックアップ保持期間内の任意の時点(5 分以内)の

状態にデータベースを復元できます。 

優先されるバ

ックアップウ

ィンドウ 

日付 いいえ (空白) 2 時間のバックアップウィンドウを指定します(GMT タ

イムゾーン)。「HH:MM-HH:MM」の形式で入力する

必要があります。AWS は、事前定義されたバックアッ

プ期間中にデータベースのバックアップを自動的に毎日

実行します。このフィールドを空白にすると、デフォル

トのバックアップウィンドウが使用されます(03:00-

05:00)。 

優先されるメ

ンテナンスウ

ィンドウ 

日付 いいえ (空白) 非ピーク時の 4 時間をメンテナンスウィンドウとして指

定 し ま す (GMT タ イ ム ゾ ー ン ) 。「 Day:HH:MM-

Day:HH:MM」の形式で入力する必要があります。この

フィールドを空白にすると、デフォルトのメンテナンス

ウィンドウが使用されます(Sun:05:00-Sun:09:00)。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.BackupRetentionPeriod 数字 インスタンスに最初に設定された自動バックアップを保

持する日数を返します。 

theDataset.DBInstanceClass テキスト RDS インスタンスのコンピューティングおよびメモリ

容量を返します。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト ユーザー提供のデータベース識別子を返します。RDS

インスタンスを識別する一意のキーです。 

theDataset.DBInstanceStatus テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 

theDataset.DBName テキスト インスタンスの作成時に作成されたユーザー定義の初期

データベース名を返します。 

theDataset.DBParameterGroup テキスト インスタンスに適用される DB パラメータグループ名

を返します。 

theDataset.DBSecurityGroup テキスト DB セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EndPointAddress テキスト PDS インスタンスのアドレスを返します。インスタン

ス名と EC2 リージョンが含まれます。 

theDataset.EndPointPort 数字 RDS インスタンスのエンドポイントポートを返しま

す。 

theDataset.Engine テキスト この RDS インスタンスに使用されるデータベースエン

ジン(バージョンを含む)の名前を返します。現在、

mySQL のみサポートしています。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 インスタンスが最初に作成された日付を返します

(UTC)。 

theDataset.LatestRestorableTime 日付 DB に設定された最新の復元可能の日付を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト インスタンスのマスターユーザー名を返します。これは

mySQL データベースへのログイン時に使用されるユー

ザー名です。 

theDataset.PreferredBackupWindow 日付 インスタンスに最初に設定された 2 時間のバックアッ

プウィンドウを返します(GMT)。 

theDataset.PreferredMaintenanceWin

dow 

日付 インスタンスに最初に設定された 4 時間のメンテナン

スウィンドウをかえします(GMT)。 

 

  



1418 

 

<Amazon RDS> 

インスタンスの削除 

説明 

既存の RDS インスタンスを削除し、オプションで削除されたインスタンスに関する情報をデータセットに格納しま

す。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなった RDS インスタンスを削除するために使用されます。このアクティビティ

を実行後は、プロセスの停止、RDS インスタンスへのアクセスができなくなります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon RDS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケーシ

ョンの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼び

出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定しま

す。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力

すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定さ

れます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

識別子 

テキスト はい (空白) 削除する RDS インスタンスの一意の名前/識別子を指定

します。この識別子は、RDS API と対話するときに指

定する特定の DB インスタンスです。 

最終スナップ

ショットの識

別子(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 最終的な DB スナップショット名を指定します。最終的

な DB スナップショットは通常、削除される前に作成さ

れます。[最終スナップショットを作成しない]オプショ

ンが有効な場合、このオプションは許可されません。 

最終スナップ

ショットを作

成しない 

はい/いい

え 

いいえ いいえ 有効な場合、削除する前に RDS インスタンスの最終 DB

スナップショットを作成しません。 
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データセット

に RDS インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 削除する RDS インスタンスに関する情報を格納するデ

ータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.BackupRetentionPeriod 数字 インスタンスに最初に設定された自動バックアップを保

持する日数を返します。 

theDataset.DBInstanceClass テキスト RDS インスタンスのコンピューティングおよびメモリ

容量を返します。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト ユーザー提供のデータベース識別子を返します。RDS

インスタンスを識別する一意のキーです。 

theDataset.DBInstanceStatus テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 

theDataset.DBName テキスト インスタンスの作成時に作成されたユーザー定義の初期

データベース名を返します。 

theDataset.DBParameterGroup テキスト インスタンスに適用される DB パラメータグループ名

を返します。 

theDataset.DBSecurityGroup テキスト DB セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EndPointAddress テキスト PDS インスタンスのアドレスを返します。インスタン

ス名と EC2 リージョンが含まれます。 

theDataset.EndPointPort 数字 RDS インスタンスのエンドポイントポートを返しま

す。 

theDataset.Engine テキスト この RDS インスタンスに使用されるデータベースエン

ジン(バージョンを含む)の名前を返します。現在、

mySQL のみサポートしています。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 インスタンスが最初に作成された日付を返します

(UTC)。 

theDataset.LatestRestorableTime 日付 DB に設定された最新の復元可能の日付を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト インスタンスのマスターユーザー名を返します。これは

mySQL データベースへのログイン時に使用されるユー

ザー名です。 

theDataset.PreferredBackupWindow 日付 インスタンスに最初に設定された 2 時間のバックアッ

プウィンドウを返します(GMT)。 

theDataset.PreferredMaintenanceWin

dow 

日付 インスタンスに最初に設定された 4 時間のメンテナン

スウィンドウをかえします(GMT)。 
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<Amazon RDS> 

インスタンスの変更 

説明 

RDS インスタンスを変更します。 

 

用途 

より大きな RDS インスタンスクラスにアップグレードする場合など、RDS インスタンスを変更するために使用され

ます。このアクティビティを開始後は、プロセスの停止、RDS インスタンスへのアクセスができなくなります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

識別子 

テキスト はい (空白) 変更する RDS インスタンスの一意の名前/識別子を指定

します。これは DB インスタンスを識別する一意のキー

です。DB インスタンス識別子は AWS リージョン内の

その顧客に対して一意である必要があります。名前が小

文字でない場合は、自動的に変換されます。インスタン

ス識別子の命名の制約は次のとおりです。 

・1~63 文字の英数字およびハイフン(-)を使用する 

・最初の文字は英字でなければならない 

・ハイフンで終了、またはハイフンを 2 つ以上連続して

使用することはできない 
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インスタンス 

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい (空白) 作成して起動する RDS インスタンスのサイズを指定し

ます。使用可能なインスタンスクラスは次のとおりで

す。 

・db.m1.small 

・db.m1.large 

・db.m1.xlarge 

・db.m2.xlarge 

・db.m2.2xlarge 

サイズ(GB) 数字 はい 5 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズ(GB)を指定します。有効な範囲は 5-1024GB です。 

マスターユー

ザーパスワー

ド 

テキスト はい (空白) インスタンスのマスターパスワードを指定します。主に

MySQL へのログインに使用されるパスワードです。 

バックアップ

保持期間 

数字 いいえ (空白) バックアップデータの保持日数期間を指定します。有効

範囲は 1-3 です。AWS は RDS インスタンスの定期的な

バックアップを実行します。一般的なワークロードの場

合、バックアップ保持期間内の任意の時点(5 分以内)の

状態にデータベースを復元できます。 

セキュリティ

グループ 

テキスト いいえ (空白) Amazon RDS セキュリティグループ名を指定します。 

注 1:指定しない場合、デフォルトのセキュリティグルー

プが使用されます。存在しない場合は、作成されます。

複数のセキュリティグループを選択することも可能です 

パラメータ グ

ループ名 

テキスト いいえ (空白) パラメータグループ名を指定します。 

注 1:指定しない場合、「default.mysql5.1」パラメータグ

ループが使用されます。存在しない場合は、作成されま

す。指定できる RDS パラメータグループは 1 つのみで

す 

優先されるバ

ックアップウ

ィンドウ 

日付 いいえ (空白) 2 時間のバックアップウィンドウを指定します(GMT タ

イムゾーン)。「HH:MM-HH:MM」の形式で入力する

必要があります。AWS は、事前定義されたバックアッ

プ期間中にデータベースのバックアップを自動的に毎日

実行します。このフィールドを空白にすると、デフォル

トのバックアップウィンドウが使用されます(03:00-

05:00)。 

優先されるメ

ンテナンスウ

ィンドウ 

日付 いいえ (空白) 非ピーク時の 4 時間をメンテナンスウィンドウとして指

定 し ま す (GMT タ イ ム ゾ ー ン ) 。「 Day:HH:MM-

Day:HH:MM」の形式で入力する必要があります。この

フィールドを空白にすると、デフォルトのメンテナンス

ウィンドウが使用されます(Sun:05:00-Sun:09:00)。 

直ちに適用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、変更は直ちに行われます。 
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データセット

に RDS インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 変更された Amazon RDS インスタンスに関する情報を

格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.BackupRetentionPeriod 数字 インスタンスに最初に設定された自動バックアップを保

持する日数を返します。 

theDataset.DBInstanceClass テキスト RDS インスタンスのコンピューティングおよびメモリ

容量を返します。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト ユーザー提供のデータベース識別子を返します。RDS

インスタンスを識別する一意のキーです。 

theDataset.DBInstanceStatus テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 

theDataset.DBName テキスト インスタンスの作成時に作成されたユーザー定義の初期

データベース名を返します。 

theDataset.DBParameterGroup テキスト インスタンスに適用される DB パラメータグループ名

を返します。 

theDataset.DBSecurityGroup テキスト DB セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EndPointAddress テキスト PDS インスタンスのアドレスを返します。インスタン

ス名と EC2 リージョンが含まれます。 

theDataset.EndPointPort 数字 RDS インスタンスのエンドポイントポートを返しま

す。 

theDataset.Engine テキスト この RDS インスタンスに使用されるデータベースエン

ジン(バージョンを含む)の名前を返します。現在、

mySQL のみサポートしています。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 インスタンスが最初に作成された日付を返します

(UTC)。 

theDataset.LatestRestorableTime 日付 DB に設定された最新の復元可能の日付を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト インスタンスのマスターユーザー名を返します。これは

mySQL データベースへのログイン時に使用されるユー

ザー名です。 

theDataset.PreferredBackupWindow 日付 インスタンスに最初に設定された 2 時間のバックアッ

プウィンドウを返します(GMT)。 

theDataset.PreferredMaintenanceWin

dow 

日付 インスタンスに最初に設定された 4 時間のメンテナン

スウィンドウをかえします(GMT)。 
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<Amazon RDS> 

インスタンスの再起動 

説明 

RDS インスタンスを再起動します。 

 

用途 

主に、データベースパラメータグループの変更後にインスタンスを再起動するために使用されます。RDS インスタン

スを再起動すると、データベースエンジンサービスが再起動します。再起動は、保留中だった関連付けられた DB パ

ラメータグループへの変更も RDS インスタンスに適用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

識別子 

テキスト はい (空白) 再起動する RDS インスタンスの一意の名前/識別子を指

定します。これは DB インスタンスを識別する一意のキ

ーです。DB インスタンス識別子は AWS リージョン内

のその顧客に対して一意である必要があります。名前が

小文字でない場合は、自動的に変換されます。インスタ

ンス識別子の命名の制約は次のとおりです。 

・1~63 文字の英数字およびハイフン(-)を使用する 

・最初の文字は英字でなければならない 

・ハイフンで終了、またはハイフンを 2 つ以上連続して

使用することはできない 
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データセット

に RDS インス

タンス情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 再起動する RDS インスタンスに関する情報を格納する

データセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.BackupRetentionPeriod 数字 インスタンスに最初に設定された自動バックアップを保

持する日数を返します。 

theDataset.DBInstanceClass テキスト RDS インスタンスのコンピューティングおよびメモリ

容量を返します。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト ユーザー提供のデータベース識別子を返します。RDS

インスタンスを識別する一意のキーです。 

theDataset.DBInstanceStatus テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 

theDataset.DBName テキスト インスタンスの作成時に作成されたユーザー定義の初期

データベース名を返します。 

theDataset.DBParameterGroup テキスト インスタンスに適用される DB パラメータグループ名

を返します。 

theDataset.DBSecurityGroup テキスト DB セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EndPointAddress テキスト PDS インスタンスのアドレスを返します。インスタン

ス名と EC2 リージョンが含まれます。 

theDataset.EndPointPort 数字 RDS インスタンスのエンドポイントポートを返しま

す。 

theDataset.Engine テキスト この RDS インスタンスに使用されるデータベースエン

ジン(バージョンを含む)の名前を返します。現在、

mySQL のみサポートしています。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 インスタンスが最初に作成された日付を返します

(UTC)。 

theDataset.LatestRestorableTime 日付 DB に設定された最新の復元可能の日付を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト インスタンスのマスターユーザー名を返します。これは

mySQL データベースへのログイン時に使用されるユー

ザー名です。 

theDataset.PreferredBackupWindow 日付 インスタンスに最初に設定された 2 時間のバックアッ

プウィンドウを返します(GMT)。 

theDataset.PreferredMaintenanceWin

dow 

日付 インスタンスに最初に設定された 4 時間のメンテナン

スウィンドウをかえします(GMT)。 
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<Amazon RDS> 

インスタンスのリスト化 

説明 

既存の RDS インスタンスを取得し、インスタンスサイズ、割り当てられたストレージ、アベイラビリティーゾーン

などの情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

既存のインスタンスに関する情報を収集するために使用されます。「Amazon RDS -インスタンスの作成」アクティビ

ティを使用して、新しいインスタンスを作成します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

に RDS インス

タンス情報を

設定する 

テキスト はい (空白) RDS インスタンスに関する情報を格納するデータセッ

ト名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インスタンス

識別子 

テキスト いいえ (空白) RDS インスタンスの一意の名前/識別子を指定します。 

マーカー(オプ

ション) 

数字 いいえ (空白) マーカープロパティを指定します。ページ分割された結

果の取得を可能にするための識別子を指定します。 

最大レコード

(オプション) 

数字 いいえ (空白) 返されるレコードの最大数を指定します。デフォルトの

最大値は 100 です。 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 
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theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.BackupRetentionPeriod 数字 インスタンスに最初に設定された自動バックアップを

保持する日数を返します。 

theDataset.DBInstanceClass テキスト RDS インスタンスのコンピューティングおよびメモリ

容量を返します。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト ユーザー提供のデータベース識別子を返します。RDS

インスタンスを識別する一意のキーです。 

theDataset.DBInstanceStatus テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 

theDataset.DBName テキスト インスタンスの作成時に作成されたユーザー定義の初

期データベース名を返します。 

theDataset.DBParameterGroup テキスト インスタンスに適用される DB パラメータグループ名

を返します。 

theDataset.DBSecurityGroup テキスト DB セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EndPointAddress テキスト PDS インスタンスのアドレスを返します。インスタン

ス名と EC2 リージョンが含まれます。 

theDataset.EndPointPort 数字 RDS インスタンスのエンドポイントポートを返しま

す。 

theDataset.Engine テキスト この RDS インスタンスに使用されるデータベースエン

ジン(バージョンを含む)の名前を返します。現在、

mySQL のみサポートしています。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 インスタンスが最初に作成された日付を返します

(UTC)。 

theDataset.LatestRestorableTime 日付 DB に設定された最新の復元可能の日付を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト インスタンスのマスターユーザー名を返します。これ

は mySQL データベースへのログイン時に使用されるユ

ーザー名です。 

theDataset.PreferredBackupWindow 日付 インスタンスに最初に設定された 2 時間のバックアッ

プウィンドウを返します(GMT)。 

theDataset.PreferredMaintenanceWin

dow 

日付 インスタンスに最初に設定された 4 時間のメンテナン

スウィンドウをかえします(GMT)。 
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<Amazon RDS> 

スナップショットの作成 

説明 

RDS インスタンスに関連付けられているすべてのデータの回復可能な DB スナップショットを作成します。 

 

用途 

RDS インスタンスのスナップショットを生成するために使用されます。Amazon RDS DB スナップショットは、復元

ポイントとして使用できる RDS インスタンスの完全なバックアップです。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スナップショ

ット識別子 

テキスト はい (空白) 作成する DB スナップショットの識別子を指定します。

識別子は、返されるイベントを特定の名前付きソースに

制限します。 

インスタンス

識別子 

テキスト はい (空白) スナップショットの作成元である RDS インスタンスの

ソース識別子を指定します。 

データセット

を作成し、ス

ナップショッ

ト情報を設定

する 

テキスト いいえ (空白) 新しく作成された DB スナップショットに関する情報を

格納するデータセット名を指定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト スナップショット作成元の RDS インスタンスのソース

識別子を返します。 

theDataset.DBSnapshotIdentifier テキスト DB スナップショットの識別子を返します。 

theDataset.Engine テキスト RDS インスタンスの MySQL エンジンのバージョンを

返します。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 RDS インスタンスが作成された日時を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト MySQL へのログイン時に使用されるユーザー名を返し

ます。 

theDataset.Port 数字 DB スナップショットが取得されたデータベースの元の

ポート番号を返します。 

theDataset.SnapshotCreateTime 日付 スナップショットが作成された日時を返します。 

theDataset.Status テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 
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<Amazon RDS> 

スナップショットの削除 

説明 

RDS インスタンスのスナップショットを削除し、オプションで、削除されたスナップショットに関する情報をデータ

セットに格納します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなった既存の DB スナップショットを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

 



1435 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スナップショ

ット識別子 

テキスト はい (空白) DB スナップショットのユーザー定義の識別子を指定し

ます。識別子は、返されるイベントを特定の名前付きソ

ースに制限します。 

データセット

を作成し、ス

ナップショッ

ト情報を設定

する 

テキスト いいえ (空白) DB スナップショットに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト スナップショット作成元の RDS インスタンスのソース

識別子を返します。 

theDataset.DBSnapshotIdentifier テキスト DB スナップショットの識別子を返します。 

theDataset.Engine テキスト RDS インスタンスの MySQL エンジンのバージョンを

返します。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 RDS インスタンスが作成された日時を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト MySQL へのログイン時に使用されるユーザー名を返し

ます。 

theDataset.Port 数字 DB スナップショットが取得されたデータベースの元の

ポート番号を返します。 

theDataset.SnapshotCreateTime 日付 スナップショットが作成された日時を返します。 

theDataset.Status テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 
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<Amazon RDS> 

スナップショットのリスト化 

説明 

事前に作成されたスナップショットに関する情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

既存のスナップショットに関する情報を一覧表示するために使用されます。スナップショットを作成するには

「Amazon RDS – スナップショットの作成」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

スナップショット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成し、ス

ナップショッ

ト情報を設定

する 

テキスト はい (空白) DB スナップショットに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スナップショ

ット識別子 

テキスト いいえ (空白) DB スナップショットの識別子を指定します。識別子

は、返されるイベントを特定の名前付きソースに制限し

ます。 

インスタンス

識別子 

テキスト いいえ (空白) スナップショットの作成元である RDS インスタンスの

ソース識別子を指定します。 

マーカー(オプ

ション) 

数字 いいえ (空白) マーカープロパティを指定します。ページ分割された結

果の取得できるように返される識別子です。 
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最大レコード

(オプション) 

数字 いいえ (空白) 返されるレコードの最大数を指定します。デフォルトの

最大値は 100 です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AllocatedStorage 数字 ストレージに割り当てられる RDS インスタンスのサイ

ズを GB 単位で返します。 

theDataset.AvailabilityZone テキスト RDS インスタンスが起動されたアベイラビリティーゾ

ーンを返します(例:us-east-1b)。 

theDataset.DBInstanceIdentifier テキスト スナップショット作成元の RDS インスタンスのソース

識別子を返します。 

theDataset.DBSnapshotIdentifier テキスト DB スナップショットの識別子を返します。 

theDataset.Engine テキスト RDS インスタンスの MySQL エンジンのバージョンを

返します。 

theDataset.InstanceCreateTime 日付 RDS インスタンスが作成された日時を返します。 

theDataset.MasterUsername テキスト MySQL へのログイン時に使用されるユーザー名を返し

ます。 

theDataset.Port 数字 DB スナップショットが取得されたデータベースの元の

ポート番号を返します。 

theDataset.SnapshotCreateTime 日付 スナップショットが作成された日時を返します。 

theDataset.Status テキスト インスタンスの現在のステータスを返します。 
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<Amazon RDS> 

セキュリティグループの作成 

説明 

新しいセキュリティグループを作成し、オプションでその情報をデータセットに格納します。 

 

用途 

RDS インスタンスへのネットワークアクセスを制御するファイアウォールのように機能するセキュリティグループを

作成するために使用されます。RDS インスタンスへのネットワークアクセスを許可するには、目的のセキュリティグ

ループまたは IP 範囲で「Amazon RDS -セキュリティグループの認証」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 作成する RDS セキュリティグループの名前を指定しま

す。 

グループの説

明 

テキスト いいえ (空白) 作成するセキュリティグループに関する簡単な説明を指

定します。作成した説明は変更できません。 

データセット

にセキュリテ

ィグループ情

報を設定する 

テキスト いいえ (空白) 新しく作成された RDS セキュリティグループに関する

情報を格納するデータセット名を指定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DBSecurityGroupDescripti

on 

テキスト セキュリティグループの説明を返します。 

theDataset.DBSecurityGroupName テキスト RDS セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EC2SecurityGroup テキスト EC2 セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.IPRange 数字 アクセスを許可する IP 範囲を返します。 

theDataset.OwnerID 数字 EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を返します。 
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<Amazon RDS> 

セキュリティグループの削除 

説明 

セキュリティグループを削除します。 

 

用途 

既存のセキュリティグループを削除するために使用されます。指定されたセキュリティグループはどの DB インスタ

ンスでも使用できなくなります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 削除する RDS セキュリティグループの名前を指定しま

す。 
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<Amazon RDS> 

セキュリティグループの認証 

説明 

セキュリティグループまたは IP アドレス範囲のネットワーク進入を認証し、オプションで認証情報をデータセット

に格納します。 

 

用途 

セキュリティグループは、Amazon Visual Private Cloud 内にない DB インスタンスへのネットワークアクセスを制御

するファイアウォールのように機能します。新しいセキュリティグループを作成したら、その IP 範囲へのアクセス

を承認する必要があります。このアクティビティでは、このような認証操作を実行します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに EC2 が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) 認証する RDS セキュリティグループの名前を指定しま

す。 

CIDRIP 数字 いいえ (空白) 有効な場合、セキュリティグループにアクセスできる

IP 範囲を指定します。 

値は xxx.xxx.xxx.xxx/x(例:192.168.100.100/0)の形式の

有効なクラスレスドメイン間ルーティング(CIDR)範囲

で指定します。このパラメータが有効な場合、[EC2 セ

キュリティグループ]と関連パラメータは無視されま

す。 

EC2 セキュリ

ティグループ 

- - - 有効な場合、アクセスを許可するセキュリティグループ

名と所有者 ID を指定します。このパラメータが有効な

場合、[CIDRIP]パラメータは無視されます。 
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名前 テキスト いいえ (空白) Amazon EC2 セキュリティグループの名前を指定します

(例:myEC2securitygroup)。このパラメータは、[EC2 セ

キュリティグループ]パラメータが有効な場合にのみ使

用可能になります。 

所有者 ID 数字 いいえ (空白) EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を指定します。このパラメータは、[EC2 セキュリ

ティグループ]パラメータが有効な場合にのみ使用可能

になります。 

データセット

にセキュリテ

ィグループ情

報を設定する 

テキスト いいえ (空白) RDS セキュリティグループに関する情報を格納するデ

ータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DBSecurityGroupDescriptio

n 

テキスト セキュリティグループの説明を返します。 

theDataset.DBSecurityGroupName テキスト RDS セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.IPRange 数字 アクセスを許可する IP 範囲を返します。 

theDataset.OwnerID 数字 EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を返します。 
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<Amazon RDS> 

セキュリティグループの取消し 

説明 

承認された IP 範囲または EC2 セキュリティグループの DB セキュリティグループへの進入を取り消します。 

 

用途 

IP アドレスの範囲の DB セキュリティグループへのアクセスを取り消すために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

 

  



1449 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

セキュリティグループ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト はい (空白) アクセスを取り消す RDS セキュリティグループの名前

を指定します。 

CIDRIP 数字 いいえ (空白) 有効にした場合、アクセスを許可する IP 範囲を指定し

ます。値は、xxx.xxx.xxx.xxx/x(例:192.168.100.100/0)の

形 式 の 有 効 な ク ラ ス レ ス ド メ イ ン 間 ル ー テ ィ ン グ

(CIDR)範囲である必要があります。このパラメータが

有効な場合、[EC2 セキュリティグループ]と関連パラメ

ータは無視されます。 

EC2 セキュリ

ティグループ 

- - - 有効な場合、アクセスを許可するセキュリティグループ

名と所有者 ID を指定します。このパラメータが有効な

場合、[CIDRIP]パラメータは無視されます。 

名前 テキスト いいえ (空白) アクセスを取り消す Amazon EC2 セキュリティグルー

プの名前を指定します(例:myEC2securitygroup)。 

このパラメータは、[EC2 セキュリティグループ]パラメ

ータが有効な場合にのみ使用可能になります。 
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所有者 ID 数字 いいえ (空白) EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を指定します。このパラメータは、[EC2 セキュリ

ティグループ]パラメータが有効な場合にのみ使用可能

になります。 

データセット

にセキュリテ

ィグループ情

報を設定する 

テキスト いいえ (空白) RDS セキュリティグループに関する情報を格納するデ

ータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DBSecurityGroupDescriptio

n 

テキスト セキュリティグループの説明を返します。 

theDataset.DBSecurityGroupName テキスト RDS セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EC2SecurityGroup テキスト EC2 セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.IPRange 数字 アクセスを取り消す IP 範囲を返します。 

theDataset.OwnerID 数字 EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を返します。 
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<Amazon RDS> 

セキュリティグループのリスト化 

説明 

既存のセキュリティグループを取得し、グループ名、IP アドレス、所有者 ID などの情報をデータセットに格納しま

す。 

 

用途 

既存のセキュリティグループのリストに関する情報を収集するために使用されます。新しいセキュリティグループを

作成するには、「Amazon RDS -セキュリティグループの作成」アクティビティを使用します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon RDS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon RDS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい RDS 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントの所有者を一意に識別する 20

文字の英数字の文字列を指定します。このキーは[シー

クレットアクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確

認するために Amazon RDS が使用する安全な情報セッ

トを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) Amazon RDS アカウントにアクセスするためのパスワ

ードとして 40 文字の文字列を指定します。これは、[ア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するた

めに Amazon Web サービスが使用する安全な情報セッ

トを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) リクエストを開始するクライアントまたはアプリケー

ションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon RDS エンジンがリク

エストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) RDS サービスへのリクエストに使用されるサービス

URL を指定します。サービス URL はサービスエンドポ

イントを提供します。別のリージョンにサービスを呼

び出すには、リージョン固有のエンドポイントを指定

します。https://rds.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

インスタンス 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

にセキュリテ

ィグループの

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) RDS セキュリティグループのリストに関する情報を取

得するデータセット名を指定します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

グループ名 テキスト いいえ (空白) Amazon RDS セキュリティグループ名を指定します。 

マーカー(オプ

ション) 

数字 いいえ (空白) マーカープロパティを指定します。ページ分割された結

果の取得を可能にするために返される識別子を指定しま

す。 

最大レコード

(オプション) 

数字 いいえ (空白) 返されるレコードの最大数を指定します。デフォルトの

最大値は 100 です。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DBSecurityGroupDescripti

on 

テキスト セキュリティグループの説明を返します。 

theDataset.DBSecurityGroupName テキスト RDS セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.EC2SecurityGroup テキスト EC2 セキュリティグループの名前を返します。 

theDataset.IPRange 数字 アクセスを許可する IP 範囲を返します。 

theDataset.OwnerID 数字 EC2 セキュリティグループの所有者の AWS アカウント

番号を返します。 
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Amazon S3 

Amazon S3(Simple Storage Service)は AWS が提供するオンラインストレージサービスです。バケットやそれに存在

するオブジェクトの作成や管理など、一般的な Amazon S3 関連の操作を自動化する場合にこちらのアクションを使用

します。 

 

重要:「Amazon S3」アクションは Amazon の Simple Storage Service エンジンを使用して実行されるため、AutoMate

を介して Amazon S3 を管理するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

 

<Amazon S3> 

セッションの作成 

説明 

後続の「Amazon S3」アクションを関連付けるための一意のセッションを作成します。1 つのタスクで多数の S3 操作

を実行できます。セッションを終了するには、「Amazon S3 – セッションの終了」アクティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon S3 セッションを作成するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) S3 アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英数

字の文字列を指定します。このキーは[シークレットア

クセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認する

ために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) S3 にアクセスするためのパスワードとして 40 文字の文

字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共に、

有効なユーザーの ID を確認するために使用する安全な

情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい S3Session1 作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

S3 アクティビティを 1 つのセッションに関連付けるこ

とができ、タスクがより組織化されます。1 つのタスク

内に複数のセッションを作成することで並行実行が可能

です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP S3 サービスへのリクエストに使用するプロトコルを指

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョン

固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 
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<Amazon S3> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon S3 – セッションの作成」アクティビティにて作成及び開始された S3 セッションを終了します。 

 

用途 

実行中の S3 セッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい S3Session1 終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon S3> 

バケットの作成 

説明 

新しい S3 バケットを作成して名前を付けます。バケットは、オブジェクトのストレージに使用される Amazon S3 の

主要なコンテナです。すべてのオブジェクトを 1 つのバケットに保存するか、複数のバケットにまたがって整理でき

ます。バケットに保存できるオブジェクトの数は無制限です。 

 

用途 

新しい S3 バケットを作成するために使用されます。オブジェクトの配置、オブジェクトの取得、オブジェクトのコ

ピーなど、他の S3 関連の手順をこの手順の後に実行できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了する

ために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場合

に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを作

成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョン

固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 作成する S3 バケットの名前を指定します。S3 バケット

名は、次のルールに準拠する必要があります。 

・小文字、数字、ピリオド(.)、ハイフン(-)のみ使用可 

・小文字英数字で始める 

・3～63 文字の長さにする 

・IP アドレス形式ではない(例:192.168.5.4 は無効) 

・ピリオドとハイフンで終わらない 

・ピリオドとハイフンを連続して使用することはできな

し(例:my-.bucket.com と my.-bucket などは無効) 
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リージョン テ キ ス ト

(選択式) 

はい 米国 S3 が新しく作成されたバケットを格納する地理的領域

を指定します。 

待ち時間やコストを最小限にしたり規制要件に対応した

りするために、リージョンを選択することができます。

利用可能なリージョンは次のとおりです。 

・米国-米国の Amazon S3 サーバーを使用します 

・アイルランド-アイルランドの Amazon S3 サーバーを

使用します。ヨーロッパ向けです 

・北カリフォルニア-カリフォルニア州サンフランシス

コの Amazon S3 サーバーを使用します 

・オレゴン-オレゴン州ユージーンの Amazon S3 サーバ

ーを使用します 

・シンガポール-シンガポールの Amazon S3 サーバーを

使用します。アジア太平洋諸島向けです 

・シドニー-オーストラリアのシドニーにある Amazon 

S3 サーバーを使用します 

・東京-日本の東京の Amazon S3 サーバーを使用しま

す。アジア太平洋諸島向けです 

・サンパウロ-ブラジルのサンパウロにある Amazon S3

サーバーを使用します。南アメリカ向けです 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。名前、住所、電話

番号などのカスタムヘッダーで個人情報を保存すること

で、特定のバケットを区別できます。このパラメータを

使用すると、新しいカスタムヘッダーを既存の S3 オブ

ジェクトに追加したり、デフォルトの S3 ヘッダーを編

集したり、カスタムヘッダーを使用して新しいオブジェ

クトを作成したりできます。キーを作成するには、[新

しい行を追加するにはここをクリックしてください]を

クリックし、キーと値のペアを追加します。削除する場

合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値のペアを削

除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。[名前]パラメータに

設定したキーに対応する値を追加します。 
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<Amazon S3> 

バケットの削除 

説明 

指定したバケットを削除します。オプションで、バケットに含まれるすべてのオブジェクトも削除できます。 

 

用途 

空のバケットまたはオブジェクトが不要になったバケットなどを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了する

ために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場合

に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを作

成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用可

能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョン

固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) 削除するバケット名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 
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<Amazon S3> 

バケットのリスト化 

説明 

すべてのバケット名とその作成日を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

1 つ以上のバケット名と作成日を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

にバケット情

報を設定する 

テキスト はい (空白) バケットの名前と作成日を入力するデータセット名を指

定します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.BucketName テキスト バケットの名前を返します。 

theDataset.CreationDate テキスト バケットの作成日時を返します。 
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<Amazon S3> 

バケット ロケーションの取得 

説明 

指定したバケットの場所の制約を取得し、結果を変数に格納します。ロケーションは、バケットが保存されているリ

ージョンで構成されます。 

 

用途 

特定のバケットの場所を取得するために使用されます。ただし、バケットのロケーション制約を表示するためには、

バケットの所有者でなければなりません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 
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ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) ロケーションを取得するバケット名を指定します。バケ

ットのロケーションの制約を表示するには、バケットの

所有者である必要があります。 

変数にバケッ

トのロケーシ

ョンを設定す

る 

テキスト はい (空白) バケットのロケーションの制約を設定する既存の変数名

を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 



1467 

 

<Amazon S3> 

バケット バージョニングの取得 

説明 

バケットのバージョン管理状態を取得し、結果を変数に格納します。バージョニングを使用すると、1 つのバケット

内に myfile.txt(バージョン 1111111)と myfile.txt(バージョン 222222)のように、キーは同じだがバージョン ID が異

なる 2 つのオブジェクトを保持することができます。以前のバージョンのオブジェクトを取得できるように、バージ

ョン管理を有効にして、意図しない上書きや削除から回復したり、オブジェクトをアーカイブしたりできます。 

 

用途 

バケットのバージョン管理状態を取得するために使用されます。ただし、バケットのバージョン管理状態を取得する

ためには、バケットの所有者でなければなりません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) バージョン管理の状態を取得するバケット名を指定しま

す。バケットのバージョン管理状態を取得するには、バ

ケットの所有者である必要があります。 

変数にバケッ

トのバージョ

ニングを設定

する 

テキスト はい (空白) バケットのバージョン管理状態を格納する既存の変数名

を指定します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 
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<Amazon S3> 

バケット バージョニングの設定 

説明 

バケットのバージョン管理状態を設定します。バージョニングを使用すると、1 つのバケット内に myfile.txt(バージ

ョン 1111111)と myfile.txt(バージョン 222222)のように、キーは同じだがバージョン ID が異なる 2 つのオブジェク

トを保持することができます。以前のバージョンのオブジェクトを取得できるように、バージョン管理を有効にして、

意図しない上書きや削除から回復したり、オブジェクトをアーカイブしたりできます。 

 

注意:バケットのバージョニング状態を設定できるのはバケット所有者のみです。バージョニングの状態は、そのバケ

ット内のすべてのオブジェクトに適用されます。バケットのバージョン管理の有効化すると、その後、その中のオブ

ジェクトは常にバージョン管理され、一意のバージョン ID が付与されます。 

 

用途 

バケットのバージョン管理状態を設定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

バケット 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト はい (空白) バージョン管理状態を設定するバケット名を指定しま

す。 

バージョニン

グ 

テキスト

(選択式) 

はい Enabled 設定するバージョン管理状態を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・Enabled -Amazon S3 バージョニング機能を有効に

し、Amazon S3 バケット内のすべてのオブジェクトの

すべてのバージョンを保存、取得、および復元できるよ

うにします 

 

・Suspended -バージョン管理機能を一時停止状態にし

ます 
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MFA Delete

を有効にする 

テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 MFA(多要素認証)の削除を有効にするかを指定しま

す。Amazon S3 バケットで MFA 削除を有効にすると、

2 つの形式の認証コードを一緒に提供した場合にのみ、

バケットのバージョン管理状態を変更したり、オブジェ

クトバージョンを完全に削除したりできます。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・無指定-MFA 削除は関係ありません 

・Yes -MFA 削除を有効にします 

・No -MFA 削除を有効にしません 

注 1:MFA 削除が有効になるようにバケットを構成する

と、バージョニングの状態を変更したり、バージョンを

削除したりするための今後のすべてのリクエストで、リ

ク エス ト ヘ ッ ダ ーが 必 要 にな り ま す [SerialNumber] 

[AuthenticationCode]。 

MFA コード テキスト はい (空白) 承認された認証デバイスに表示される MFA コードを指

定します。これは有効なシリアル番号[スペース]6 桁の

コードです(例:"20899872 301749")。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 
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<Amazon S3> 

オブジェクトの配置 

説明 

1 つ以上のオブジェクトをバケットに追加(アップロード)します。 

 

用途 

1 つ以上のオブジェクトを S3 バケットに配置します。オブジェクトをバケットに追加するには、バケットに対する書

き込み権限が必要です。Amazon S3 は分散システムです。同じオブジェクトに対する複数の書き込み要求を同時に受

け取った場合、最後に書き込まれたオブジェクト以外のすべてを上書きします。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 

 

  



1474 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイルを配

置する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、S3 バケットにアップロードするローカル

ファイルを指定します。複数のファイルを指定するに

は、ワイルドカード文字(*または？)を使用します。複

数のオブジェクトまたはワイルドカードマスクを指定す

る に は 、 そ れ ら を パ イ プ 記 号 で 区 切 り ま す

(例:*.txt|*.bak)。このパラメータが有効な場合、[デー

タを配置する]パラメータは無視されます。 

データを配置

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、S3 バケットに配置されるオブジェクトに

入力するテキスト文字列を指定します。このパラメータ

が有効な場合、[ファイルを配置する]パラメータは無視

されます。 

バケット名 テキスト はい (空白) オブジェクトを配置するバケット名を指定します。 
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キー名 テキスト はい (空白) バケットに配置されるオブジェクトのキー名を指定しま

す。キーは、バケット内のオブジェクトの一意の識別子

です。複数のオブジェクトを指定するには、ワイルドカ

ード文字(*または？)を使用します。 

規定の ACL テキスト

(選択式) 

はい Private バケットに配置されるオブジェクトに関連付けられた

S3 の既定のアクセスポリシーを指定します。使用可能

な定型 ACL オプションは次のとおりです。 

・ACL なし-アクセスポリシーなし 

・Private-所有者はフルコントロールを取得します。他

の誰もアクセス権を持っていません 

・Public read-所有者はフルコントロールを取得し、匿

名のプリンシパルには読み取りアクセスが許可されます 

・Public read write-所有者はフルコントロールを取得

し、匿名のプリンシパルには読み取り/書き込みアクセ

スが許可されます。バケットに適用するのに役立つポリ

シーですが、通常は推奨しません 

・Authenticate read -所有者はフルコントロールを取得

し、登録済みの Amazon S3 ユーザーとして認証された

プリンシパルには読み取りアクセス権が付与されます 

・Bucket owner read -オブジェクト所有者がフルコント

ロールを取得します。バケット所有者は読み取りアクセ

ス権を取得します。この ACL はオブジェクトにのみ適

用され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールを取得)を許

可し、それでもバケット所有者にオブジェクトへの読み

取りアクセスを許可します 

・バケットオーナーのフルコントロール-オブジェクト

所有者がフルコントロールを取得します。バケット所有

者が完全に制御を取得します。オブジェクトにのみ適

用 され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールの取得)を許

可し、オブジェクトに対する完全な権限をバケット所有

者に付与します 
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タイムアウト

(分) 

数字 はい 20 このアクティビティに設定する必要があるタイムアウト

値を指定します(分単位)。値は、S3 Put 要求に使用され

る要求されたオブジェクトの Timeout プロパティに割

り当てられます。 

ストレージク

ラス 

テキスト

(選択式) 

いいえ Standard 使 用 す る ス ト レ ー ジ ク ラ ス を 指 定 し ま す 。 こ れ は

AmazonS3 の標準ストレージより冗長性レベルが低く、

重要でない再現可能なデータを保管することによりコス

ト削減するオプションを提供します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Standard -Amazon の標準ストレージ構成を使用しま

す 

・低冗長化ストレージ -複数の施設にまたがる複数のデ

バイスにオブジェクトを格納する冗長性の低下したスト

レージを使用して、通常のディスクドライブの 400 倍

の耐久性を提供します。オブジェクトを標準の Amazon 

S3 ストレージの数だけ複製しないため、RRS を使用す

ると、さらに費用対効果が高くなります 

・Glacier-オブジェクトを Glacier ストレージクラスに

移行するには、ライフサイクル構成を使用します 

サーバー側の

暗号化タイプ 

テキスト

(選択式) 

いいえ None Amazon S3 がオブジェクトを作成するときに使用する

サーバー側の暗号化アルゴリズムを指定します。使用可

能なオブジェクトは次のとおりです。 

・None - 暗号化アルゴリズムは使用されません 

・AES-256 - AES-256 アルゴリズムを使用します 

MD5 ダイジ

ェスト(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) ネットワークを通過するデータが破損していないことを

確認するために使用される、メッセージの base64 エン

コード 128 ビット MD5 ダイジェストを指定します。

Content-MD5 オプションを使用すると、Amazon S3 は

オブジェクトを提供された MD5 値と照合します。それ

らが一致しない場合、Amazon S3 はエラーを返しま

す。さらに、オブジェクトを Amazon S3 に配置すると

きに MD5 を計算し、返された ETag を計算された MD5

値と比較できます。 

コンテンツタ

イプ(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) コンテンツのフォーマットを説明する標準 MIME タイ

プを指定します(例:text/plain)。 

MD5 ダイジ

ェストを生成

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、データが最初に送信されたものと

同じであることを確認するためのメッセージ整合性チェ

ックとして使用される MD5 値を生成します。 

データセット

に S3 オブジ

ェクト情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 追加されたオブジェクトに関する情報を格納するデータ

セット名を指定します。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティで、指定されたマスクに一致するフ

ァイルを省略します。ファイル名またはワイルドカード

マスクを使用できます。パイプ記号(|)で区切ることに

より、複数のエントリを指定できます(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値が正規表現として扱われます。[いいえ]に

設定すると、値は通常の読み取り可能なテキストとして

解釈されます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より新しいファイルにのみ作用します。このパラメ

ータを空白または無効にすると、ファイルの日付は無視

されます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定義

された日付パラメータのリストから選択できます。[式]

オプションを有効にすると、日付/時刻式を入力できま

す。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より古いファイルのみに作用します。このパラメー

タを空白または無効にすると、ファイルの日付は無視さ

れます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定義さ

れた日付パラメータのリストから選択できます。[式]オ

プションを有効にすると、日付/時刻式を入力できま

す。 

サブフォルダ

ーを含める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイルを配置する]または[デ

ータを配置する]パラメータで指定されたマスクに一致

するファイルを、サブフォルダを含めて検索します。

[いいえ]に設定すると、サブフォルダは無視され、ソー

スフォルダのルートに存在するファイルのみが検索され

ます。 

アーカイブ属

性をオフにす

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ソースファイルのアーカイブ属性

をオフに設定します。Windows アーカイブ属性は、フ

ァイルがバックアップされたかどうかを追跡するために

使用されます。ソースファイルのアーカイブ属性をオフ

にすると、ファイルがすでにバックアップされているこ

とが多くのバックアッププログラムに示されます。 

チェックサム

の検証 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アップロード前にこのアクティビ

ティでファイルのチェックサムを検証します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティで大文字と小

文字が区別されます。 
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ファイル属性 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

読み取り専用 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 

 

[オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

アーカイブ テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

システム テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

隠し テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

圧縮 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 

暗号化 テキスト

(選択式) 

いいえ 無指定 [オン]を指定すると、この属性を持っているファイルが

含まれます。 

[オフ]を指定すると、この属性を持っていないファイル

が含まれます。 

[無指定]の場合、この属性は無視されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ヘッダー -名

前 

テキスト いいえ (空白) ヘッダーのキーと値のペアの「キー」を指定します。こ

れは、オブジェクトに割り当てるハンドルです。 

キーを指定するには、[新しい行を追加するにはここを

クリックしてください]をクリックし、キーと値のペア

を追加します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、

既存のキーと値のペアを削除します。 

ヘッダー -値 テキスト いいえ (空白) ヘッダーのキーと値のペアの「値」を指定します。これ

は、オブジェクトに格納するコンテンツです。値を指定

するためには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックし、キーと値のペアを追加

します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存の

キーと値のペアを削除します。 

メタデータ -

名前 

テキスト いいえ (空白) メタデータのキーと値のペアの「キー」を指定します。

これは、オブジェクトに割り当てるハンドルです。キー

を指定するには、[新しい行を追加するにはここをクリ

ックしてください]をクリックし、キーと値のペアを追

加します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存

のキーと値のペアを削除します。 

メタデータ -

値 

テキスト いいえ (空白) メタデータのキーと値のペアの「値」を指定します。こ

れは、オブジェクトに格納するコンテンツです。値を指

定するためには、[新しい行を追加するにはここをクリ

ックしてください]をクリックし、キーと値のペアを追

加します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存

のキーと値のペアを削除します。 
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<Amazon S3> 

オブジェクトの取得 

説明 

S3 バケットに含まれる単一または複数のオブジェクトを取得します。オブジェクトをローカルファイルに格納したり、

オブジェクトの内容を変数に格納したりできます。複数のオブジェクトを指定するには、ワイルドカード文字(*また

は？)を使用します。複数のオブジェクトまたはワイルドカードマスクを指定するには、それらをパイプ記号(|)で区

切ります(例:*.txt|*.bak)。 

 

用途 

1 つ以上の S3 オブジェクトをダウンロードするために使用されます。このアクティビティが適切に機能するために

は、取得するオブジェクトへの読み取りアクセス権が必要です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) オブジェクトを取得するバケット名を指定します。 

キー名 テキスト はい (空白) 取得するオブジェクトのキー名を指定します。キーは、

バケット内のオブジェクトの一意の識別子です。複数の

オブジェクトを指定するには、ワイルドカード文字(*ま

たは？)を使用します。 

ファイルに格

納する 

テキスト いいえ (空白) 取得した S3 オブジェクトを格納する宛先フォルダとフ

ァイル名(オプション)を指定します。存在しないフォル

ダは、実行時に自動的に作成されます。このパラメータ

を有効にすると[変数に格納する]パラメータは無視され

ます。 
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変数に格納す

る 

テキスト いいえ (空白) 取得したオブジェクトの内容を格納する既存の変数名を

指定します。このプロパティは、単一オブジェクトの取

得でのみ機能します。 

このパラメータを有効にすると[ファイルに格納する]パ

ラメータは無視されます。 

バージョン

ID(オプショ

ン) 

数字 いいえ (空白) 取得するオブジェクトのバージョンを指定します。同じ

キー名でバージョン ID が異なる同じバケット内のオブ

ジェクトを識別するのに役立ちます。 

データセット

に S3 オブジ

ェクト情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 取得したオブジェクトに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティで、指定されたマスクに一致するフ

ァイルを省略します。ファイル名またはワイルドカード

マスクを使用できます。パイプ記号(|)で区切ることに

より、複数のエントリを指定できます(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値が正規表現として扱われます。[いいえ]に

設定すると、値は通常の読み取り可能なテキストとして

解釈されます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より新しいファイルにのみ作用します。このパラメ

ータを空白または無効にすると、ファイルの日付は無視

されます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定義

された日付パラメータのリストから選択できます。[式]

オプションを有効にすると、日付/時刻式を入力できま

す。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より古いファイルのみに作用します。このパラメー

タを空白または無効にすると、ファイルの日付は無視さ

れます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定義さ

れた日付パラメータのリストから選択できます。[式]オ

プションを有効にすると、日付/時刻式を入力できま

す。 

ファイルが存

在する場合は

上書きする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、同名のファイルが存在する場合は

上書きされます。[いいえ]に設定すると、同名のファイ

ルが存在する場合、上書きはされませんが実行エラーが

発生します。 
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行き先に存在

する場合のみ 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、値を格納するファイルの指定先に

存在するファイルに上書き処理を行います。上書きする

ファイルが指定先にない場合、エラーが発生します。こ

のパラメータは[ファイルが存在する場合は上書きする]

が有効になっている場合にのみ指定可能です。 

チェックサム

の検証 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、アップロード前にこのアクティビ

ティでファイルのチェックサムを検証します。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティで大文字と小

文字が区別されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.KeyName テキスト 取得したオブジェクトのキー名を返します。 

theDataset.AmazonID2 テキスト 取得したオブジェクトに関連づいた一意のトークンを返

します。AWS が問題をトラブルシューティングするの

に役立ちます。 

theDataset.ETag テキスト オブジェクトのエンティティタグを返します。条件付き

操作を実行するために使用できるオブジェクトのハッシ

ュです。ETag はオブジェクトのコンテンツへの変更の

みを反映し、メタデータは反映しません。 

theDataset.Size 数字 オブジェクトのサイズをバイト単位で返します。 

theDataset.ContentType テキスト オブジェクトの形式を説明する MIME タイプを返しま

す(例:text/plain)。 

theDataset.VersionID テキスト 取得したオブジェクトのバージョン ID を返します。 

注 1:バージョン ID を取得するには「Amazon S3 – バケ

ット バージョニングの設定」アクティビティにてバー

ジョン管理を有効にする必要があります 
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<Amazon S3> 

オブジェクトのコピー 

説明 

バケット間で S3 オブジェクトをコピーします。この操作は、「Amazon S3 -オブジェクトの取得」アクティビティの

後に「Amazon S3 -オブジェクトの配置」アクティビティを実行するのと同じです。 

 

用途 

Amazon S3 内でオブジェクトをコピーするために使用されます。オブジェクトのコピーを追加したり、コピーしたオ

ブジェクトの名前を変更して元のオブジェクトを削除したり、Amazon S3 間でオブジェクトの場所を移動したり、元

のオブジェクトをコピーすることで新しいメタデータを含む新しいオブジェクトのメタデータを更新したりできます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) オブジェクトのコピー元となるバケットの名前を示しま

す。複数のオブジェクトを指定するには、ワイルドカー

ド文字(*または？)を使用します。複数のオブジェクト

またはワイルドカードマスクを指定するには、それらを

パイプ記号(|)で区切ります(例:*.txt|*.bak)。 

キー名 テキスト はい (空白) コピーするオブジェクトのキー名を指定します。キー

は、バケット内のオブジェクトの一意の識別子です。複

数のオブジェクトを指定するには、ワイルドカード文字

(*または？)を使用します。複数のオブジェクトまたは

ワイルドカードマスクを指定するには、それらをパイプ

記号(|)で区切ります(例:*.txt|*.bak)。 

宛先バケット テキスト はい (空白) オブジェクトのコピー先のバケットを指定します。 
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宛先キー(オプ

ション) 

テキスト いいえ (空白) オブジェクトのコピー先の宛先キー名を示します。一致

するキー名が宛先にすでに存在する場合は上書きされま

す。 

規定の ACL テキスト

(選択式) 

はい Private オブジェクトに関連付けられた S3 の既定のアクセスポ

リシーを指定します。使用可能な定型 ACL オプション

は次のとおりです。 

・ACL なし-アクセスポリシーなし 

・Private-所有者はフルコントロールを取得します。他

の誰もアクセス権を持っていません 

・Public read-所有者はフルコントロールを取得し、匿

名のプリンシパルには読み取りアクセスが許可されます 

・Public read write-所有者はフルコントロールを取得

し、匿名のプリンシパルには読み取り/書き込みアクセ

スが許可されます。バケットに適用するのに役立つポリ

シーですが、通常は推奨しません 

・Authenticate read -所有者はフルコントロールを取得

し、登録済みの Amazon S3 ユーザーとして認証された

プリンシパルには読み取りアクセス権が付与されます 

・Bucket owner read -オブジェクト所有者がフルコント

ロールを取得します。バケット所有者は読み取りアクセ

ス権を取得します。この ACL はオブジェクトにのみ適

用され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールを取得)を許

可し、それでもバケット所有者にオブジェクトへの読み

取りアクセスを許可します 

・バケットオーナーのフルコントロール-オブジェクト

所有者がフルコントロールを取得します。バケット所有

者が完全に制御を取得します。オブジェクトにのみ適

用 され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールの取得)を許

可し、オブジェクトに対する完全な権限をバケット所有

者に付与します 

Metadata 

directive 

テキスト

(選択式) 

はい Copy メタデータをソースオブジェクトからコピーするか、リ

クエストで提供されるメタデータで置き換えるかを指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Copy-メタデータはソースからコピーされます 

・Replace-メタデータは、リクエストで提供されたメタ

データに置き換えられます 

注 1:コピーした場合、メタデータは変更されません。そ

れ以外の場合、元のメタデータは指定したメタデータに

すべて置き換えられます。 
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このパラメータを[Replace]に設定しない限り、オブジ

ェクト自体にコピーすることはできません。 

ソースバージ

ョン ID(オプ

ション) 

数字 いいえ (空白) コピー先の Amazon S3 オブジェクトのバージョンを指

定します。S3 バケットでバージョニングが有効になっ

ている場合、このパラメータは同じキー名でバージョン

ID が異なる同じバケット内のオブジェクトを識別する

のに役立ちます。 

タイムアウト

(分) 

数字 はい 20 このアクティビティに設定する必要があるタイムアウト

値を指定します(分単位)。値は、S3 コピー要求に使用

される要求されたオブジェクトの Timeout プロパティ

に割り当てられます。 

データセット

に S3 オブジ

ェクト情報を

設定する 

テキスト いいえ (空白) コピーするオブジェクトに関する情報を格納するデータ

セット名を指定します。 

 

ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティで、指定されたマスクに一致するフ

ァイルを省略します。ファイル名またはワイルドカード

マスクを使用できます。パイプ記号(|)で区切ることに

より、複数のエントリを指定できます(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値が正規表現として扱われます。[いいえ]に

設定すると、値は通常の読み取り可能なテキストとして

解釈されます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より新しいファイルにのみ作用します。このパラメ

ータを空白または無効にすると、ファイルの日付は無視

されます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定義

された日付パラメータのリストから選択できます。[式]

オプションを有効にすると、日付/時刻式を入力できま

す。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より古いファイルのみに作用します。 

このパラメータを空白または無効にすると、ファイルの

日付は無視されます。[カスタム]ボタンをクリックし

て、事前定義された日付パラメータのリストから選択で

きます。[式]オプションを有効にすると、日付/時刻式

を入力できます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティで大文字と小

文字が区別されます。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ヘッダー -名

前 

テキスト いいえ (空白) ヘッダーのキーと値のペアの「キー」を指定します。こ

れは、オブジェクトに割り当てるハンドルです。キーを

指定するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックし、キーと値のペアを追加

します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存の

キーと値のペアを削除します。 

ヘッダー -値 テキスト いいえ (空白) ヘッダーのキーと値のペアの「値」を指定します。これ

は、オブジェクトに格納するコンテンツです。値を指定

するためには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックし、キーと値のペアを追加

します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存の

キーと値のペアを削除します。 

メタデータ -

名前 

テキスト いいえ (空白) メタデータのキーと値のペアの「キー」を指定します。

これは、オブジェクトに割り当てるハンドルです。キー

を指定するには、[新しい行を追加するにはここをクリ

ックしてください]をクリックし、キーと値のペアを追

加します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存

のキーと値のペアを削除します。 

メタデータ -

値 

テキスト いいえ (空白) メタデータのキーと値のペアの「値」を指定します。こ

れは、オブジェクトに格納するコンテンツです。値を指

定するためには、[新しい行を追加するにはここをクリ

ックしてください]をクリックし、キーと値のペアを追

加します。削除する場合は赤い×ボタンを押して、既存

のキーと値のペアを削除します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.KeyName テキスト 取得したオブジェクトのキー名を返します。 

theDataset.AmazonID2 テキスト 取得したオブジェクトに関連づいた一意のトークンを返

します。AWS が問題をトラブルシューティングするの

に役立ちます。 

theDataset.ETag テキスト オブジェクトのエンティティタグを返します。条件付き

操作を実行するために使用できるオブジェクトのハッシ

ュです。ETag はオブジェクトのコンテンツへの変更の

みを反映し、メタデータは反映しません。 

theDataset.Size 数字 オブジェクトのサイズをバイト単位で返します。 

theDataset.ContentType テキスト オブジェクトの形式を説明する MIME タイプを返しま

す(例:text/plain)。 

theDataset.VersionID テキスト 取得したオブジェクトのバージョン ID を返します。 

注 1:バージョン ID を取得するには「Amazon S3 – バケ

ット バージョニングの設定」アクティビティにてバー

ジョン管理を有効にする必要があります 
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<Amazon S3> 

オブジェクトの削除 

説明 

バケットに含まれる 1 つ以上のオブジェクトを削除します。 

 

用途 

コピーの作成後またはバックアップの実行後に、特定のバケットから不要なオブジェクトを削除するために使用され

ます。複数のオブジェクトを指定するには、ワイルドカード文字(*または？)を使用します。複数のオブジェクトまた

はワイルドカードマスクを指定するには、それらをパイプ記号(|)で区切ります(例:*.txt|*.bak)。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) 削除するオブジェクトが含まれているバケット名を指定

します。 

キー名 テキスト はい (空白) 削除するオブジェクトのキー名を指定します。キーは、

バケット内のオブジェクトの一意の識別子です。複数の

オブジェクトを指定するには、ワイルドカード文字(*ま

たは？)を使用します。 

バージョン

ID(オプショ

ン) 

数字 いいえ (空白) 削除するオブジェクトのバージョンを指定します。同じ

キー名でバージョン ID が異なる同じバケット内のオブ

ジェクトを識別するのに役立ちます。 

MFA コード テキスト いいえ (空白) 承認された認証デバイスに表示される MFA コードを指

定します。これは有効なシリアル番号[スペース]6 桁の

コードです(例:"20899872 301749")。 
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ファイルオプション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

マスクを除外

する 

テキスト いいえ (空白) このアクティビティで、指定されたマスクに一致する

ファイルを省略します。 

ファイル名またはワイルドカードマスクを使用できま

す。パイプ記号(|)で区切ることにより、複数のエント

リを指定できます(例:*.txt|*.bak)。 

正規表現 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[マスクを除外する]パラメータに

入力された値が正規表現として扱われます。[いいえ]に

設定すると、値は通常の読み取り可能なテキストとし

て解釈されます。 

より新しい場

合のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より新しいファイルにのみ作用します。このパラ

メータを空白または無効にすると、ファイルの日付は

無視されます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前

定義された日付パラメータのリストから選択できま

す。[式]オプションを有効にすると、日付/時刻式を入

力できます。 

より古い場合

のみ 

日付 いいえ (空白) 有効な場合、このアクティビティは、指定された日付/

時刻より古いファイルのみに作用します。このパラメ

ータを空白または無効にすると、ファイルの日付は無

視されます。[カスタム]ボタンをクリックして、事前定

義された日付パラメータのリストから選択できます。

[式]オプションを有効にすると、日付/時刻式を入力で

きます。 

大文字と小文

字を区別する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、このアクティビティで大文字と小

文字が区別されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 
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<Amazon S3> 

オブジェクトのリスト化 

説明 

バケット内のすべてのオブジェクトを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

バケットに含まれるオブジェクトのリストに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) キーを一覧表示するバケット名を指定します。 

変数に

NextMarkar 値

を設定する 

テキスト いいえ (空白) NextMarkar 値を入力する既存の変数名を指定します。 

データセット

に S3 オブジ

ェクト情報を

設定する 

テキスト はい (空白) S3 オブジェクト情報を格納するデータセット名を指定

します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

ス 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプレフィックスで始まる結果のみを含むよう

に応答を制限します。 

マーカー テキスト いいえ (空白) リストを開始する結果セット内の場所を指定します。 

マーカーの値の後にアルファベット順に発生する結果の

みを含むように応答を制限します。このオプションのパ

ラメータは、大きな結果セットのページ分割を有効にし

ます。 

キーの最大数 テキスト いいえ (空白) クエリに応答して返されるキーの数を制限します。 

区切り記号 テキスト いいえ (空白) キーをグループ化するための文字を指定します。プレフ

ィックスと最初の区切り文字の間に同じ文字列を含むす

べてのキーは、単一の結果要素の下にグループ化されま

す。これらのグループは、最大キー制限に対する 1 つ

の結果としてカウントされます。 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.KeyName テキスト オブジェクトのキー名を返します。 

theDataset.LastModified 日付 オブジェクトの最終更新日時を返します。 

theDataset.ETag テキスト オブジェクトのエンティティタグを返します。条件付

き操作を実行するために使用できるオブジェクトのハ

ッシュです。ETag はオブジェクトのコンテンツへの変

更のみを反映し、メタデータは反映しません。 

theDataset.Size 数字 オブジェクトのサイズをバイト単位で返します。 

theDataset.Owner テキスト オブジェクトに割り当てられた所有者を返します。 

theDataset.StorageClass テキスト オブジェクトのストレージクラスを返します

(例:STANDARD)。 
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<Amazon S3> 

バージョンのリスト化 

説明 

バケット内のオブジェクトのすべてのバージョンに関するメタデータを取得し、結果をデータセットや変数に格納し

ます。 

 

用途 

バケットに含まれるオブジェクトのリストに関するバージョン情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) 取得するバケット名を指定します。 

データセット

に S3 オブジ

ェクト情報を

設定する 

テキスト はい (空白) S3 オブジェクト情報を格納するデータセット名を指定

します。 

変数に next 

markar 値を設

定する 

テキスト いいえ (空白) NextMarkar 値を格納する既存の変数名を指定します。 

変数に next 

version ID を

設定する 

テキスト いいえ (空白) 次のバージョン ID マーカーを格納する既存の変数名を

指定します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

ス 

テキスト いいえ (空白) 指定されたプレフィックスで始まる結果のみを含むよう

に応答を制限します。プレフィックスを使用して、バケ

ットをキーの異なるグループに分けることができます。 

マーカー テキスト いいえ (空白) リストを開始するバケット内のキーを指定します。 

マーカーの値の後にアルファベット順に発生する結果の

みを含むように応答を制限することにより、大きなペー

ジを分割した結果の設定が可能になります。 

キーの最大数 テキスト いいえ (空白) クエリに応答して返されるキーの数を制限します。 

区切り記号 テキスト いいえ (空白) キーをグループ化するための文字を指定します。プレフ

ィックスと最初の区切り文字の間に同じ文字列を含むす

べてのキーは、単一の結果要素の下にグループ化されま

す。これらのグループは、[キーの最大数]パラメータの

値に対する 1 つの結果としてカウントされます。 

Version ID 

marker 

テキスト いいえ (空白) リストを開始するオブジェクトのバージョンを指定しま

す。 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンをクリックします。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.KeyName テキスト オブジェクトのキー名を返します。 

theDataset.LastModified 日付 オブジェクトの最終更新日時を返します。 

theDataset.ETag テキスト オブジェクトのエンティティタグを返します。条件付

き操作を実行するために使用できるオブジェクトのハ

ッシュです。ETag はオブジェクトのコンテンツへの変

更のみを反映し、メタデータは反映しません。 

theDataset.Size 数字 オブジェクトのサイズをバイト単位で返します。 

theDataset.Owner テキスト オブジェクトに割り当てられた所有者を返します。 

theDataset.StorageClass テキスト オブジェクトのストレージクラスを返します

(例:STANDARD)。 
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<Amazon S3> 

署名付き URL の取得 

説明 

指定された S3 オブジェクトに事前に署名された URL を取得し、結果を変数に格納します。署名付き URL は、特定

の期間有効な URL です。時間に敏感な情報があるページを共有すること、またはネット上の誰もが利用できるよう

にせずに特定の人とファイルを共有したい場合に使用します。指定された期間が経過すると、情報は無効になります。 

 

用途 

ファイルを公開するために、S3 オブジェクトに割り当てられた URL を取得するために使用されます。署名付き URL

を使用してファイルを共有するために、ACL 権限を設定する必要はありません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジ ョ ン 固 有 の エ ン ド ポ イ ン ト を 指 定 し ま す 。

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com と 入 力 す る

と、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定されま

す。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) オブジェクトが存在するバケット名を指定します。 

キー名 テキスト はい (空白) URL を取得するオブジェクトのキー名を指定します。

キーは、バケット内のオブジェクトの一意の識別子で

す。 

プロトコル テキスト

(選択式) 

はい HTTP URL に割り当てられたプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

HTTP 動詞 テキスト

(選択式) 

はい Get リソースに関連付けられた標準の S3 操作を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・Put 

・Get 

・Head 

・Delete 

有効期限 日付 はい 現在の日時 URL を取得するオブジェクトの有効期限日時を指定し

ます。 
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変数に署名付

き URL を設

定する 

テキスト いいえ (空白) オブジェクトの事前署名済み URL を格納する既存の変

数名を指定します。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 
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<Amazon S3> 

ACL の取得 

説明 

特定のバケットまたはオブジェクトのアクセス制御リスト(ACL)を取得し、結果をデータセットに格納します。S3 の

各バケットとオブジェクトには、オブジェクトへのアクセスが許可されるユーザーと、特定のオブジェクトで許可さ

れる操作を定義する ACL が含まれています。 

 

注意:ACL は、主に許可のリストです。付与は、1 人の被付与者と 1 つの権限で構成されます。バケット ACL は、オ

ブジェクト ACL から完全に独立しています。つまり、バケットに設定された ACL は、バケットに含まれるオブジェ

クトに設定された ACL と異なる場合があります。 

 

用途 

バケットまたはオブジェクトの ACL を取得および検査して、ユーザー権限を決定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 

 

詳細 
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プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

ACL 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) ACL(アクセス制御リスト)を取得するバケット名を指定

します。 

キー名 テキスト はい (空白) ACL を取得するオブジェクトのキー名を指定します。

キーは、バケット内のオブジェクトの一意の識別子で

す。 

バージョン

ID(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) ACL を取得するオブジェクトのバージョンを指定しま

す。このプロパティは、のキー名は同じでバージョン

ID が異なる場合に役立ちます。 

データセット

に ACL 情報

を設定する 

テキスト いいえ (空白) ACL に関する情報を格納するデータセット名を指定し

ます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに
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は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.User テキスト バケットまたはオブジェクトに割り当てられているユ

ーザーを返します。 

theDataset.Permission テキスト バケットまたはオブジェクトに関連するユーザーのア

クセス許可レベルを返します(例:Full_Control)。 
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<Amazon S3> 

ACL の設定 

説明 

既存のバケットまたはオブジェクトのアクセス制御リスト(ACL)権限を指定します。S3 の各バケットとオブジェクト

には、オブジェクトへのアクセスが許可されるユーザーと、特定のオブジェクトで許可される操作を定義する ACL が

含まれています。 

 

注意:ACL は、主に許可のリストです。付与は、1 人の被付与者と 1 つの権限で構成されます。バケット ACL は、オ

ブジェクト ACL から完全に独立しています。つまり、バケットに設定された ACL は、バケットに含まれるオブジェ

クトに設定された ACL と異なる場合があります。 

 

用途 

既存のバケットまたはオブジェクトの ACL 権限を設定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション  - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon S3 - セッションの作成」アクティビティで作

成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon S3 アクティビティが必要な場

合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッションを

作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい S3Session1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の

英数字の文字列を指定します。このキーは[シークレッ

トアクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID を確認

するために使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS にアクセスするためのパスワードとして 40 文字

の文字列を指定します。このキーは[アクセスキー]と共

に、有効なユーザーの ID を確認するために使用する安

全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

はい HTTP リクエストに使用するプロトコルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTP 

・HTTPS 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージョ

ン固有のエンドポイントを指定します。https://s3.ap-

northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジアパシ

フィック(東京)リージョンが指定されます。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーを生成する前に Amazon S3 エンジンがリクエス

トを再試行する回数を指定します。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

 

ACL 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

バケット名 テキスト はい (空白) ACL を設定するバケット名を指定します。 

キー名(オプシ

ョン) 

テキスト はい (空白) ACL を設定するオブジェクトのキー名を指定します。

キーは、バケット内のオブジェクトの一意の識別子で

す。 

バージョン

ID(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) ACL を設定するオブジェクトのバージョンを指定しま

す。このプロパティは、オブジェクトのキー名は同じで

バージョン ID が異なる場合に役立ちます。 

規定の ACL テキスト はい Private 設定する ACL ポリシーを指定します。使用可能な定型

ACL オプションは次のとおりです。 

・ACL なし-アクセスポリシーなし 

・Private-所有者はフルコントロールを取得します。他

の誰もアクセス権を持っていません 

 

・Public read-所有者はフルコントロールを取得し、匿

名のプリンシパルには読み取りアクセスが許可されます 
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・Public read write-所有者はフルコントロールを取得

し、匿名のプリンシパルには読み取り/書き込みアクセ

スが許可されます。バケットに適用するのに役立つポリ

シーですが、通常は推奨しません 

・Authenticate read -所有者はフルコントロールを取得

し、登録済みの Amazon S3 ユーザーとして認証された

プリンシパルには読み取りアクセス権が付与されます 

・Bucket owner read -オブジェクト所有者がフルコント

ロールを取得します。バケット所有者は読み取りアクセ

ス権を取得します。この ACL はオブジェクトにのみ適

用され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールを取得)を許

可し、それでもバケット所有者にオブジェクトへの読み

取りアクセスを許可します 

・バケットオーナーのフルコントロール-オブジェクト

所有者がフルコントロールを取得します。バケット所有

者が完全に制御を取得します。オブジェクトにのみ適

用 され、「Amazon S3 -バケットの作成」アクティビテ

ィで使用する場合は[Private]と同等です。この ACL を

使用して、バケット所有者以外のユーザーにバケット内

のコンテンツの書き込み(フルコントロールの取得)を許

可し、オブジェクトに対する完全な権限をバケット所有

者に付与します 

アクセスコン

トロールリス

ト 

- - - ACL 権限をユーザーごとに個別に設定します。このパ

ラメータは[規定の ACL]パラメータが有効の場合、無

効となります。 

所有者 ID 数字 はい (空白) 正規ユーザーID を指定します。このパラメータは[アク

セスコントロールリスト]パラメータが有効な場合にの

み使用可能です。 

表示名 テキスト はい (空白) 正規ユーザー名を指定します。このパラメータは[アク

セスコントロールリスト]パラメータが有効な場合にの

み使用可能です。 

ユーザー テキスト いいえ (空白) 権限を付与する対象のユーザー(AWS アカウントや S3

グループ)を指定します。ユーザーを追加する場合に

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、ユーザー名と ACL 権限の組み合わ

せを追加します。削除する場合は赤い×ボタンを押し

て、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを削除しま

す。 
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フルコントロ

ール 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定すると、ユーザーにバケット内のすべての

オブジェクトに対してオブジェクトを読み取り、書き込

む権限を付与します。追加する場合には、[新しい行を

追加するにはここをクリックしてください]をクリック

し、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを追加しま

す。削除する場合は赤い×ボタンを押して、ユーザー名

と ACL 権限の組み合わせを削除します。 

読み込む はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定すると、ユーザーにバケット内のすべての

オブジェクトに対して読み込み権限を付与します。追加

する場合には、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックし、ユーザー名と ACL 権限

の組み合わせを追加します。削除する場合は赤い×ボタ

ンを押して、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを削

除します。 

書き込み はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定すると、ユーザーにバケット内のすべての

オブジェクトに対して書き込み権限を付与します。追加

する場合には、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックし、ユーザー名と ACL 権限

の組み合わせを追加します。削除する場合は赤い×ボタ

ンを押して、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを削

除します。 

ACP を読み込

む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定すると、ユーザーにバケットの ACL を読

み込む権限を付与します。追加する場合には、[新しい

行を追加するにはここをクリックしてください]をクリ

ックし、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを追加し

ます。削除する場合は赤い×ボタンを押して、ユーザー

名と ACL 権限の組み合わせを削除します。 

ACP を書き込

む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定すると、ユーザーにバケットの ACL を書

き込む権限を付与します。追加する場合には、[新しい

行を追加するにはここをクリックしてください]をクリ

ックし、ユーザー名と ACL 権限の組み合わせを追加し

ます。削除する場合は赤い×ボタンを押して、ユーザー

名と ACL 権限の組み合わせを削除します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

名前 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「キー」を指定します。これは、オブ

ジェクトに割り当てるハンドルです。キーを指定するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 

値 テキスト いいえ (空白) キーと値のペアの「値」を指定します。これは、オブジ

ェクトに格納するコンテンツです。値を指定するために

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックし、キーと値のペアを追加します。削

除する場合は赤い×ボタンを押して、既存のキーと値の

ペアを削除します。 
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Amazon SES 

Amazon SES(Simple Email Service)は、正当な E メールがスパムとして分類される可能性を低減しながら、クラウド

から E メールを配信するための Amazon Web Services(AWS)が提供するサービスです。特定の AWS アカウントの ID

作成、検証、取得や E メールメッセージの作成、送信などを一般的な SES 操作を自動化する場合に、こちらのアクシ

ョンを使用します。 

 

重要:「Amazon SES」アクションは Amazon の Simple Email Service エンジンを使用して実行されるため、AutoMate

を介して Amazon SES を起動および操作するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

 

<Amazon SES> 

セッションの作成 

説明 

後続の「Amazon SES」アクションを関連付けるための一意のセッションを作成します。単一タスクで多数の SES 操

作を実行できます。セッションを終了するには、「Amazon SES - セッションの終了」アクティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon SES セッションを作成するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい SESSession1 作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

SES アクティビティを 1 つのセッションに関連付けるこ

とができ、タスクがより組織化されます。1 つのタスク

内に複数のセッションを作成することで並行実行が可能

です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 
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<Amazon SES> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティにて作成及び開始されたセッションを終了します。 

 

用途 

実行中のセッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい SESSession1 終了するセッション名を指定します。 

 

  



1512 

 

<Amazon SES> 

メールの送信 

説明 

入力データに基づいて E メールメッセージを作成し、送信するメッセージをキューに入れます。 

 

用途 

E メールのバッチを送信するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SES アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SESSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 

 

EMAIL 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

From テキスト はい (空白) 差出人の E メールアドレスを指定します。 

To テキスト はい (空白) 宛先となる受信者の E メールアドレスを指定します。各

エントリをセミコロン(;)で区切ることで、複数の E メ

ールアドレスを指定できます。 

件名 テキスト いいえ (空白) E メールメッセージの件名を指定します。 

本文 テキスト いいえ (空白) メッセージの本文を指定します。 

HTML 形式 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、メッセージ本文が HTML 形式で

送信されます。[いいえ]に設定すると、メッセージはプ

レーンテキスト形式でフォーマットされます。 

ファイルのコ

ンテンツを本

文として使用

する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、メッセージの本文を指定されたテキストフ

ァイルから取得します。フォルダアイコンをクリックし

て目的のファイルを選択するか、プルパスとファイル名

を手動で入力します。 

注 1:このパラメータは単一のファイルのみ受け入れま

す。複数ファイルの内容はサポートしていません 

E メールメッ

セージ ID を変

数に設定する 

テキスト いいえ (空白) E メールメッセージ ID を取得する既存の変数名を指定

します。 
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添付ファイル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

添付ファイル テキスト いいえ (空白) E メールに添付するファイルを指定します。[新しい行

を追加するにはここをクリックしてください]をクリッ

クして、フォルダアイコンから添付ファイルを選択しま

す。添付ファイルを削除するには「ｘ」をクリックしま

す。手動で入力する場合、セミコロン(;)で区切ること

で複数ファイルを指定することも可能です。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Cc テキスト いいえ (空白) CC を送信するメールアドレスを指定します。複数のア

ドレスを指定する場合は、セミコロンで区切ります。 

Reply to テキスト いいえ (空白) 返信先のメールアドレスと指定します。 

Bcc テキスト いいえ (空白) BCC を送信するメールアドレスを指定します。複数の

アドレスを指定する場合は、セミコロンで区切ります。 

XMailer テキスト いいえ AutoMate XMailer ヘッダーを指定します。E メールメッセージを

作成したプログラムまたはアプリケーションを識別する

ために使用されます。 

優先度 テ キ ス ト

(選択式) 

はい Normal メッセージにつける重要度のレベルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・低 – 重要度は低く設定されます 

・Normal – 重要度レベルは定義されません 

・高 – 重要度が高く設定されます 

機密度 テ キ ス ト

(選択式) 

はい Normal メッセージにつける機密性のレベルを指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・Normal – 機密レベルは定義されません 

・Personal – 情報バーに「このメッセージは個人用とし

て扱ってください。」と表示されます 

・Private – 情報バーに「このメッセージは親展として

扱ってください」と表示されます 

・Confidential - 情報バーに「このメッセージが極秘と

して扱ってください。」と表示されます 

開封確認の要

求 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、メールメッセージが受信者に届い

た際、配信確認を要求するよう指定します。 

注 1:受信者のメールプログラムが配信確認をサポートし

ていない場合、配信確認メッセージを受信されない場合

があります 

カスタムヘッ

ダー 

テキスト いいえ (空白) 送信する 1 つ以上のカスタムヘッダーを指定します。カ

スタムヘッダーを指定するには[新しい行を追加するに

は、ここをクリックしてください]をクリックし、[名]

と[値]に指定したいヘッダー名と値を入力します。 
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<Amazon SES> 

メールの統計情報の送信 

説明 

ユーザーの送信統計と使用状況のデータを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

アクティビティデータの取得のために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SES アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SESSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。バージョンとは、リクエストに署名するための特別

なアルゴリズムを指します。 

 

EMAIL 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

を作成してメ

ール送信使用

情報を設定す

る 

テキスト はい (空白) メールの使用状況を格納するデータセット名を指定し

ます。「GetSendQuota」リクエストから返されたユー

ザーの現在のアクティビティ制限を表します。 

データセット

を作成してメ

ール統計情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 送信メールの統計データを格納するデータセット名を

指定します。各データポイントには、送信アクティビ

ティの 15 分間の統計が含まれます。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値) 

 メール使用統計 (データセット名は”usageDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

usageDataset.Max24HourSend 数字 ユーザーが 24 時間間隔で送信できる E メールの最大数

を返します。 

usageDataset.MaxSendRate 数字 ユーザーが 1 秒間に送信できる E メールの最大数を返

します。 

usageDataset.SentLast24Hours 数字 過去 24 時間に送信された E メールの数を返します。 

メール送信統計 (データセット名は”statsDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

statsDataset.Bounces 数字 バウンスされた E メールの数を返します。 

statsDataset.Complaints 数字 受信者によって拒否された不要な E メールの数を返し

ます。 

statsDataset.DeliveryAttempts 数字 送信のためにキューに入れられたえ E メールの数を返

します。 

statsDataset.Rejects 数字 Amazon SES によって拒否された E メールの数を返し

ます。 

statsDataset.Timestamp 日付 データポイントの日付時刻を返します。 
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<Amazon SES> 

ID のリスト化 

説明 

確認ステータスに関係なく、特定の AWS アカウントのすべての ID(メールアドレスとドメイン)を含むリストを取得

し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

「Loop – Dataset」や「If – 条件式」アクティビティを組み合わせて、データセットに取得した ID リストに対して ID

ごとに特定のアクティビティを 1 つずつ実行できます。例えば、「Amazon SES – ID の確認」アクティビティを使用

して、リストにある ID が無効かどうかを確認し、識別されないまたは無効な ID を「Amazon SES – ID の削除」アク

ティビティで削除できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SES アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SESSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

ID 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

に ID 情報を設

定する 

テキスト はい (空白) ID 情報を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名 タイプ 戻り値 

theDataset.Identity テキスト ID を返します(recipient@domain.com)。 

theDataset,Type タイプ 現在リストされている ID のタイプを返します。可能な

値は「EmailAddress」と「Domain」です。 
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<Amazon SES> 

ID の確認 

説明 

メールアドレスまたはドメイン ID を確認します。メールアドレスで検証が実行されると、確認の E メールメッセー

ジが指定されたアドレスに送信されます。ドメインで検証が実行されると、検証トークンが返されます。 

 

用途 

適切なメールアドレスまたはドメインを確認するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SES アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SESSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

ID 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ID タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい Email 検証する ID のタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Email – メールアドレスの検証を行います 

・ドメイン – ドメインの検証を行います 

ID テキスト はい (空白) 検証する ID を指定します。[ID タイプ]パラメータを

[Email]に設定した場合、確認のメールメッセージが指

定したメールアドレスに送信されます。[ドメイン]に設

定した場合、検証トークンが返されます。ドメインの

確認を完了するには、この TXT レコードをドメインの

DNS 設定に配置する必要があります。 

確認済みトー

クンを変数に

設定する 

テキスト はい (空白) ドメイン検証を完了するためにドメイン DNS 設定に配

置する検証トークンを格納する既存の変数名を指定し

ます。このパラメータは[ID タイプ]パラメータが[ドメ

イン]に設定されている場合のみ使用可能です。 
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<Amazon SES> 

ID の削除 

説明 

確認済みの ID リストから指定された ID(メールアドレスまたはドメイン)を削除します。 

 

用途 

テーブルからアイテムを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SES - セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SES アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SESSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

  

  



1523 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーを生成する前に、Amazon SES エンジンがリクエ

ストを再試行する回数を指定します。 

サービス URL テキスト はい (空白) エンドポイントを提供するサービス URL を指定しま

す。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)ま

たは IP アドレス(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。バージョンとは、リクエストに署名するための

特別なアルゴリズムを指します。 

 

ID 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ID テキスト はい (空白) 削除する ID(メールアドレスまたはドメイン)を指定し

ます。 
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Amazon SimpleDB 

Amazon SimpleDB は、Amazon Web Services(AWS)が提供する、構造化データに対してリアルタイムでクエリを実行

する Web サービスです。このアクションを使用することで、データモデリング、インデックスメンテナンス、パフ

ォーマンスチューニングなど、さまざまな SimpleDB 操作を自動化できます。 

 

重要:「Amazon SimpleDB」アクションは Amazon の SimpleDB エンジンを使用して実行されるため、AutoMate を介

して SimpleDB を起動および操作するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

 

<Amazon SimpleDB> 

セッションの作成 

説明 

後続の「Amazon SimpleDB」アクションを関連付けるために使用する一意のセッションを作成します。単一タスク

で多数の SimpleDB 操作を実行できます。セッションを終了するには、「Amazon SimpleDB - セッションの終了」ア

クティビティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon SimpleDB セッションを作成するために使用されます。1 つのタスクに多数のセッションを作成でき

ます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい SimpleDB 

Session1 

作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

SimpleDB アクティビティを 1 つのセッションに関連付

けることができ、タスクがより組織化されます。1 つの

タスク内に複数のセッションを作成することで並行実行

が可能です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) 

  

サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージ

ョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名 ( 例 :server.domain.com) ま た は IP ア ド レ ス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バージ

ョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を使

用するのではなく、シークレットアクセスキーから派生

したキーを使用してメッセージに署名できることです。 
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<Amazon SimpleDB> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon SimpleDB – セッションの作成」によって作成および開始された SimpleDB セッションを終了します。 

 

用途 

実行中の SimpleDB セッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい SimpleDB 

Session1 

終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon SimpleDB> 

ドメインの作成 

説明 

新しいドメインを作成します。 

 

用途 

ドメインの作成のために使用されます。比較可能なデータを含むテーブルと類似します。ドメイン名は、リクエスト

で提供されるアクセスキーID に関連付けられたドメイン間で一意である必要があります。アカウントごとに最大 250

のドメインを作成できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SimpleDBSes

sion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージ

ョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バージ

ョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を使

用するのではなく、シークレットアクセスキーから派生

したキーを使用してメッセージに署名できることです。 

 

ドメイン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 作成するドメイン名を指定します。ドメイン名は、リク

エストで提供されるアクセスキーID に関連付けられた

ドメイン間で一意である必要があります。アカウントご

とに最大 250 のドメインを作成できます。 
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<Amazon SimpleDB> 

ドメインのリスト化 

説明 

ドメイン名のリストを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ドメイン名のリストをデータセットに格納するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SimpleDBSes

sion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リージ

ョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名 ( 例 :server.domain.com) ま た は IP ア ド レ ス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有 効 な AWS 署 名 メ ソ ッ ド は 、 HmacSHA1 お よ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バージ

ョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を使

用するのではなく、シークレットアクセスキーから派生

したキーを使用してメッセージに署名できることです。 

 

ドメイン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメインの最

大数(最大

100) 

数字 はい 100 返すドメイン名の最大数を指定します。範囲は 1～100

です。 

Next Token 

(オプション) 

数字 いいえ (空白) ド メ イ ン 名 の 次 の リ ス ト の 開 始 位 置 を Amazon 

SimpleDB に通知する文字列を指定します。 

変数に

NextToken の

戻り値を設定

する 

テキスト いいえ (空白) 次のトークンを入力する変数名を指定します。不透明ト

ークンは、ドメインが複数あることを示します。 

MaxNumberOfDomains ドメインは引き続き使用可能で

す。 

データセット

に SimpleDB

ドメイン情報

を設定する 

テキスト はい (空白) ドメイン名のリストを入力するデータセット名を指定し

ます。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DomainName テキスト ドメイン名を返します。 
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<Amazon SimpleDB> 

ドメインの削除 

説明 

ドメインを削除します。ドメイン内のアイテム(およびその属性)も削除されます。 

 

用途 

不要になったドメインを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 

 

ドメイン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 削除するドメイン名を指定します。 
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<Amazon SimpleDB> 

ドメイン メタデータの取得 

説明 

ドメインがいつ作成されたか、アイテムと属性の数、属性の名前と値のサイズなど、ドメインに関する情報を取得し、

結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

指定したドメイン内に含まれるデータに関するシステム統計を取得するために使用されます。データセットには、指

定されたドメインのアクティビティが実行されたときの統計が表示されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 

 

ドメイン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) メタデータ情報を収集するドメイン名を指定します。 

データセット

に SimpleDB

ドメイン情報

を設定する 

テキスト はい (空白) メタデータ情報を格納するデータセット名を指定しま

す。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.AttributeNameCount 数字 ドメイン内の一意の属性名の数を返します。 

theDataset.AttributeNamesSizeBytes 数字 すべての一意の属性名の合計サイズを返します(バイト

単位)。 

theDataset.AttributeValueCount 数字 ドメイン内のすべての属性の名前と値のペアの数を返し

ます。 

theDataset.AttributeValuesSizeBytes 数字 すべての属性値の合計サイズを返します(バイト単位)。 

theDataset.ItemCount 数字 ドメイン内のすべてのアイテムの数を返します。 

theDataset.ItemNamesSizeBytes 数字 ドメイン内のすべてのアイテム名の合計サイズを返しま

す(バイト単位)。 

theDataset.TimeStamp 数字 メタデータがエポック(UNIX)時間で計算された日時を

返します。 
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<Amazon SimpleDB> 

属性の設定 

説明 

アイテムの属性を作成または置換します。属性名と属性値の組み合わせを使用して、新しい属性を指定します。オプ

ションで、個々の属性の Replace パラメータを有効にして、新しい属性値で既存の属性値を置き換えることができま

す。 

 

用途 

条件付き更新を実行して、複数のプロセスが互いに上書きしないようにするために使用されます。予期される属性名

と値を指定し、それらが一致する場合は更新、それ以外の場合は更新しないよう設定します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 
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データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 操作を実行するドメイン名を指定します。 

アイテム名 テキスト はい (空白) 操作を実行するアイテム名を指定します。 

名前(属性) テキスト はい (空白) 属性の名前を指定します。複数の属性名/値の項目を入

力できます。新しい属性の名前/値を追加するには、[新

しい行を追加するにはここをクリックしてください]を

選択します。属性名/値項目を削除するには、「×」をク

リックします。 

値(属性) テキスト はい (空白) 属性の値を指定します。これは、0 または任意の正の整

数を指定可能です。複数の属性名/値の項目を入力でき

ます。新しい属性の名前/値を追加するには、[新しい行

を追加するにはここをクリックしてください]を選択し

ます。属性名/値項目を削除するには、「×」をクリック

します。 

Replace(属性) はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、選択した属性/値を置換します。

[いいえ]に設定すると、新しい属性/値が作成されま

す。 

選択するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]を選択します。属性名/値項目を削除す

るには、「×」をクリックします。 

条件を満たし

た時に更新す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、[属性名/属性値]フィールドに

指定した属性名(または属性名/値の組み合わせ)が現在

存在するか存在しないかに応じて、条件付きの更新を実

行できます。このパラメータを有効にすると、他のパラ

メータが使用可能になります。 

属性が存在し

ている場合に

更新する/属性

が存在してい

ない場合に更

新する 

- - - [属性が存在している場合に更新する]に設定した場合、

この更新条件を満たすためには、[属性名/属性値]フィ

ールドに指定した属性名(または属性名/値の組み合わ

せ)が指定した値で存在している必要があります。[属性

が存在していない場合に更新する]に設定した場合、こ

の更新条件が満たされるためには、指定された属性名

(または属性名と値の組み合わせ)が存在してはなりませ

ん。 

属性名 テキスト いいえ (空白) チェックする条件付き属性の名前を指定します。 

属性値 テキスト いいえ (空白) チェックする条件付き属性の値を指定します。 
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<Amazon SimpleDB> 

属性の取得 

説明 

アイテムに関連付けられた属性と値を返し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

アイテムの属性を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 
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データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 操作を実行するドメイン名を指定します。 

アイテム名 テキスト はい (空白) 属性を取得するアイテム名を指定します。 

属性 テキスト いいえ (空白) 取得する属性名を指定します。 

読み取り一貫

性 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、最新のデータが取得されます。 

データセット

に SimpleDB

属性情報を設

定する 

テキスト はい (空白) 属性値を格納するデータセット名を指定します。 
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<Amazon SimpleDB> 

属性の削除 

説明 

アイテムに関連付けられている 1 つ以上の属性を削除します。アイテムのすべての属性が削除されると、アイテムも

削除されます。 

 

用途 

アイテムに割り当て可能なデータのカテゴリを削除するために使用されます。スプレッドシートの列と同様に、属性

はアイテムに割り当てることができるデータのカテゴリを表します。スプレッドシートの行と同様に、アイテムは、

1 つ以上の値と属性のペアを含む個々のオブジェクトを表します。このアクティビティは、条件付き削除に使用でき

ます。これは、特定の条件に基づいてアイテムと属性を削除する場合にのみ役立ちます。条件が満たされた場合は削

除され、それ以外の場合は削除されません。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。 

これは、[アクセスキー]と共に、有効なユーザーの ID

を確認するために SQS が使用する安全な情報セットを

形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 
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データ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ドメイン名 テキスト はい (空白) 操作を実行するドメイン名を指定します。 

アイテム名 テキスト はい (空白) 操作を実行するアイテム名を指定します。 

名前(属性) テキスト はい (空白) 属性の名前を指定します。複数の属性名/値の項目を入

力できます。新しい属性の名前/値を追加するには、[新

しい行を追加するにはここをクリックしてください]を

選択します。属性名/値項目を削除するには、「×」をク

リックします。 

値(属性) テキスト はい (空白) 属性の値を指定します。これは、0 または任意の正の整

数を指定可能です。複数の属性名/値の項目を入力でき

ます。新しい属性の名前/値を追加するには、[新しい行

を追加するにはここをクリックしてください]を選択し

ます。属性名/値項目を削除するには、「×」をクリック

します。 

Replace(属性) はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、選択した属性/値を置換します。

[いいえ]に設定すると、新しい属性/値が作成されま

す。 

選択するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]を選択します。属性名/値項目を削除す

るには、「×」をクリックします。 

条件を満たし

た時に更新す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、[属性名/属性値]フィールドに

指定した属性名(または属性名/値の組み合わせ)が現在

存在するか存在しないかに応じて、条件付きの更新を実

行できます。このパラメータを有効にすると、他のパラ

メータが使用可能になります。 

属性が存在し

ている場合に

更新する/属性

が存在してい

ない場合に更

新する 

- - - [属性が存在している場合に更新する]に設定した場合、

この更新条件を満たすためには、[属性名/属性値]フィ

ールドに指定した属性名(または属性名/値の組み合わ

せ)が指定した値で存在している必要があります。[属性

が存在していない場合に更新する]に設定した場合、こ

の更新条件が満たされるためには、指定された属性名

(または属性名と値の組み合わせ)が存在してはなりませ

ん。 

属性名 テキスト いいえ (空白) チェックする条件付き属性の名前を指定します。 

属性値 テキスト いいえ (空白) チェックする条件付き属性の値を指定します。 
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<Amazon SimpleDB> 

クエリ 

説明 

Select 式に一致するアイテム名の一連の属性を返します。Select は、標準の SQL クエリ SELECT ステートメントと

類似しています。結果はデータセットに格納します。 

 

用途 

SimpleDB 内のアイテムのクエリに使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SimpleDB -セッションの作成」アクティビ

ティで作成されたセッションから取得されます。操作

を完了するために複数の Amazon SimpleDB アクティビ

ティが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数

のセッションを作成することで並行実行が可能となり

ます 

セッション テキスト はい SimpleDBSe

ssion1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために SQS

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー エー

ジェント 

テキスト はい AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 いいえ (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト いいえ (空白) サービスエンドポイントを提供する URL を指定しま

す。別のリージョンにサービスを呼び出すには、リー

ジョン固有のエンドポイントを指定します。例えば、

sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力すると、アジ

アパシフィック(東京)リージョンが指定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名バージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから

派生したキーを使用してメッセージに署名できること

です。 
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オブジェクト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

クエリ テキスト はい (空白) ドメインのクエリに使用する式を指定します。 

Next Token 

(オプション) 

数字 いいえ (空白) Amazon SimpleDB に次のアイテム名リストの開始位置

を通知する文字列を指定します。 

変数に

NextToken の

戻り値を設定

する 

テキスト いいえ (空白) Next Token を格納する既存の変数名を指定します。 

読み取り一貫

性 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、最新のデータが返されるようにな

ります。 

データセット

にクエリの結

果を設定する 

テキスト はい (空白) クエリ結果を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ItemName テキスト アイテム名を返します。 

theDataset.Attributes テキスト アイテムの属性を返します。 
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Amazon SQS 

Amazon SQS(Simple Queue Service)は Amazon Web Services(AWS)が提供する分散型メッセージキューイングサービ

スです。このアクションを使用することで、ユーザーがメッセージを失うこと、または各コンポーネントを常に使用

可能にする必要なく、さまざまなタスクを実行する関連アプリケーションの分散コンポーネント間でのキューの作成

とデータの移動を自動化できます。 

 

重要:「Amazon SQS」アクションは Amazon の SQS エンジンを使用して実行されるため、AutoMate を介して

Amazon SQS を起動および操作するには、有効なアクセスキーID とシークレットアクセスキーが必要です。 

 

 

<Amazon SQS> 

セッションの作成 

説明 

後続の「Amazon SQS」アクションを関連付けるために使用できる一意のセッションを作成します。単一タスクで多

数の SQS 操作を同時に実行できます。セッションを終了するには、「Amazon SQS – セッションの終了」アクティビ

ティを使用します。 

 

用途 

新しい Amazon SQS セッションを作成するために使用されます。1 つのタスクに対して多数のセッションを作成でき

ます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

セッション テキスト はい SQSSession1 作成するセッション名を指定します。複数の Amazon 

SQS アクティビティを 1 つのセッションに関連付けるこ

とができ、タスクがより組織化されます。1 つのタスク

内に複数のセッションを作成することで並行実行が可能

です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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<Amazon SQS> 

セッションの終了 

説明 

「Amazon SQS – セッションの作成」アクティビティにて作成及び開始された SQS セッションを終了します。 

 

用途 

実行中の SQS セッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい SQSSession1 終了するセッション名を指定します。 
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<Amazon SQS> 

キューの作成 

説明 

指定された名前で新しい SQS キューを作成します。 

 

用途 

新しい SQS キューを作成するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体で

はなく、シークレットアクセスキーから派生したキーを

使用してメッセージに署名できることです。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) このアクションに使用するキュー名を指定します。 

可視性タイム

アウト(秒) 

数字 はい 30 このキューに使用する可視性タイムアウトを指定します

(秒単位)。この値は最大 43200 秒(12 時間)に制限され

ています。 

変数にキュー

URL を設定す

る 

テキスト はい (空白) キューの URL 情報を格納する既存の変数名を指定しま

す。キューURL は、キューを一意に識別する URL であ

り、キュー名と SQS が決定するその他のコンポーネン

トが含まれます。 
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<Amazon SQS> 

キューのリスト化 

説明 

キューのリストを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

キューを管理するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。 
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ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

スによるフィ

ルタリング(オ

プション) 

数字 いいえ 100 リスト結果のフィルタリングに使用する文字列を指定し

ます。指定された文字列で始まる名前のないキューのみ

が返されます。 

データセット

にキュー情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得したキューのリストを格納するデータセット名を指

定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.QueueURL テキスト キューを一意に識別する URL を返します。 
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<Amazon SQS> 

キューの削除 

説明 

キューが空かどうかに関係なく、キューURL で指定されたキューを削除します。指定されたキューが存在しない場合、

SQS は成功の応答を返します。 

 

用途 

不要になったキューを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) 削除するキューを一意に識別する URL を指定します。 
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<Amazon SQS> 

キュー属性の取得 

説明 

キューの 1 つまたはすべての属性を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ポリシー、可視性タイムアウト、キュー内の可視メッセージの概数、秒単位のキューのデフォルト遅延など、指定さ

れたキューの属性を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 
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キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キュー属性を取得するキューを一意に識別する URL を

指定します。 

属性 テキスト

(選択式) 

はい All 情報を取得する属性名を指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・All-すべての値を取得します 

・Approximate number of messages -キュー内の表示可

能なメッセージのおおよその数を取得します 

・Approximate number of messages not visible-タイムア

ウトせず、削除されていないメッセージのおおよその数

を取得します 

・Visibility timeout-キューの可視性タイムアウトを取

得します 

・Last modified timestamp -キューが最後に変更された

時間(秒単位)を取得します 

・Policy-キューのポリシーを取得ます 

変数に属性を

設定する 

テキスト はい (空白) 指定された属性の値を格納する既存の変数名を指定しま

す。 
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<Amazon SQS> 

キュー属性の設定 

説明 

キューの属性を指定します。現在、キューに設定できるのは表示タイムアウト属性のみです。 

 

用途 

キューの属性を設定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ (空白) AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体で

はなく、シークレットアクセスキーから派生したキーを

使用してメッセージに署名できることです。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) 属性を設定するキューを一意に識別する URL を指定し

ます。 

名前 テキスト いいえ (空白) 設定する新しい属性を指定します。 

注 1:現在、キューに設定できるのは[Visibility timeout]

属性のみです。 

値 テキスト いいえ (空白) 設定する属性の値を指定します。[Visibility timeout]の

場合、値は 0 から 86400(24 時間)の整数でなければなり

ません。 
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<Amazon SQS> 

メッセージの送信 

説明 

指定されたキューにメッセージを送信します。 

 

用途 

キューメッセージの送信に使用されます。最大許容メッセージサイズは 8 KB です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプション

は通常、操作を完了するために単一のアクティビティの

みが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了す

るために複数の Amazon SQS アクティビティが必要な

場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッション

を作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 
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エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。例

えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入

力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定

されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バー

ジョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体を

使用するのではなく、シークレットアクセスキーから派

生したキーを使用してメッセージに署名できることで

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。キュー名

と、SQS が決定するその他のコンポーネントが含まれ

ます。 

メッセージデ

ータ(最大

8KB) 

テキスト はい (空白) 送信するメッセージを指定します。 

データセット

に SQS メッセ

ージ情報を設

定する 

テキスト いいえ (空白) 送信する SQS メッセージに関する情報を格納するデー

タセット名を指定します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Body テキスト メッセージ本文を返します。 

theDataset.MD5OfBody テキスト URL エンコードされていないメッセージ本文の文字列

の MD5 ダイジェストを返します

(例:1c531e2d189cdcb9ec81ef36f4c22d85)。SQS がメッ

セージを正しく受信したことを確認できます。 

theDataset.MessageID テキスト キューに送信されたメッセージのメッセージ ID を含む

要素を返します(例:(e07cab7e-aa08-469b-aa53-

73978906e0bd))。 
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<Amazon SQS> 

メッセージの受信 

説明 

指定されたキューから 1 つ以上のメッセージを取得します。返される各メッセージの応答には、メッセージ本文、メ

ッセージ本文の MD5 ダイジェスト、メッセージをキューに送信したときに受信したメッセージ ID、および受信ハン

ドルが含まれます。 

 

用途 

メッセージ ID、本文の MD5、受信ハンドルなどの他のメッセージ属性とともに、1 つ以上のキューメッセージを取

得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SQS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

ではなく、シークレットアクセスキーから派生したキ

ーを使用してメッセージに署名できることです。 

 

  



1568 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。キュー名

と、SQS が決定するその他のコンポーネントが含まれ

ます。 

メッセージの

最大数(1-10) 

数字 いいえ (空白) 取得するメッセージの最大数を指定します。 

可視性タイム

アウト(秒) 

数字 いいえ (空白) 受信したメッセージが、最初のメッセージ受信リクエス

トによって取得された後、後続の取得リクエストから隠

される期間を指定します。(秒単位)。 

属性 テキスト

(選択式) 

いいえ All 取得する属性を指定します。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・All-すべての値を取得します 

・Sender id -送信者の AWS アカウント番号(または匿

名アクセスが許可されている場合は IP アドレス)を取得

します 

・Sent timestamp -メッセージが送信された時刻(ミリ秒

単位)を取得します 

・Approximate receive count -メッセージを受信したが

削除されなかった回数を取得します 

・First receive timestamp -メッセージを最初に(ミリ秒

単位)受信した時刻を取得します 

データセット

にキュー情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 受信する SQS メッセージ情報を格納するデータセット

名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Body テキスト メッセージの内容を返します。 

theDataset.MD5OfBody テキスト URL エンコードされていないメッセージ本文の文字列

の MD5 ダイジェストを返します

(例:1c531e2d189cdcb9ec81ef36f4c22d85)。 

theDataset.ReceiptHandle テキスト メッセージ受信の特定のインスタンスに関連付けられた

文字列を返します。 

theDataset.MessageID テキスト メッセージの SQS 割り当て ID を返します(例:e07cab7e-

aa08-469b-aa53-73978906e0bd)。 

theDataset.Attribute テキスト 送信者 ID、送信されたタイムスタンプ、おおよその受

信カウント、および/またはおおよその最初の受信タイ

ムスタンプを返します。送信されたタイムスタンプとお

およその最初の受信タイムスタンプはそれぞれ、ミリ秒

単位のエポック時間を表す整数として返されます。 
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<Amazon SQS> 

メッセージの削除 

説明 

選択したキューから指定したメッセージを削除します。メッセージの受信ハンドルを使用してメッセージを指定しま

す。受信ハンドルは、受信したメッセージの特定のインスタンスに関連付けられています。メッセージを複数回受信

する場合、メッセージを受信するたびに取得する受信ハンドルは異なります。 

 

用途 

不要になったメッセージをキューから削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SQS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはアプ

リケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバー

へのリクエストの送信を再試行する回数を指定します。

ネットワークコンポーネントは、特定のリクエストの存

続期間中にエラーを生成する可能性があるため、再試行

を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を指

定します。別のリージョンにサービスを呼び出すには、

リージョン固有のエンドポイントを指定します。例え

ば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と入力す

ると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指定され

ます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト名

(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指定

します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザー

名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワー

ドを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。署

名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されます。

有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定しま

す。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バージ

ョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体では

なく、シークレットアクセスキーから派生したキーを使

用してメッセージに署名できることです。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。キュー名

と、SQS が決定するその他のコンポーネントが含まれま

す。 

受信ハンドル テキスト はい (空白) 削除するメッセージに関連付けられている受信ハンドル

を指定します。 
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<Amazon SQS> 

メッセージの可視性の変更 

説明 

キュー内の指定されたメッセージの表示時間を新しい値に変更します。 

 

用途 

セキュリティ対策として、キュー内のメッセージの表示時間を短縮する際に使用されます。設定できる最大許容タイ

ムアウト値は 12 時間です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SQS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。 

受信ハンドル テキスト はい (空白) 可視性タイムアウトを変更するメッセージに関連付けら

れている受信ハンドルを指定します。 

可視性タイム

アウト(秒) 

数字 はい (空白) メッセージの可視性タイムアウトの新しい値を指定しま

す(秒単位)。この値は 43200 秒(12 時間)に制限されて

います。 
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<Amazon SQS> 

権限の追加 

説明 

特定のプリンシパルのキューに権限を追加します。これにより、キューへのアクセスを共有できます。このアクティ

ビティは、SQS で生成されたポリシーを書き込みます。独自のポリシーを作成する場合は、「Amazon SQS -キュー属

性の設定」アクティビティを使用して、ポリシーをアップロードします。 

 

用途 

キューへのアクセスを共有する際に使用されます。キューを作成すると、キューに対するフルコントロールのアクセ

ス権が与えられます。キューの所有者だけがキューへのアクセス許可を付与または拒否できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SQS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 
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キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。 

ラベル テキスト はい (空白) 設定する権限の一意の ID を指定します。 

アクション名 テキスト はい (空白) 指定されたプリンシパルを許可するアクションを指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・* - 共有キューのプリンシパルにメッセージの受信、

メッセージの送信、メッセージの削除、メッセージの可

視性の変更、キューの属性の取得のアクションを付与し

ます。 

・SendMessage-メッセージをキューに送信する権限を

付与します 

・ReceiveMessage-キュー内のメッセージを受信する権

限を付与します 

・DeleteMessage-キューからメッセージを削除する権

限を付与します 

・ChangeMessageVisibility-指定したメッセージの読み

取りロックタイムアウトを延長または終了する権限を付

与します 

・GetQueueAttributes-キューの所有者のみがアクセス

できるポリシーを除くすべてのキュー属性を受信する権

限を付与します 

AWS アカウン

ト ID 

数字 はい (空白) 許可を与えるプリンシパルの 12 桁の AWS アカウント

番号を指定します。 

注 1:プリンシパルには AWS アカウントが必要ですが、

Amazon SQS にサインアップする必要はありません 
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<Amazon SQS> 

権限の削除 

説明 

指定したラベルと一致するキューポリシー内のすべてのアクセス許可を取り消します。 

 

用途 

「Amazon SQS -権限の追加」アクティビティを使用して最初に許可されたキューへのアクセスを拒否するために使

用されます。キューの所有者のみが権限を削除できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの資格情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト - ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に構成されます。このオプショ

ンは通常、操作を完了するために単一のアクティビテ

ィのみが必要な場合に選択されます 

・セッション - ユーザーの資格情報や詳細設定が、

「Amazon SQS -セッションの作成」アクティビティで

作成されたセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の Amazon SQS アクティビティが必要

な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい SQSSession1 このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アクセス キー テキスト はい (空白) AWS アカウントの所有者を一意に識別する 20 文字の英

数字の文字列を指定します。このキーは[シークレット

アクセスキー]と共に、有効なユーザーID を確認するた

めに AWS が使用する安全な情報セットを形成します。 

シークレット 

アクセス キー 

テキスト はい (空白) AWS アカウントにアクセスするためのパスワードとし

て 40 文字の文字列を指定します。これは、[アクセスキ

ー]と共に、有効なユーザーの ID を確認するために EC2

が使用する安全な情報セットを形成します。 
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 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザーエー

ジェント 

テキスト いいえ AutoMate AWS へのリクエストを開始するクライアントまたはア

プリケーションの名前を指定します。 

エラー時の最

大リトライ数 

数字 はい (空白) エラーが返される前に、このアクティビティがサーバ

ーへのリクエストの送信を再試行する回数を指定しま

す。ネットワークコンポーネントは、特定のリクエス

トの存続期間中にエラーを生成する可能性があるた

め、再試行を実装すると信頼性が向上します。 

サービス URL テキスト はい (空白) サービスリージョンエンドポイントを提供する URL を

指定します。別のリージョンにサービスを呼び出すに

は、リージョン固有のエンドポイントを指定します。

例えば、https://sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com と

入力すると、アジアパシフィック(東京)リージョンが指

定されます。 

プロキシ ホス

ト 

テキスト いいえ (空白) AWS への接続時に使用するプロキシサーバーのホスト

名(例:server.domain.com)または IP アドレス

(例:xxx.xxx.x.xxx)を指定します。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ (空白) プロキシサーバーへの接続に使用するポート番号を指

定します。 

プロキシ ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるユーザ

ー名を指定します。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続の認証に使用されるパスワ

ードを指定します。 

署名メソッド テキスト いいえ (空白) リクエストの署名に使用する署名方法を指定します。

署名計算に有効なハッシュアルゴリズムが提供されま

す。有効な AWS 署名メソッドは、HmacSHA1 およ

び HmacSHA256 です。 

署名バージョ

ン 

数字 いいえ (空白) リクエストに署名するための署名バージョンを指定し

ます。有効な AWS 署名のバージョンは 2 と 4 です。バ

ージョン 4 との違いは、シークレットアクセスキー自体

を使用するのではなく、シークレットアクセスキーか

ら派生したキーを使用してメッセージに署名できるこ

とです。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キューURL テキスト はい (空白) キューを一意に識別する URL を指定します。 

ラベル テキスト はい (空白) 削 除 す る 権 限 の 一 意 の ID を 指 定 し ま す 。 こ れ は

「Amazon SQS -権限の追加」アクティビティの[ラベ

ル]パラメータで指定した値です。 
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Azure Storage 

Azure Storage は Microsoft Azure が提供するストレージサービスです。構造化データから非構造化データまでさまざ

まな種類のストレージタイプを提供しています。このアクションを使用することで、リソース管理などさまざまな

Azure Storage 操作を自動化でき、クラウドストレージのメリットを拡大できます。 

 

 

<Azure Storage> 

セッションの作成 

説明 

後続の「Azure Storage」アクションを関連付けるために使用する一意のセッションを作成します。単一タスクで多数

の Azure Storage 操作を実行できます。セッションを終了するには「Azure Storage – セッションの終了」アクティビ

ティを使用します。 

 

用途 

新しい Azure Storage セッションを作成するために使用されます。1 つのタスク内に複数のセッションを作成できま

す。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

作成するセッション名を指定します。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルのタ

イプを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

  



1579 

 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの BLOB

サービスエンドポイントは 「[http/https]://account 

name.BLOB.core.windows.net」です。ここにおいての 

'accountname'は Azure Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービス

のエンドポイントを指定します。デフォルトのキューサ

ービスエンドポイントは「[http/https]://account 

name.queue.core.windows.net」です。ここにおいての 

'accountname'は Azure Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのテーブ

ルサービスエンドポイントは「[http/https]://account 

name.table.core.windows.net 」 で す 。 こ こ に お い て の 

'accountname'は Azure Storage アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)または

IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラメ

ータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定

されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーが接続に使用するポートを指定しま

す。このパラメータは、[プロキシ タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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<Azure Storage> 

セッションの終了 

説明 

「Azure Storage – セッションの作成」アクティビティにて作成された Azure Storage セッションを終了します。 

 

用途 

実行中の Azure Storage セッションを終了するために使用されます。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい AzureStorage

Session1 

終了するセッション名を指定します。 
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<Azure Storage> 

コンテナーのリスト化 

説明 

ストレージアカウント内のすべてのコンテナー、または名前が指定したプレフィックスで始まるすべてのコンテナー

を一覧表示します。オプションでコンテナーメタデータを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

アカウント内の特定のコンテナーに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム
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アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

コンテナー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

ス(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 結果をフィルタリングして、指定したプレフィックスで

始まる名前のコンテナーのみを返します。このパラメー

タが空白の場合、すべてのコンテナーがリストされま

す。 

リストの詳細 テキスト

(選択式) 

いいえ None 応答に含めるコンテナーの詳細を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・None-コンテナーの詳細を応答に含めません 

・Metadata-コンテナーのメタデータは、応答本文の一

部として返されます 

・All-すべてのコンテナーメタデータが、応答本文の一

部として返されます 

データセット

を作成しコン

テナー情報を

設定する 

テキスト はい (空白) コンテナー情報を格納するデータセット名を指定しま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ETag テキスト コンテナーの Etag 値を返します。 

theDataset.LastModifiedUTC 日付 コンテナーの最終変更日時を返します。 

theDataset.Metadata テキスト コンテナーのメタデータを返します。 

theDataset.Name テキスト コンテナーの一意の名前を返します。 

theDataset.Uri テキスト コンテナーの URI を返します。 
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<Azure Storage> 

コンテナーの作成 

説明 

指定したアカウントの下に新しいパブリックまたはプライベート BLOB コンテナーを作成し、オプションでコンテナ

ーのユーザー定義メタデータを指定します。 

 

用途 

BLOB のセットを整理する手段として新しいコンテナーを作成するために使用されます。BLOB ストレージコンテナ

ーは、ファイルを格納するフォルダーのように動作します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。 
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サーバーの応答が返される前にタイムアウトが経過する

と、操作がタイムアウトし、サービスがエラーを返しま

す。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

コンテナ― 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) 新しく作成するコンテナー名を指定します。特定のスト

レージアカウント内では、すべてのコンテナーに一意の

名前を付ける必要があります。コンテナー名は、次の規

則に準拠している必要があります。 

・英小文字または数字で始める必要がある 

・英小文字、数字、およびハイフン(-)のみを使用可 

・ハイフン(-)を連続して使用できない 

・すべての小文字でなければならない 

・3～63 文字である必要がある 

注 1:同名のコンテナーが既に存在する場合、操作は失敗

します 

パブリック ア

クセス 

テキスト

(選択式) 

はい プライベート 新しいコンテナーに設定するアクセス制御リスト(ACL)

アクセス許可レベルを指定します。これは、コンテナー

データと BLOB リソースが匿名アクセスに使用できる

かどうかを決定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・プライベート-コンテナーおよび BLOB データは、ア

カウント所有者のみが読み取ることができます 

・パブリックコンテナー-コンテナーおよび BLOB デー

タは、匿名リクエストを介して読み取ることができま

す。クライアントは匿名リクエストを介してコンテナー

内の BLOB を列挙できますが、ストレージアカウント

内のコンテナーを列挙できません 

・パブリック BLOB-コンテナー内の BLOB データは匿

名リクエストを介して読み取ることができますが、コン

テナーデータは利用できません。 

クライアントは匿名リクエストを介してコンテナー内の

BLOB を列挙できません 

名前 テキスト いいえ (空白) 新しいコンテナーに指定するメタデータ名を指定しま

す。メタデータとして新しいコンテナーに関連付ける 1

つ以上のユーザー定義の名前と値のペアの入力をサポー

トしています。 

 

名前と値のペアを追加するには、[新しい行を追加する

にはここをクリックしてください]をクリックして追加

します。名前と値のペアを削除するには、「×」をクリ

ックします。 
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値 テキスト いいえ (空白) [名前]パラメータに入力された関連付けられた名前に関

連付けるメタデータ値を指定します。名前と値のペアを

追加するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックして追加します。名前と値

のペアを削除するには、「×」をクリックします。 
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<Azure Storage> 

コンテナーの更新 

説明 

指定したコンテナーのパブリックアクセス許可、共有アクセスポリシー、および 1 つ以上のユーザー定義の名前と値

のペアを更新します。 

 

用途 

指定したスケジュールまたはオンデマンドで情報を更新したり、データを同期したりするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

  



1589 

 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

コンテナー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) 更新するコンテナーの一意の名前。 

パブリック ア

クセス 

テキスト

(選択式) 

いいえ プライベート 有効にした場合、コンテナーに設定するパブリックアク

セス許可レベルを指定します。コンテナーデータと

BLOB リソースが匿名アクセスで利用可能かどうかを決

定します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・パブリック BLOB-コンテナー内の BLOB データは匿

名リクエストを介して読み取ることができますが、コン

テナーデータは利用できません。クライアントは匿名リ

クエストを介してコンテナー内の BLOB を列挙できま

せん 

・パブリックコンテナー-コンテナーおよび BLOB デー

タは、匿名リクエストを介して読み取ることができま

す。クライアントは匿名リクエストを介してコンテナー

内の BLOB を列挙できますが、ストレージアカウント

内のコンテナーを列挙できません。 

・プライベート-コンテナーおよび BLOB データは、ア

カウント所有者のみが読み取ることができます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メタデータ -

名前 

テキスト いいえ (空白) コンテナーに定義するメタデータ名を指定します。ユー

ザー定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特

定のリソースに指定するデータです。名前と値のペアを

追加するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックして追加します。名前と値

のペアを削除するには、「×」をクリックします。 

メタデータ -

値 

テキスト いいえ (空白) コンテナーに定義するメタデータ値を指定します。ユー

ザー定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特

定のリソースに指定するデータです。名前と値のペアを

追加するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックして追加します。 

名前と値のペアを削除するには、「×」をクリックしま

す。 
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共有アクセス

ポリシー -ポ

リシー 

テキスト いいえ (空白) 定義するコンテナレベルのアクセスポリシーの名前を指

定します。このポリシーを使用して、コンテナーの共有

アクセス署名のパラメータを指定できます。ポリシーを

追加するには、[新しい行を追加するにはここをクリッ

クしてください]をクリックして追加します。ポリシー

を削除するには、「×」をクリックします。 

共有アクセス

ポリシー -読

み込む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]の場合、共有リソースで読み取り操作が許可され

ます。[いいえ]の場合、読み取り操作は禁止されます。

許可される読み取り操作は次のとおりです。 

・コンテナー内の BLOB のコンテンツ、プロパティ、

メタデータ、またはブロックリストを読み取る 

・コンテナー内の任意の BLOB をコピー操作のソース

として使用する 

共有アクセス

ポリシー -書

き込み 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]の場合、共有リソースで書き込み操作が許可され

ます。[いいえ]の場合、書き込み操作は禁止されます。

許可される書き込み操作は次のとおりです。 

・コンテナー内の BLOB のコンテンツ、プロパティ、

メタデータ、またはブロックリストを作成または書き込

む 

・BLOB をスナップショットまたはリースする 

共有アクセス

ポリシー -削

除 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]の場合、共有リソースで削除操作が許可されま

す。[いいえ]の場合、削除操作は禁止されます。許可さ

れた削除操作には、コンテナー内の BLOB を削除する

機能が含まれます。 

共有アクセス

ポリシー -リ

スト 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]の場合、共有リソースでリスト操作が許可されま

す。[いいえ]の場合、リスト操作は禁止されます。許可

されたリスト操作には、コンテナー内の BLOB をリス

トする機能が含まれます。 

共有アクセス

ポリシー -開

始時間 

テキスト いいえ (空白) 共有アクセス署名が有効になる日時を指定します。▼ボ

タンを押すと、開始時刻を選択する日付/時刻ウィンド

ウが開きます。 

共有アクセス

ポリシー -有

効期限 

テキスト いいえ (空白) 共有アクセス署名が無効になる時刻を指定します。▼ボ

タンを押して、有効期限を選択する日付/時刻ウィンド

ウを開きます。 

メタデータを

クリアする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コンテナーに存在するすべてのメ

タデータが消去されます。[いいえ]に設定すると、既存

のメタデータは消去されません。 

共有アクセス

ポリシーをク

リアする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、コンテナーに存在するすべての共

有アクセスポリシーがクリアされます。[いいえ]に設定

すると、既存の共有アクセスポリシーは消去されませ

ん。 
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<Azure Storage> 

コンテナーの削除 

説明 

指定したコンテナーに削除のマークを付けます。コンテナーとコンテナーに含まれる BLOB は、後でガベージコレク

ション中に削除されます。 

 

用途 

不要または使用されなくなったコンテナーを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

コンテナー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) 削除するコンテナーの一意の名前を指定します。 
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<Azure Storage> 

コンテナーのアクセス許可の取得 

説明 

コンテナーのアクセス許可設定を取得します。コンテナーのアクセス許可には、コンテナーとその BLOB が匿名の要

求を介して読み取ることができるかどうかを示すパブリックアクセス設定と、コンテナーが持つ可能性のある共有ア

クセスポリシーが含まれます。共有アクセスポリシーを使用して、1 つ以上の共有アクセスシグネチャの開始時刻、

有効期限、およびアクセス許可を制御できます。コンテナーは最大 5 つの共有アクセスポリシーを持つことができま

す。共有アクセス署名は、コンテナーのリソースへの委任アクセスを提供します。 

 

用途 

ユーザーのアクセスは、各コンテナーに割り当てられたコンテナー権限によって管理されます。このアクティビティ

は、特定のコンテナーの権限レベルを決定するのに役立ちます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

コンテナー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) 権限を取得するコンテナーの一意の名前を指定します。 

変数にアクセ

ス レベルを設

定する 

テキスト はい (空白) コンテナーのアクセスレベルを格納する既存の変数名を

指定します。 

データセット

に共有アクセ

ス ポリシーを

設定する 

テキスト はい (空白) コンテナーの共有アクセスポリシー情報を格納するデー

タセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ExpiryTime 日付 ポリシーの期限が切れる日付/時刻を返します。 

theDataset.Name テキスト ポリシー名を返します。 

theDataset.Permissions テキスト 現在のアクセス許可レベルを返します(例:読み取り、書

き込み、削除、リスト)。 

theDataset.StartTime 日付 ポリシーが最初に設定された日時を返します。 
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<Azure Storage> 

BLOB のリスト化 

説明 

指定されたコンテナーの下の BLOB のリストを列挙します。 

 

用途 

新しいまたは既存の PDF ドキュメントにヘッダーまたはフッター情報を追加するために使用されます。日付、時刻、

ドキュメントタイトル、会社のロゴなどの一貫したデータを表示するために使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルのタ

イプを指定します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの BLOB

サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage ア

カウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)または

IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラメ

ータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定

されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) BLOB のリストを取得するコンテナーの一意の名前を指

定します。 

リストの詳細 テキスト

(選択式) 

いいえ なし 応答に含める 1 つ以上の BLOB の詳細を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・なし-応答に BLOB の詳細を含めません 

・スナップショット-スナップショットをリストに含め

ます。最も古いものから新しいものへとリストされます 

・メタデータ-BLOB メタデータをリストに含めます 

・コミットされていない BLOB-ブロックがアップロー

ドされているが、コミットされていない BLOB をリス

トに含めます 

・すべて-すべての BLOB の詳細をリストに含めます 

フラット リス

トを使用する 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、BLOB リスト操作はフラットリス

トを介してコンテナー内のすべての BLOB をリストし

ます。[いいえ]に設定すると、仮想ディレクトリごとに

階層的に BLOB が一覧表示されます。 

データセット

を作成して

BLOB 名を設

定する 

テキスト はい (空白) BLOB 情報を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ETag テキスト BLOB の Etag 値を返します。 

theDataset.LastModifiedUTC 日付 BLOB の最終変更日時を返します。 

theDataset.Metadata テキスト BLOB のメタデータを返します。 

theDataset.Name テキスト BLOB の一意の名前を返します。 

theDataset.Uri テキスト BLOB アドレスを返します。 
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<Azure Storage> 

BLOB のアップロード 

説明 

ファイルまたは指定されたテキストを BLOB コンテナーにアップロードします。 

 

用途 

非構造化テキストまたはバイナリデータ(ビデオ、オーディオ、テキスト)をクラウドに保存するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。 

サーバーの応答が返される前にタイムアウトが経過する

と、操作がタイムアウトし、サービスがエラーを返しま

す。 
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BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) データのアップロード先の BLOB を格納するコンテナ

ーの一意の名前を指定します。 

ファイル テキスト いいえ (空白) 有効な場合、アップロードするファイルのパスとファイ

ル名を指定します。このパラメータが有効な場合、[テ

キスト]パラメータは無効になります。 

テキスト テキスト いいえ (空白) 有効な場合、アップロードするテキスト文字列を指定し

ます。このパラメータが有効な場合、[ファイル]パラメ

ータは無効になります。 

BLOB 名 テキスト いいえ (空白) アップロード先の BLOB の一意の名前を指定します。

このパラメータは[テキスト]パラメータが有効な場合の

み指定可能です。 
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<Azure Storage> 

BLOB のダウンロード 

説明 

BLOB のコンテンツをファイルまたは既存の変数にダウンロードします。 

 

用途 

大きなチャンクのバックアップデータをダウンロードするか、分散アクセス用に最初に保存されたファイルを取得す

るために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) BLOB をダウンロードするコンテナーの一意の名前を指

定します。 

BLOB 名 テキスト はい (空白) ダウンロードする BLOB の一意の名前を指定します。 

ファイルに

BLOB のコン

テンツを書き

出す 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、BLOB コンテンツをローカルファイルシス

テムのファイルにダウンロードします。表示されたテキ

ストボックスにターゲットファイルのパスとファイル名

を設定します。このパラメータを有効にすると、[変数

に BLOB のコンテンツを設定する]パラメータは無効に

なります。 

上書きする はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、宛先フォルダーに一致するファイ

ルが存在する場合上書きされます。[いいえ]に設定する

と、上書きはされませんが、実行エラーが発生します。 

変数に BLOB

のコンテンツ

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 有効にすると、BLOB コンテンツは指定した変数に保存

されます。テキストボックスに既存の変数名を入力しま

す。このパラメータを 有効にすると、 [ファイルに

BLOB のコンテンツを書き出す]パラメータは無効にな

ります。 
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<Azure Storage> 

BLOB の削除 

説明 

特定のコンテナーから特定の BLOB を削除します。 

 

用途 

古いまたは未使用の BLOB を削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) 削除する BLOB が格納されているコンテナー名を指定

します。 

BLOB 名 テキスト はい (空白) 削除する BLOB の名前を指定します。 

スナップショ

ットの削除オ

プション 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし BLOB を削除するときにスナップショットを削除するた

めのオプションを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・なし-BLOB を削除しますが、スナップショットは削

除しません 

・スナップショットを含む-BLOB とそのスナップショ

ットを削除します 

・スナップショットのみを削除する-BLOB のスナップ

ショットのみを削除します 
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<Azure Storage> 

BLOB のコピー 

説明 

ソースコンテナーから宛先コンテナーに BLOB をコピーします。 

 

用途 

BLOB データをプライベートストレージにバックアップしたり、データをパブリックストレージにコピーしたりして、

分散アクセスのために BLOB データを公開することができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム
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アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース -コン

テナー名 

テキスト はい (空白) コピーする BLOB を構成するソースコンテナーの一意

の名前を指定します。 

ソース -BLOB

名 

テキスト はい (空白) コピーするソース BLOB の一意の名前を指定します。 

保存先 -コン

テナー名 

テキスト はい (空白) 宛先コンテナーの一意の名前を指定します。 

保存先 -BLOB

名 

テキスト はい (空白) 宛先 BLOB の一意の名前を指定します。ソース BLOB

と同じ名前の宛先 BLOB が存在する場合は上書きされ

ます。 
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<Azure Storage> 

BLOB 名の変更 

説明 

元の BLOB とその内容を指定されたコンテナーと(オプションで)新しい BLOB 名にコピーすることにより、BLOB

の名前を変更または新しいコンテナーに移動し、元の BLOB を削除します。 

 

用途 

BLOB の名前を新しい名前に変更するか、BLOB を別のコンテナーに移動するか、またはその両方を行うために使用

されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が
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返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ソース -コン

テナー名 

テキスト はい (空白) 名前を変更する BLOB を構成するソースコンテナーの

一意の名前を指定します。 

ソース -BLOB

名 

テキスト はい (空白) 名前を変更するソース BLOB の一意の名前を指定しま

す。 

保存先 -コン

テナー名 

テキスト はい (空白) 宛先コンテナーの一意の名前を指定します。 

保存先 -BLOB

名 

テキスト はい (空白) 宛先 BLOB 名を指定します。名前を変更せずに BLOB

のみを移動するには、表示されたテキストボックスに元

の BLOB 名を入力します。BLOB の名前を変更するに

は、テキストボックスに新しい名前を入力します。 

スナップショ

ットの削除オ

プション 

テキスト

(選択式) 

いいえ なし BLOB を削除するときにスナップショットを削除するた

めのオプションを指定します。使用可能なオプションは

次のとおりです。 

・なし-BLOB を削除しますが、スナップショットは削

除しません 

・スナップショットを含む-BLOB とそのスナップショ

ットを削除します 

・スナップショットのみを削除する-BLOB のスナップ

ショットのみを削除します 
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<Azure Storage> 

BLOB スナップショットの作成 

説明 

BLOB コンテナーの読み取り専用のスナップショットを作成します。 

 

用途 

BLOB データをバックアップするために使用されます。スナップショットを使用すると、元のスナップショットと変

わらない限り、追加料金を支払うことなく BLOB の「コピー」を保持できます。これらを使用して、BLOB を以前の

バージョンに復元したり、上書きしたりできます。さらに、スナップショットを読み取り操作を実行するすべてのク

ライアントがアクセスするデフォルトのストレージ BLOB として割り当て、元の BLOB を書き込み専用にすること

で、可用性を向上させることができます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 「[http/https]:// 

accountname.BLOB.core.windows.net」です。ここにお

いての 'accountname'は Azure Storage アカウント名で

す。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サ ー ビ ス エ ン ド ポ イ ン ト は

「[http/https]://accountname 

.queue.core.windows.net 」 で す 。 こ こ に お い て の 

'accountname'は Azure Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブ ル サ ー ビ ス エ ン ド ポ イ ン ト は

「[http/https]://account 

name.table.core.windows.net 」です。ここにおいての 

'accountname'は Azure Storage アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) スナップショットを作成する BLOB を構成するコンテ

ナーの一意の名前を指定します。 

BLOB 名 テキスト はい (空白) スナップショットを作成する BLOB の一意の名前を指

定します。 
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<Azure Storage> 

BLOB プロパティの設定 

説明 

指定した BLOB コンテナーにシステムプロパティとユーザー定義のメタデータを指定します。また、BLOB コンテナ

ーに存在するプロパティやメタデータを削除するためにも使用できます。 

 

用途 

BLOB の追加の値を格納する手段としてメタデータを設定するために使用されます。特定の標準 HTTP ヘッダーに

対応するように、またはクライアントが送信されるコンテンツを正しく処理できるように、システムプロパティを指

定します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「Azure Storage -セッションの作成」アクティビティで

作成された構成済みのセッションから取得されます。操

作を完了するために複数の Azure Storage アクティビテ

ィが必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定しま

す(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタイ

ムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答が

返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタイム

アウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュー

サービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテー

ブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ス テ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポート

を指定します。このパラメータは、[プロキシ タイプ]

パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ有効

です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名を

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワードを

指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パラ

メータが有効になっている場合にのみ指定可能です。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) プロパティを設定する BLOB を含むコンテナーの一意

の名前を指定します。 

BLOB 名 テキスト はい (空白) プロパティを設定する BLOB の一意の名前を指定しま

す。 

Content type テキスト いいえ (空白) BLOB コンテンツタイプを指定します。他のクライアン

トと共有する場合、クライアントが共有されているコン

テンツを正しく処理するためには、各ストレージ BLOB

のコンテンツタイプを正しく定義することが重要です。

このプロパティがリクエストで指定されていない場合、

プロパティはクリアされます。 

コンテンツの

エンコーディ

ング 

テキスト いいえ (空白) BLOB コンテンツエンコーディングを指定します。この

値を使用して、BLOB に適用されるコンテンツエンコー

ディングを指定します。主に、圧縮を使用するときに使

用されます。このプロパティがリクエストで指定されて

いない場合、プロパティはクリアされます。 

コンテンツの

言語 

テキスト いいえ (空白) BLOB コンテンツの言語を定義するために使用される

BLOB のコンテンツ言語ヘッダーを指定します。このプ

ロパティがリクエストで指定されていない場合、プロパ

ティはクリアされます。 

コンテンツの

MD5 

テキスト いいえ (空白) BLOB コンテンツの MD5 ハッシュを指定します。この

ハッシュは、転送中に BLOB の整合性を検証するため

に使用されます。このヘッダーが指定されている場合、

ストレージサービスは、送信されたものと到着したハッ

シュをチェックします。2 つのハッシュが一致しない場

合、操作はエラーコード 400(Bad Request)で失敗しま

す。 

このプロパティがリクエストで指定されていない場合、

プロパティはクリアされます。 



1622 

 

キャッシュ制

御 

テキスト いいえ (空白) BLOB の cache-control HTTP ヘッダーを指定します。

指定された時間に BLOB アイテムをキャッシュするよ

うにブラウザーに指示できます。BLOB サービスはこの

値を保存しますが、使用または変更はしません。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

メタデータ -

名前 

テキスト いいえ (空白) BLOB に設定するメタデータ名を指定します。ユーザー

定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特定の

リソースに指定するデータです。名前と値のペアを追加

するには、[新しい行を追加するにはここをクリックし

てください]をクリックして追加します。名前と値のペ

アを削除するには、「×」をクリックします。 

メタデータ -

値 

テキスト いいえ (空白) BLOB に定義するメタデータ値を指定します。ユーザー

定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特定の

リソースに指定するデータです。名前と値のペアを追加

するには、[新しい行を追加するにはここをクリックし

てください]をクリックして追加します。名前と値のペ

アを削除するには、「×」をクリックします。 

メタデータを

クリアする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、現在 BLOB に存在するすべてのメ

タデータがクリアされます。[いいえ]に設定すると、既

存のメタデータはクリアされません。 
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<Azure Storage> 

パブリック URL の取得 

説明 

パブリックアクセス許可を変更し、新しく作成されたパブリック URL でリソースを取得することにより、BLOB コ

ンテナーをパブリックに設定します。 

 

用途 

他のユーザーが BLOB のコンテンツを閲覧できるように、プライベート BLOB コンテナーを公開するために使用さ

れます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答
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が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

BLOB 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

コンテナー名 テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する BLOB を含むコンテナ

ーの一意の名前を指定します。 

BLOB 名 テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する BLOB の一意の名前を

指定します。 

コンテナーポ

リシー 

テキスト いいえ (空白) BLOB コンテナーに設定するポリシー名を指定します。

このパラメータが選択されている場合、[カスタムポリ

シー]パラメータは無効になります。 

カスタムポリ

シー 

- - - BLOB コンテナーに設定するカスタムポリシーを指定し

ます。このパラメータが選択されている場合、[コンテ

ナーポリシー]パラメータは無効になります。 

読み込む はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、読み取りアクセスが許可されま

す。[いいえ]に設定すると、読み取りアクセスが拒否さ

れます。このパラメータは、[カスタムポリシー]パラメ

ータが選択されている場合にのみ有効になります。 

書き込み はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、書き込みアクセスが許可されま

す。[いいえ]に設定すると、書き込みアクセスが拒否さ

れます。このパラメータは、[カスタムポリシー]パラメ

ータが選択されている場合にのみ有効になります。 

削除 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、削除アクセスが許可されます。

[いいえ]に設定されている場合、削除アクセスは拒否さ

れます。このパラメータは、[カスタムポリシー]パラメ

ータが選択されている場合にのみ有効になります。 

リスト はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リストアクセスが許可されます。

[いいえ]に設定すると、リストへのアクセスが拒否され

ます。このパラメータは、[カスタムポリシー]パラメー

タが選択されている場合にのみ有効になります。 

開始時間 日付 いいえ 現在の日時 アクセス署名の開始時刻を指定します。 [カスタム]を

クリックして、カスタム値を選択します。[式]を有効に

して、日付/時刻式を入力します。このパラメータは、

[カスタムポリシー]パラメータが選択されている場合に

のみ有効になります。 
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有効期限 日付 いいえ 現在の日時 アクセス署名の有効期限が切れる日時を指定します。有

効期限が切れると、リソースの操作を実行するための署

名は無効になります。 [カスタム]をクリック して、カ

スタム値を選択します。[式]を有効にして、日付/時刻

式を入力します。このパラメータは、[カスタムポリシ

ー]パラメータが選択されている場合にのみ有効になり

ます。 

変数にパブリ

ック URL を

設定する 

テキスト はい (空白) パブリック URL を格納する既存の変数名を指定しま

す。 
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<Azure Storage> 

キューのリスト化 

説明 

指定されたストレージアカウント内のすべてのキュー、または指定されたプレフィックスで始まる名前のキューのコ

レクションをリスト化し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

キューのコレクションに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

ス(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 結果をフィルタリングして、指定したプレフィックスで

始まる名前のキューのみを返します。このパラメータが

空白の場合、すべてのコンテナーがリストされます。 

リストの詳細 テキスト

(選択式) 

いいえ None 応答に含めるコンテナーの詳細を指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・None-キューの詳細を応答に含めません 

・Metadata-キューのメタデータは、応答本文の一部と

して返されます 

・All-すべてのキューメタデータが、応答本文の一部と

して返されます 

データセット

を作成してキ

ュー情報を設

定する 

テキスト はい (空白) キュー情報を格納するデータセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.EncodeMessage テキスト キューのエンコードメッセージを返します。 

theDataset.Metadata テキスト キューのメタデータを返します。 

theDataset.Name テキスト キューの一意の名前を返します。 

theDataset.TotalMessages 数字 キューに含まれるメッセージの総数を返します。 

theDataset.Uri テキスト キューの URI を返します。 
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<Azure Storage> 

キューの作成 

説明 

指定されたストレージアカウントで新しいキューを作成します。 

 

用途 

キューを使用して、アプリケーション層間で信頼性のある永続的なメッセージングを構築します。   

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 作成するキュー名を指定します。アカウント内のすべて

のキューには一意の名前を付ける必要があり、一度作成

すると変更できません。キュー名は、次の規則に従って

いる必要があります。 

・キュー名の最初と最後は英小文字または数字である必

要がある 

・英小文字、数字、およびハイフン(-)のみを使用可 

・ハイフン(-)を連続して使用できない 

・すべての小文字でなければならない 

・3～63 文字である必要がある 
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<Azure Storage> 

キューの削除 

説明 

キューとそれに含まれるすべてのメッセージを削除します。 

 

用途 

プロセスが完了したとき、またはメッセージをローカルにダウンロードした後で、キューを削除するために使用され

ます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 削除するキューに割り当てられた一意の名前を指定しま

す。 
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<Azure Storage> 

キューのクリア 

説明 

指定されたキューからすべてのメッセージをクリアします。 

 

用途 

キューには、無制限の数のメッセージを保存できます。各メッセージの最大サイズは 64KB です。このアクティビテ

ィは、古いメッセージのキューを定期的にクリアするメンテナンスツールとして使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) メッセージを消去するキューに割り当てられた一意の名

前を指定します。 
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<Azure Storage> 

キューのメタデータ設定 

説明 

指定したキューにユーザー定義のメタデータを設定するか、既存のメタデータのキューをクリアします。 

 

用途 

キューの内容に関する情報を設定します。ユーザー定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特定のリソース

に指定するデータです。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

キュー 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) メタデータを設定するキューの一意の名前を指定しま

す。 

メタデータ -

名前 

テキスト いいえ (空白) キューに設定するメタデータ名を指定します。ユーザー

定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特定の

リソースに指定するデータです。名前と値のペアを追加

するには、[新しい行を追加するにはここをクリックし

てください]をクリックして追加します。名前と値のペ

アを削除するには、「×」をクリックします。 

メタデータ -

値 

テキスト いいえ (空白) キューに設定するメタデータ値を指定します。ユーザー

定義のメタデータは、名前と値のペアの形式で、特定の

リソースに指定するデータです。名前と値のペアを追加

するには、[新しい行を追加するにはここをクリックし

てください]をクリックして追加します。名前と値のペ

アを削除するには、「×」をクリックします。 

メタデータを

クリアする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、既存のすべてのキューメタデータ

がクリアされます。[いいえ]に設定すると、既存のキュ

ーはクリアされません。 

注 1:メタデータの名前と値のペアを指定せずにこの操作

を呼び出すことにより、既存のキューメタデータも削除

できます。 
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<Azure Storage> 

メッセージのプレビュー 

説明 

キューの先頭から 1 つ以上のメッセージを取得しますが、メッセージの可視性は変更しません。 

 

用途 

メッセージの内容を変更せずに読み取るために使用されます。このアクティビティを使用してメッセージが取得され

ると、メッセージの表示は変更されません。キューの他のユーザーはメッセージを引き続き使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) プレビューするメッセージを含むストレージキューの一

意の名前を指定します。 

データセット

を作成してメ

ッセージ情報

を設定する 

テキスト はい (空白) プレビューするメッセージに関する情報を格納するデー

タセット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.ExpiryTime 日付 ポリシーの期限が切れる日付/時刻を返します。 

theDataset.Name テキスト ポリシー名を返します。 

theDataset.Permissions テキスト 現在のアクセス許可レベルを返します(例:読み取り、書

き込み、削除、リスト)。 

theDataset.StartTime 日付 ポリシーが最初に設定された日時を返します。 
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<Azure Storage> 

メッセージの配置 

説明 

メッセージキューの後ろに新しいメッセージを追加します。[タイムアウト]を指定して、可視性タイムアウトの期限

が切れるまでメッセージを非表示にすることもできます。 

 

用途 

プライベートまたはパブリッククラウド環境全体で、アプリケーションまたはサービス間でメッセージを転送するた

めに使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 新しいメッセージを追加するキュー名を指定します。 

テキスト テキスト いいえ (空白) 有効な場合、指定されたテキストボックスに入力された

値が、追加する新しいメッセージになることを指定しま

す。このパラメータを有効にすると、[ファイル]パラメ

ータが自動的に無効になります。 

ファイル テキスト いいえ (空白) 有効な場合、指定したファイルの内容から新しいメッセ

ージが派生することを指定します。表示されたテキスト

ボックスに完全なパスとファイル名を入力します。この

パラメータを有効にすると、自動的に[テキスト]パラメ

ータが無効になります。 

有効期間(秒) 数字 いいえ (空白) メッセージがキューに残る秒数を指定します。メッセー

ジは、存続可能期間が経過するとキューから削除されま

す。 
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<Azure Storage> 

単一メッセージの取得 

説明 

キューから単一のメッセージを取得し、必要に応じて、メッセージが表示されるまでの予約時間を指定します。この

アクティビティは、メッセージが取得された直後にメッセージを削除することもできるため、「Azure -メッセージの

削除」アクティビティを実行する必要がなくなります。 

 

用途 

メッセージの内容を取得し、その後メッセージを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 取得するメッセージを含むストレージキューの一意の名

前を指定します。 

データセット

を作成してメ

ッセージ情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得するメッセージに関する情報を格納するデータセッ

ト名を指定します。 

可視性タイム

アウト(秒) 

数字 いいえ (空白) メッセージが取得された後、他のクライアントがメッセ

ージを取得できなくなるまで、このパラメータに入力さ

れた時間削除を待機します。指定された時間までにメッ

セージが削除されない場合、他のクライアントから再び

表示されます。 

削除 はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、メッセージが表示されるのではな

く削除されることを指定します。[いいえ]に設定する

と、メッセージは削除されませんが、他のクライアント

に再び表示されます。 

メッセージ コ

ンテンツをフ

ァイルに保存

する(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) メッセージコンテンツを保存する有効なパスとファイル

名を指定します。このパラメータを空白にすると、メッ

セージのコンテンツはローカルに保存されません。 

上書きする はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[メッセージコンテンツをファイ

ルに保存する]パラメータに指定したファイルと一致す

るファイル名が存在する場合、上書きされます。[いい

え]に設定すると、上書きはされませんが、実行エラー

が発生します。 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DequeueCount 数 このメッセージがデキューされた回数を返します。メッ

セージが初めて取得されるとき、その DequeueCount プ

ロパティは 1 に設定されます。メッセージが削除されず

に後で再び取得される場合、DequeueCount プロパティ

の値が増加します。 

theDataset.ExpirationTime テキスト メッセージが期限切れになる日時を返します。 

theDataset.Id テキスト メッセージの一意の ID を返します。 

theDataset.InsertionTime 日付 メッセージが最初にキューに追加された日時を返しま

す。 

theDataset.NextVisibleTime 日付 メッセージが取得された後、削除されていない場合に、

メッセージを読むことができる次の日付/時刻を返しま

す。 

theDataset.PopReceipt テキスト メッセージが読み取られたことを示し、削除されるメッ

セージが取得されたメッセージと同じであることを確認

するために使用されます。 

theDataset.Text テキスト 取得されたメッセージを返します。 
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<Azure Storage> 

すべてのメッセージの取得 

説明 

すべてのキューメッセージを取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

キューから削除する前にキューメッセージをアーカイブするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 取得するメッセージを含むストレージキューの一意の名

前を指定します。 

データセット

を作成してメ

ッセージ情報

を設定する 

テキスト はい (空白) 取得するメッセージに関する情報を格納するデータセッ

ト名を指定します。 

可視性タイム

アウト(秒) 

数字 いいえ (空白) メッセージが取得された後、他のクライアントがメッセ

ージを取得できなくなるまで、このパラメータに入力さ

れた時間削除を待機します。指定された時間までにメッ

セージが削除されない場合、他のクライアントから再び

表示されます。 

削除 はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、メッセージが表示されるのではな

く削除されることを指定します。[いいえ]に設定する

と、メッセージは削除されませんが、他のクライアント

に再び表示されます。 

フォルダーに

メッセージを

保存する 

テキスト いいえ (空白) 有効な場合、メッセージとその内容を保存する有効なパ

スとフォルダー名を指定します。無効にすると、メッセ

ージとその内容はローカルに保存されません。 

ファイル名が

既に存在する

場合 

テキスト

(選択式) 

いいえ 保存しない [フォルダーにメッセージを保存する]パラメータに指定

したファイルが既に存在する場合の挙動を指定します。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・保存しない 

・一意の名前でファイルを保存する 

・既存のファイルを上書きする 
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データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.DequeueCount 数 このメッセージがデキューされた回数を返します。メッ

セージが初めて取得されるとき、その DequeueCount プ

ロパティは 1 に設定されます。メッセージが削除されず

に後で再び取得される場合、DequeueCount プロパティ

の値が増加します。 

theDataset.ExpirationTime テキスト メッセージが期限切れになる日時を返します。 

theDataset.Id テキスト メッセージの一意の ID を返します。 

theDataset.InsertionTime 日付 メッセージが最初にキューに追加された日時を返しま

す。 

theDataset.NextVisibleTime 日付 メッセージが取得された後、削除されていない場合に、

メッセージを読むことができる次の日付/時刻を返しま

す。 

theDataset.PopReceipt テキスト メッセージが読み取られたことを示し、削除されるメッ

セージが取得されたメッセージと同じであることを確認

するために使用されます。 

theDataset.Text テキスト 取得されたメッセージを返します。 
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<Azure Storage> 

メッセージの削除 

説明 

メッセージ ID と受信確認値に基づいて、キューから特定のメッセージを削除します。これらの値は、「Azure Storage 

-メッセージの取得」アクティビティによってデータセットの形式で取得されます。 

 

用途 

メッセージが取得および処理された後にメッセージを削除するために使用されます。メッセージが正常に削除される

と、すぐに削除のマークが付けられ、クライアントはアクセスできなくなります。メッセージは後でガベージコレク

ション中にキューから削除されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

メッセージ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

キュー名 テキスト はい (空白) 削除するメッセージを含むストレージキューの一意の名

前を指定します。 

メッセージ ID テキスト はい (空白) メッセージ ID 値を指定します。これは、キュー内のメ

ッセージを識別する後続の「Azure Storage -メッセージ

の取得」アクティビティによって返されるシステム文字

列値です。 

Post reciept テキスト はい (空白) Post または Pop receipt 値を指定します。これは、メッ

セージが取得され、その値を使用してメッセージを削除

できることを示しています。この削除操作を成功させる

には、リクエストで指定された Pop receipt が[Azure 

Storage -すべてのメッセージを取得]アクティビティに

よって返された Pop receipt と一致する必要がありま

す。 
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<Azure Storage> 

テーブルのリスト化 

説明 

すべてのテーブル名、またはストレージアカウントの指定されたプレフィックスで始まるテーブル名のコレクション

をリスト化し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ストレージアカウントに含まれるテーブルのコレクションに関する情報を取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プレフィック

ス(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) リスト化するテーブル名のプレフィックスを返します。

このパラメータが空白の場合、ストレージアカウントに

含まれるすべてのテーブル名がリスト化されます。 

データセット

を作成してテ

ーブル情報を

設定する 

テキスト はい (空白) テーブルのリスト情報を格納するデータセット名を指定

します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Name テキスト テーブル名を返します。 
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<Azure Storage> 

テーブルの作成 

説明 

指定されたアカウントで新しいテーブルを作成します。テーブルは、データをエンティティのコレクションとして格

納します。テーブルはエンティティにスキーマを適用しません。つまり、1 つのテーブルに異なるプロパティセット

を持つエンティティを含めることができます。 

 

用途 

テーブルの形式で構造化ストレージを作成するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 作成するテーブルの一意の名前を指定します。テーブル

名は、それらが作成されたときの大文字と小文字を保持

しますが、使用する際は、大文字と小文字を区別しませ

ん。テーブル名は次の規則に準拠している必要がありま

す。 

・テーブル名はアカウント内で一意である必要がる 

・テーブル名に使用できるのは英数字のみ 

・テーブル名の先頭を数字にすることはできない 

・テーブル名は大文字と小文字を区別しない 

・テーブル名は 3～63 文字である必要がある 
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<Azure Storage> 

テーブルの削除 

説明 

指定したテーブルとそれに含まれるデータを削除します。 

 

用途 

データの取得時にテーブルを削除するために使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

テーブル 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 削除するテーブルに割り当てられた一意の名前を指定し

ます。 
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<Azure Storage> 

エンティティのリスト化 

説明 

テーブルのエンティティをクエリし、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

テーブルに含まれているエンティティを取得して、他の Azure Storage 関連の操作を実行するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。 

サーバーの応答が返される前にタイムアウトが経過す

ると、操作がタイムアウトし、サービスがエラーを返

します。 
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BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 取得するエンティティを含むテーブルの一意の名前を指

定します。 

クエリ(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 実行するクエリを指定します。 

データセット

を作成してエ

ンティティ情

報を設定する 

テキスト はい (空白) エンティティ情報を格納するデータセット名を指定しま

す。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.PartitionKey テキスト エンティティのパーティションキー値を返します。 

theDataset.RowKey テキスト エンティティの行キー値を返します。 

theDataset.Timestamp 日付 エンティティのタイムスタンプ値を返します。 
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<Azure Storage> 

エンティティの挿入 

説明 

1 つ以上の新しいエンティティをテーブルに挿入します。 

 

用途 

レコードを更新したり、補足データを入力したりする手段として、テーブルにエンティティを挿入するために使用で

きます。エンティティには、主キーと一連のプロパティがあります。プロパティは、列に似た名前と型付き値のペア

です。各エンティティには、パーティションキー、行キー、タイムスタンプを指定する 3 つのシステムプロパティも

あります。同じパーティションキーを持つエンティティはより迅速にクエリでき、アトミック操作で挿入/更新でき

ます。エンティティの行キーは、パーティション内の一意の識別子です。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。 

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) エンティティを挿入するテーブルの一意の名前を指定し

ます。 

Partition key テキスト いいえ (空白) 挿入するエンティティのパーティションキーを指定しま

す。パーティションは、同じパーティションキー値を持

つ連続したエンティティの範囲です。パーティションキ

ーは、特定のテーブル内のパーティションの一意の識別

子です。 

Row key テキスト はい (空白) 挿入するエンティティの行キーを指定します。行キー

は、特定のパーティション内のエンティティの一意の識

別子です。 

プロパティ -

名前 

テキスト いいえ (空白) 挿入するエンティティの名前を指定します。追加するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追

加します。削除するには、「×」をクリックします。 

プロパティ -

タイプ 

テキスト いいえ (空白) 挿入するエンティティタイプを指定します。追加するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追

加します。削除するには、「×」をクリックします。 

プロパティ -

値 

テキスト いいえ (空白) 挿入するエンティティ値を指定します。追加するには、

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追加しま

す。削除するには、「×」をクリックします。 
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<Azure Storage> 

エンティティの更新 

説明 

テーブル内の既存のエンティティを更新します。このアクティビティはエンティティ全体を置き換え、プロパティを

削除するために使用できます。 

 

用途 

情報の更新やデータの同期に役立ちます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 更新するエンティティを含むテーブルの一意の名前を指

定します。 

元のエンティ

ティ - 

Partition key 

テキスト いいえ (空白) 更新するエンティティのパーティションキーを指定しま

す。パーティションは、同じパーティションキー値を持

つ連続したエンティティの範囲です。パーティションキ

ーは、特定のテーブル内のパーティションの一意の識別

子です。 

元のエンティ

ティ - Row 

key 

テキスト はい (空白) 更新するエンティティの行キーを指定します。行キー

は、特定のパーティション内のエンティティの一意の識

別子です。 

更新後のエン

ティティ -新

しい Partition 

key(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 更新されたエンティティに割り当てる新しいパーティシ

ョンキーを指定します。 

更新後のエン

ティティ -新

しい Row 

key(オプショ

ン) 

テキスト いいえ (空白) 更新されたエンティティに割り当てる新しい行キーを指

定します。 

プロパティ -

名前 

テキスト いいえ (空白) 更新するエンティティの名前を指定します。追加するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追

加します。削除するには、「×」をクリックします。 

プロパティ -

タイプ 

テキスト いいえ (空白) 更新するエンティティタイプを指定します。追加するに

は、[新しい行を追加するにはここをクリックしてくだ

さい]をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追

加します。削除するには、「×」をクリックします。 

プロパティ -

値 

テキスト いいえ (空白) 更新するエンティティ値を指定します。追加するには、

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックしてエンティティ名、タイプ、値を追加しま

す。削除するには、「×」をクリックします。 
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<Azure Storage> 

特定のエンティティの削除 

説明 

テーブルから特定のエンティティを削除します。 

 

用途 

テーブル内の単一の値を削除するために使用されます。エンティティが正常に削除されると、エンティティはすぐに

削除対象としてマークされ、クライアントはアクセスできなくなります。エンティティは後でガベージコレクション

中に Table サービスから削除されます。この操作は、アカウントの所有者、およびこの操作を実行する権限のある共

有アクセス署名を持つユーザーのみ実行できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 
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詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 
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プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。このパラメータは、[プロキシ タイ

プ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合にのみ

有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 削除するエンティティを含むテーブルの一意の名前を指

定します。 

Partition key テキスト はい (空白) 削除するエンティティのパーティションキーを指定しま

す。パーティションは、同じパーティションキー値を持

つ連続したエンティティの範囲です。パーティションキ

ーは、特定のテーブル内のパーティションの一意の識別

子です。 

Row key テキスト はい (空白) 削除するエンティティの行キーを指定します。行キー

は、特定のパーティション内のエンティティの一意の識

別子です。 
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<Azure Storage> 

エンティティの削除 

説明 

テーブル内のエンティティの範囲を削除します。 

 

用途 

エンティティが取得、アーカイブ、または処理された後に、エンティティのコレクションを削除するために使用され

ます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) 削除するエンティティを含むテーブルの一意の名前を指

定します。 

クエリ(オプシ

ョン) 

テキスト いいえ (空白) 実行するクエリを指定します。DataServiceQuery は、0

個以上のエンティティタイプインスタンスのコレクショ

ンを返すクエリを表します。 
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<Azure Storage> 

エンティティのダウンロード 

説明 

1 つ以上のエンティティをカンマ区切りの CSV ファイル(.csv)またはテキストファイル(.txt)にダウンロードします。 

 

用途 

大量のクラウドデータをローカルシステムに移動するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。 

サーバーの応答が返される前にタイムアウトが経過す

ると、操作がタイムアウトし、サービスがエラーを返

します。 
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BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 
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プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) ダウンロードするエンティティを含むテーブルの一意の

名前を指定します。 

ファイル テキスト はい (空白) 保存先 CSV ファイルのパスとファイル名を指定しま

す。フォルダーアイコンをクリックして[名前を付けて

保存]ダイアログを開き選択するか、テキストボックス

に直接入力します。 

上書きする はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、[ファイル]パラメータに指定した

ファイルと一致するファイルが存在する場合、上書きさ

れます。[いいえ]に設定すると、一致するファイルは上

書きされませんが、実行エラーが発生します。 

列タイプも含

める 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ダウンロードしたデータの最初の

行が.csv ファイルの列名のヘッダー行としてリストされ

ます(例: 

PartitionKey,RowKey,Timestamp,CustId,StartDate,IsAc

tive)。 

最初の列を行

として使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると、列名のヘッダー行に列タイプ情報

も含まれます。(例: 

CustId:int,StartDate:datetime,IsActive:bool)。 

NULL 値も含

める 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定した場合、null 値が.csv ファイルに含ま

れ、「null」としてマークされることを指定します。フ

ァイルが後でテーブルストレージにアップロードされる

と、これらの値領域は null プロパティ値に変換されま

す。 
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<Azure Storage> 

エンティティのアップロード 

説明 

カンマ区切りの CSV ファイル(.csv)を指定されたテーブルストレージにアップロードします。 

 

用途 

既存のオンプレミスデータベースをクラウドに移行するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - ユーザーの認証情報と設定の参照元を指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、「Azure 

Storage -セッションの作成」アクティビティで作成され

た構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の Azure Storage アクティビティが必

要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい AzureStorage 

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

 認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アカウント名 テキスト はい (空白) Azure Storage の一意のアカウント名を指定します。 

アクセス キー テキスト はい (空白) Azure Storage へのアクセスを承認するために使用され

るプライマリまたはセカンダリアクセスキーを指定し

ます(それぞれ 88 文字の ASCII 文字で構成されます)。 

 詳細 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ HTTPS Azure Storage へのアクセスに使用されるプロトコルの

タイプを指定します。使用可能なオプションは次のと

おりです。 

・HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 

・HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
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タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 90 ストレージサービスに対して行われたリクエストのタ

イムアウト間隔を指定します(秒単位)。サーバーの応答

が返される前にタイムアウトが経過すると、操作がタ

イムアウトし、サービスがエラーを返します。 

BLOB エンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成された BLOB サービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトの

BLOB サービスエンドポイントは 

「[http/https]://accountname.BLOB.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

キューエンド

ポイント URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたキューサービ

スのエンドポイントを指定します。デフォルトのキュ

ーサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.queue.core.windows.net

」です。ここにおいての 'accountname'は Azure 

Storage アカウント名です。 

テーブルエン

ド ポ イ ン ト

URI 

テキスト いいえ (空白) Azure Storage アカウント用に構成されたテーブルサー

ビスのエンドポイントを指定します。デフォルトのテ

ーブルサービスエンドポイントは

「[http/https]://accountname.table.core.windows.net」

です。ここにおいての 'accountname'は Azure Storage

アカウント名です。 

プロキシ タイ

プ 

テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ シ ステ ム  デ

フォルト 

接続に使用するプロキシサーバーの種類を指定しま

す。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・システムデフォルト-アクセスは常にデフォルトのプ

ロキシサーバーを通過します 

・None-プロキシサーバーは必要ありません 

・HTTP-通信は HTTP プロキシサーバーを介して行わ

れます 

認証を使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リソースへのアクセスを許可する

前にプロキシが認証を要求します。[いいえ]に設定する

と認証は必要ありません。このパラメータは、[プロキ

シ タイプ]パラメータが[HTTP]に設定されている場合

にのみ有効です。 

プロキシ サー

バー 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーのホスト名(server.domain.com)また

は IP アドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)を指定します。このパラ

メータは、[プロキシ タイプ]パラメータが[HTTP]に設

定されている場合にのみ有効です。 

プロキシ ポー

ト 

数字 いいえ 808 プロキシサーバーがクライアント接続に使用するポー

トを指定します。 

このパラメータは、[プロキシ  タイプ]パラメータが

[HTTP]に設定されている場合にのみ有効です。 
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プロキシ ユー

ザーネーム 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するユーザー名

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

プロキシ パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) プロキシサーバーとの接続認証に使用するパスワード

を指定します。このパラメータは、[認証を使用する]パ

ラメータが有効になっている場合にのみ指定可能で

す。 

 

エンティティ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

テーブル名 テキスト はい (空白) データをアップロードするエンティティを含むテーブル

の一意の名前を指定します。 

CSV ファイル テキスト はい (空白) アップロードする.csv ファイルのパスとファイル名を指

定します。 

最初の行を列

として使用す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]に設定すると.csv ファイルの最初の行が Azure 

Table ストレージの列に変換されます。 
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VMware ゲスト 

「VMware ゲスト」アクションには、個々のゲストオペレーティングシステムまたは複数の仮想マシンで実行されて

いる多数のゲストオペレーティングシステムを制御できるさまざまなアクティビティが含まれています。これらのア

クティビティは、プログラムやスクリプトの実行、プロセスの管理、ディレクトリとファイルの作成と管理、環境変

数の管理、スクリーンショットの作成など、多くの一般的な操作を自動化できます。これらのアクティビティを使用

すると、1 つ以上の物理マシンで複数の仮想マシンを実行しているネットワークで一般的なタスクを実行できます。

AutoMate は、ESX、ESXi、ワークステーション、プレーヤーを含む仮想化ソフトウェアの完全なスイートをサポー

トしています。 

 

注意:ゲスト OS で実行されるすべての機能には、VMware Tools がローカルマシンにインストールされ、実行されて

いる必要があります。さらに、このアクティビティを実行するには、有効なゲストログインが必要です。 

 

 

<VMware ゲスト> 

接続 

説明 

指定したゲスト OS に接続し、後続の「VMware ゲスト」アクションを関連付けるためのセッションを作成します。 

 

仮想マシンを操作するための前提事項: 

・VMPATH で指定された VMX ファイルが存在し、Windows からアクセスできることを確認してください。 

・仮想マシンが格納されているホストに接続します。 

・仮想マシンが VMware Workstation を実行しているホスト上にある場合は、同じホスト上のクライアントからのみ

接続できます。 

・仮想マシンが VMware Server を実行しているホスト上にある場合、ローカルホストかリモートホストかに関係な

く、そのホストに接続できます。 

・VMware Workstation では現在、ローカルホストからのみ仮想マシンを操作できます。 

 

用途 

単一のクライアントマシンから、VMware Server を実行しているネットワーク上のホストマシンに接続するために使

用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 
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・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]ま

たは[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するパ

スワードを指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

作成するセッション名を指定します。複数の VMware 

ゲストアクティビティを 1 つのセッションに関連付ける

ことができ、タスクがより組織化されます。1 つのタス

ク内に複数のセッションを作成することで並行実行が可

能です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定しま

す。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定しま

す。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。 

[いいえ]に設定すると、GUI は起動せず、操作はバック

グラウンドで実行されます。 

 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Workstation]または[VMWare Player]に設定

されている場合にのみ有効になります。 
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 タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指定

します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステッ

プがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイムア

ウトする最大時間を指定します(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

切断 

説明 

VMware ゲスト OS 接続を切断し、「VMware ゲスト – 接続」アクティビティで確立された VMware セッションを終

了します。 

 

用途 

現在接続されている VMware ゲスト OS 接続を切断します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

切断するセッション名を指定します。 
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<VMware ゲスト> 

ログオン 

説明 

指定された仮想マシンハンドルのゲストアクティビティで使用できるゲスト OS 認証コンテキストを確立します。 

 

用途 

ゲスト OS にログインするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参照

元を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の VMware ゲストアクティビティが

必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッ

ションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 

  



1694 

 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト名

または IP アドレスを指定します。 

このパラメータは、[ホストタイプ]パラメータが

[VMWare Server(1.0x)]または[VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するパ

スワードを指定します。このパラメータは、[ホストタ

イプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定しま

す。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定しま

す。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパラ

メータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指定

します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステッ

プがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイムア

ウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ユーザー名 テキスト はい (空白) ゲスト OS のユーザーアカウント名を指定します。 

パスワード テキスト はい (空白) ユーザー名に対応するパスワードを指定します。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、ゲスト OS のコンソールセッシ

ョンにユーザーをログインさせます。 

タイムアウト

(秒) 

数字 はい 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ログオフ 

説明 

「VMware ゲスト -ログオン」アクティビティによって作成されたゲスト OS 認証コンテキストを削除します。 

 

用途 

現在ログインしているセッションからログアウトします。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参照

元を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の VMware ゲストアクティビティが

必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセッ

ションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]ま

たは[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するパ

スワードを指定します。このパラメータは、[ホストタ

イプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定しま

す。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定しま

す。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパラ

メータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指定

します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステッ

プがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイムア

ウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイムアウト

(秒) 

数字 はい 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ファイルのコピー 

説明 

ゲスト OS からローカルシステムにファイルまたはディレクトリをコピーするか、ローカルシステムからゲスト OS

にファイルまたはディレクトリをコピーします。 

 

用途 

ゲスト OS との間でファイルまたはフォルダーをコピーするために使用されます。ファイル名の形式は、OS によっ

て異なります。たとえば、Microsoft Windows ゲストまたはホストのパス名にはディレクトリ区切り文字としてバッ

クスラッシュ(\)が必要ですが、Linux ゲストまたはホストにはスラッシュ(/)が必要です。パス名にバックスラッシ

ュが含まれている場合は、それぞれの前にエスケープ文字を付ける必要があります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Serve 

r2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ファイルフォ

ームをコピー

する 

テキスト

(選択式) 

はい ホストからゲ

ストへ 

コピーするファイルまたはディレクトリの起点とコピー

先を指定します。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・ホストからゲストへ-ファイル/ディレクトリはホスト

マシンからゲストマシンにコピーされます 

・ゲストからホストへ-ファイル/ディレクトリはゲスト

マシンからホストマシンにコピーされます 

ホスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) コピーするファイル/ディレクトリまたはコピー先のパ

スとファイル名を指定します。[ファイルフォームをコ

ピーする]パラメータが[ホストからゲストへ]に設定さ

れている場合、コピーするパスを指定します。[ゲスト

からホストへ]に設定されている場合、コピー先のパス

を指定します。 

注 1:ファイル名の形式は、OS によって異なります 

ゲスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) コピーするファイル/ディレクトリまたはコピー先のパ

スとファイル名を指定します。[ファイルフォームをコ

ピーする]パラメータが[ホストからゲストへ]に設定さ

れている場合、コピー先のパスを指定します。[ゲスト

からホストへ]に設定されている場合、コピーするパス

を指定します。 

注 1:ファイル名の形式は、OS によって異なります 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ (空白) このアクティビティを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ゲスト> 

ファイル名の変更 

説明 

ゲスト OS のファイルまたはディレクトリの名前を変更します。 

 

用途 

ゲストのファイル名またはフォルダー名を変更するために使用されます。ファイル名の形式は、OS によって異なり

ます。たとえば、Microsoft Windows ゲストまたはホストのパス名にはディレクトリ区切り文字としてバックスラッ

シュ(\)が必要ですが、Linux ゲストまたはホストにはスラッシュ(/)が必要です。パス名にバックスラッシュが含ま

れている場合は、それぞれの前にエスケープ文字を付ける必要があります。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Serve 

r2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) 名前を変更するファイルのパスを指定します。 

新しい名前 テキスト はい (空白) 新しいファイルのパスを指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ファイルの存在 

説明 

ゲスト OS 内のファイルの存在を判別し、結果を変数に格納します。ゲスト内のファイルには絶対パスのみを使用し

てください。 

 

用途 

ゲスト OS に特定のファイルが存在する/しない場合にタスクを実行するかを決定するための条件ステートメントとし

て使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) 存在を判別するゲスト OS のフルパスとファイル名を指

定します。 

変数にファイ

ル名を設定す

る 

テキスト はい (空白) ゲスト OS にディレクトリが存在するかどうかの結果を

格納する既存の変数名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ファイル情報の取得 

説明 

ゲスト OS のファイルに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ファイル情報の取得に使用されます。特定の仕様のファイルを操作するために条件付きで使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) 情報を取得するゲスト OS ファイルのフルパスとファイ

ル名を指定します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト はい (空白) ファイルについて取得した情報を格納するデータセット

名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

一時ファイルの作成 

説明 

ゲスト OS に一時ファイルを作成します。 

 

用途 

ゲスト OS に一時ファイルを作成するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数にファイ

ル名を設定す

る 

テキスト はい (空白) 一時ファイルのパスを格納する既存の変数名を指定しま

す。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ファイルの削除 

説明 

指定されたゲスト OS にあるファイルを削除します。 

 

用途 

不要なファイルを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ファイ

ル パス 

テキスト はい (空白) 削除するゲスト OS のフルパスとファイル名を指定しま

す。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ディレクトリのリスト化 

説明 

ゲスト OS のディレクトリを一覧表示し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ディレクトリの一覧をリスト化するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

 

  



1719 

 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ディレ

クトリ パス 

テキスト はい (空白) リストするディレクトリのパス名を指定します。 

再帰 はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、再帰クエリが実行されます。 

データセット

にリストを設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したディレクトリリストに関する情報を格納するデ

ータセット名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ディレクトリの作成 

説明 

指定されたゲスト OS にディレクトリを作成します。 

 

用途 

ファイルを追加するためのディレクトリを作成するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 

  



1721 

 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ディレ

クトリ パス 

テキスト はい (空白) ゲスト OS 上に作成する新しいディレクトリのフルパス

とディレクトリ名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ディレクトリの削除 

説明 

指定したゲスト OS にあるディレクトリを削除します。 

 

用途 

ディレクトリとそのすべての内容を削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ディレ

クトリ パス 

テキスト はい (空白) 削除するゲストディレクトリのパスを指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ディレクトリの存在 

説明 

ゲスト OS 内のディレクトリの存在を判別し、結果を変数に格納します。ゲスト内のファイルにはフルパスのみを使

用してください。 

 

用途 

ゲスト OS に特定のディレクトリが存在する/しない場合にタスクを実行するかを決定するための条件ステートメント

として使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ゲスト ディレ

クトリ パス 

テキスト はい (空白) 存在を判別するゲスト OS のフルパスとディレクトリ名

を指定します。 

変数にファイ

ル名を設定す

る 

テキスト はい (空白) ゲスト OS にディレクトリが存在するかどうかの結果を

格納する既存の変数名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

プロセスのリスト化 

説明 

ゲスト OS で実行中のプロセスを一覧表示し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

ゲスト OS で実行中のプロセスをリスト化するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 

  



1730 

 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

にリストを設

定する 

テキスト はい (空白) 取得したプロセスのリストに関する情報を格納するデー

タセット名を指定します。 
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<VMware ゲスト> 

プロセスの終了 

説明 

ゲスト OS のプロセスを終了します。 

 

用途 

ゲスト OS でフリーズしているプロセスまたは実行しているプロセスを強制終了するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

プロセス ID 数字 はい (空白) 終了するプロセスの一意の識別子を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 

 

  



1735 

 

<VMware ゲスト> 

プログラムの実行 

説明 

ゲスト OS でプログラムを実行します。 

 

用途 

ゲスト OS でプログラムまたはアプリケーションを起動するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

実行パス テキスト はい (空白) 実行するゲスト OS 上のファイルのフルパスを指定しま

す。 

コマンドライ

ンの引数 

テキスト はい (空白) 実行ファイルにコマンドライン引数として渡される文字

列を指定します。 

処理の終了を

待機しない 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、関数はプログラムがゲストで開始

されるとすぐにジョブハンドルに完了を報告します。

[いいえ]に設定すると、関数はプログラムがゲスト OS

で終了するときにジョブハンドルに完了を報告します。 

ウィンドウを

アクティブに

する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定した場合、Windows ゲスト OS で GUI を

使用してプログラムを実行すると、アプリケーションの

ウィンドウが表示されます。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 実行されたプログラムに関するプロセス情報を格納する

データセット名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

スクリプトの実行 

説明 

ゲスト OS でスクリプトを実行します。 

 

用途 

ゲスト OS 上にてスクリプトを実行するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

スクリプト イ

ンタープリタ

のパス 

テキスト はい (空白) スクリプトインタープリタのパスを指定します。または

Windows で cmd.exe をインタープリタとして使用する

場合は NULL を指定します。 

スクリプト テ

キスト 

テキスト はい (空白) スクリプトのテキストを指定します。 

処理の終了を

待機しない 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、関数はプログラムがゲストで開始

されるとすぐにジョブハンドルに完了を報告します。

[いいえ]に設定すると、関数はプログラムがゲスト OS

で終了するときにジョブハンドルに完了を報告します。 

データセット

を作成してデ

ータを設定す

る 

テキスト いいえ (空白) 実行されたスクリプトに関するプロセス情報を格納する

データセット名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

画面のキャプチャ 

説明 

指定されたゲスト OS の現在の画面イメージをローカルファイルにキャプチャします。 

 

用途 

ゲスト OS の現在の画像イメージをキャプチャするために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

イメージ ファ

イル 

テキスト はい (空白) イメージファイル(.vmx)を出力するフルパスとファイル

名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 

 

  



1744 

 

<VMware ゲスト> 

URL を開く 

説明 

ゲスト OS の指定された URL でブラウザウィンドウを開きます。 

 

用途 

ゲスト OS 上の指定された URL でブラウザウィンドウを開くために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

URL テキスト はい (空白) 開く URL を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 1200 このアクティビティの実行を許可する最大時間を指定し

ます(秒単位)。 
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<VMware ゲスト> 

ゲスト変数の取得 

説明 

ゲスト変数に関する情報を取得し、結果を AutoMate の変数に格納します。ゲスト変数はランタイムのみの値のため、

永続的に保存されることはありません。これは VMControl API を通じて公開され、ゲストとの間でランタイム値を

渡す簡単な方法です。 

 

用途 

ゲスト変数に関する情報を AutoMate 変数に取得するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。このパラメータ

は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare 

Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) ゲスト変数名を指定します。 

ゲスト変数値

を設定する 

テキスト はい (空白) ゲ ス ト 変 数 に つ い て 取 得 し た 情 報 を 格 納 す る 既 存

AutoMate 変数名を指定します。 
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<VMware ゲスト> 

ゲスト変数の設定 

説明 

ゲスト変数の値を指定します。ゲスト変数はランタイムのみの値のため、永続的に保存されることはありません。こ

れは VMControl API を通じて公開され、ゲストとの間でランタイム値を渡す簡単な方法です。 

 

用途 

ゲスト変数の値を設定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) ゲスト変数名を指定します。 

値 テキスト はい (空白) ゲスト変数に設定する値を指定します。 
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<VMware ゲスト> 

環境変数の取得 

説明 

ゲスト OS の環境変数に関する情報を取得し、結果を AutoMate 変数に格納します。 

 

用途 

ゲスト OS の環境変数に関する情報を取得するために使用されます。Windows シリーズゲストでは、これらの値の書

き込みは永続的に保存されるため、すべてのプロセスですぐに見ることができます。Linux または Windows 9X ゲス

トでは、これらの値の書き込みは永続的ではないため、VMware ツールプロセスにのみ表示されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMWare Server(1.0x)] ま た は

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 
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タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 

ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) ゲスト環境変数名を指定します。 

変数にゲスト

環境変数の値

を設定する 

テキスト はい (空白) ゲスト環境変数について取得した情報を格納する既存の

AutoMate 変数名を指定します。 
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<VMware ゲスト> 

環境変数の設定 

説明 

ゲスト OS の環境変数の値を指定します。Windows シリーズゲストでは、これらの値の書き込みは永続的に保存され

るため、すべてのプロセスですぐに見ることができます。Linux または Windows 9X ゲストでは、これらの値の書き

込みは永続的ではないため、VMware ツールプロセスにのみ表示されます。 

 

用途 

ゲスト OS の環境変数の値を設定するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - 接続の詳細、ゲストの資格情報、及びその他設定の参

照元を指定します。使用可能なオプションは次のとお

りです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ゲスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ゲストアクティビティ

が必要な場合に選択します。1 つのタスク内に複数のセ

ッションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい GuestOSOps

Session1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXi, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアタイプを指定します。VMware 

Server を使用してリモートホストに接続している場合、

ローカルホストで実行されている VMware 製品(存在す

る場合)は関係ありません。使用可能なオプションは次

のとおりです。 

・VMWare Server(1.0x) 

・VMWare Workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMWare Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピューターのホスト

名または IP アドレスを指定します。 

こ の パ ラ メ ー タ は 、 [ ホ ス ト タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が

[VMWare Server(1.0x)] ま た は [VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

[ホスト]ユー

ザー名 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

[ホスト]パス

ワード 

テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

パスワードを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]または

[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 仮想マシンへのパスを指定します(例:C:\MyVirtual 

Machines\<virtual_machine_name>.vmx)。 

[ゲスト]ユー

ザー名 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのユーザー名を指定し

ます。 

[ゲスト]パス

ワード 

テキスト はい (空白) ゲストユーザーを認証するためのパスワードを指定し

ます。 

コンソールセ

ッションにロ

グオンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、ユーザーはコンソールセッション

にログオンします。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、接続時にデスクトップに GUI が

表示されます。[いいえ]に設定すると、GUI は起動せ

ず、操作はバックグラウンドで実行されます。このパ

ラメータは、[ホストタイプ]パラメータが[VMWare 

Workstation]または[VMWare Player]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

タイムアウト 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

Open VM 数字 いいえ 60 このアクティビティを完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

パワーオン 数字 いいえ 60 仮想マシンの電源をオンにする必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

VMware Tools 数字 いいえ 300 ゲスト OS で VMWare ツールを起動する必要がある最

大時間、またはステップがタイムアウトする時間を指

定します(秒単位)。 
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ログオン 数字 いいえ 60 ログオンプロセスを完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

接続 数字 いいえ 60 接続を確立する必要がある、またはステップがタイム

アウトする最大時間を指定します(秒単位)。 

 

ゲスト OS オペレーション 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

変数名 テキスト はい (空白) 値を設定するゲスト環境変数名を指定します。 

値 テキスト はい (空白) ゲスト環境変数に設定する値を指定します。 
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VMware ホスト 

「VMware ホスト」アクションは、多くの一般的な仮想マシンの管理、パフォーマンス、および監査操作を自動化で

きます。たとえば 、無制限の数のホストを変更することや、実行中のホストのリストを必要な頻度で自動的に生成し、

定義されたイベントに基づいてホストを登録及び登録解除などができます。そのほか、VMware の起動、再開、一時

停止、スナップショットの取得、以前のスナップショットへの復帰などの機能が含まれます。 

 

注意:「VMware」アクションを使用するには、VMware Tools がローカルマシンにインストールされ、実行されてい

る必要があります。 

 

 

<VMware ホスト> 

接続 

説明 

指定されたホストに接続し、後続の「VMware ホスト」アクションを関連付けるためのセッションを作成します。こ

のアクティビティにより、同じユーザー名/パスワードを使用して、単一のタスク内で同時接続が可能になります。

仮想マシンが VMware Server を実行しているホスト上にある場合、 ローカルホストでもリモートホストでも、その

ホストに接続できます。VMware Workstation では現在、ローカルホストからのみ仮想マシンを操作できます。 

 

用途 

ホストマシンの名前と、マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユーザー名とパスワードを使用して、任意

のホストに接続するために使用されます。これにより、単一のクライアントマシンから、VMware Server を実行して

いるネットワーク上のホストマシンにアクセスできます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは、[ホ

ストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。 

このパラメータは、[ホストタイプ]パラメータが

[VMware Server(1.0x)]または[VMware VI 

Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定さ

れている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

作成するセッション名を指定します。複数の VMware 

ホストアクティビティを 1 つのセッションに関連付ける

ことができ、タスクがより組織化されます。1 つのタス

ク内に複数のセッションを作成することで並行実行が可

能です。 

注 1:セッション名は一意でなければなりません 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を

指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイム

アウトエラーが発生します。 
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<VMware ホスト> 

切断 

説明 

仮想マシン接続を切断し、「VMware ホスト – 接続」アクティビティで確立されたセッションを終了します。 

 

用途 

現在接続されている仮想マシンの接続を切断するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

切断するセッション名を指定します。 
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<VMware ホスト> 

パワーオン 

説明 

指定されたホストシステムから仮想マシンを起動します。これは、物理コンピュータの電源スイッチをオンにするこ

とと同等です。 

 

用途 

タスクの最初に使用され、自動化処理を実行する仮想マシンを起動します。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の VMware ホストアクティビティが

必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッ

ションを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは、[ホ

ストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ
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イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を

指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイム

アウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) パワーオンする仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパ

スを指定します。このパラメータは製品プラットフォー

ムによって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware 

Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」と

いう形式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名

または IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも

資 格 情 報 が 必 要 で す 。 VMware Workstation で は 、

undef を 使 用 し て ロ ー カ ル ホ ス ト に 接 続 し ま す 。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

GUI を起動す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、パワーオンする必要がある仮想マ

シンに関連付けられた GUI が起動します。[いいえ]に

設定すると、GUI は起動されません。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

パワーオフ 

説明 

指定されたホストシステムから仮想マシンをパワーオフします。これは、物理マシンの電源スイッチをオフにするこ

とと同等です。仮想ハードウェア構成の変更など、仮想マシンの一部の操作では、仮想マシンの電源をオフにする必

要があります。 

 

用途 

システムリソースを節約するために仮想マシンをオフにします。主にタスクの最後に使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・セッション-ユーザー資格情報や詳細設定が、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の VMware ホストアクティビティが必

要な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server 

(ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名また

は IP アドレスを指定します。このパラメータは、[ホスト

タイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユー

ザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタイプ]

パラメータが[VMware Server(1.0x)]または[VMware VI 

Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定され

ている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユー

ザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタイプ]

パラメータが[VMware Server(1.0x)]または[VMware VI 

Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定され

ている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を指

定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイムアウ

トエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) パワーオフする仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパ

スを指定します。このパラメータは製品プラットフォー

ムによって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware 

Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」と

いう形式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名

または IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも

資 格 情 報 が 必 要 で す 。 VMware Workstation で は 、

undef を 使 用 し て ロ ー カ ル ホ ス ト に 接 続 し ま す 。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

パワーオフす

る前にシャッ

トダウンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、仮想マシンはパワーオフ前にシャ

ットダウン手順を実行します。[いいえ]に設定した場

合、仮想マシンの状態はゲスト OS にシャットダウン手

順を実行する機会を与えずにパワーオフします(物理コ

ンピュータの電源の切断と同様)。電源を確実にオフに

するには、必ずこのオプションを有効にしてください。 

VMware Tools

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 VMWare ツールのインストールを実行する必要があ

る、またはタスクがタイムアウトする最大時間を指定し

ます(秒単位)。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 

 

 

<VMware ホスト> 
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リセット 

説明 

指定された仮想マシンを再起動します。再起動プロセスは、ハードまたはソフトとして指定できます。 

 

用途 

プログラムのインストールまたは Microsoft の重要な更新後などにマシンを再起動するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]ま

たは[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は
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[VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 再起動する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパスを

指定します。このパラメータは製品プラットフォームに

よって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware Server 

2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」という形

式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名または

IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情

報が必要です。VMware Workstation では、undef を使

用してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

パワーオフす

る前にシャッ

トダウンする 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、仮想マシンは再起動前にシャット

ダウン手順を実行します。[いいえ]に設定した場合、仮

想マシンの状態はゲスト OS にシャットダウン手順を実

行する機会を与えずに再起動します(物理コンピュータ

の電源の切断と同様)。電源を確実にオフにするには、

必ずこのオプションを有効にしてください。 

VMware Tools

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 VMWare ツールのインストールを実行する必要があ

る、またはタスクがタイムアウトする最大時間を指定し

ます(秒単位)。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

サスペンド 

説明 

仮想マシンを一時停止し、start コマンドを使用して迅速に再起動できるようにします。 

 

用途 

仮想マシンをより迅速に再起動するために、「VMware ホスト -パワーオフ」アクティビティとは対照的に使用されま

す。サーバーをシャットダウンまたは再起動する前にも使用できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。  
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    このパラメータは、[ホストタイプ]パラメータが

[VMWare Server(1.0x)]または[VMWare VI Server 

(ESX/ESXi,vCenter,VMWare Server2.0)]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 一時停止する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパス

を指定します。このパラメータは製品プラットフォー

ムによって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware 

Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」と

いう形式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名

または IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも

資 格 情 報 が 必 要 で す 。 VMware Workstation で は 、

undef を 使 用 し て ロ ー カ ル ホ ス ト に 接 続 し ま す 。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

一時停止 

説明 

指定された仮想マシンを一時停止します。仮想マシンが一時停止すると、その状態はメモリに保存され、実行中の操

作は、他のコンピュータとの永続的な通信がない限り再開されません。仮想マシンのすべての設定と、CPU、VIF、

メモリ量などのすべてのデバイスは同じままです。 

 

用途 

仮想マシンでの操作を一時停止し、その VM を別の物理コンピュータに移動またはコピーし、中断した時点で実行を

再開するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

た は [VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 一時停止する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパス

を指定します。このパラメータは製品プラットフォー

ムによって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware 

Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」と

いう形式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名

または IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも

資 格 情 報 が 必 要 で す 。 VMware Workstation で は 、

undef を 使 用 し て ロ ー カ ル ホ ス ト に 接 続 し ま す 。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

一時停止の解除 

説明 

現在一時停止状態の仮想マシンの一時停止を解除します。一時停止を解除すると、アプリケーションは一時停止した

ところから再開し、仮想マシンのコンテンツは変更されません。 

 

用途 

一時停止した仮想マシンを再開するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]ま

たは[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 一時停止を解除する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフ

ルパスを指定します。このパラメータは製品プラット

フォームによって異なります。 ESX/ESXi ホストと

VMware Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port> 

/sdk」という形式の URL を使用します。<hostName>

は DNS 名または IP アドレスです。ローカルで行われた

接続でも資格情報が必要です。VMware Workstation で

は、undef を使用してローカルホストに接続します。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

実行中 VM のリスト化 

説明 

実行中のすべての仮想マシンを取得し、結果をデータセットに格納します。データセットは、パス、表示名、電源状

態、割り当てられたメモリ、CPU 数などの多くの情報を取得します。 

 

用途 

実行中の状態で複数の仮想マシンを管理する手段として使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクティ

ビティに対して個別に設定されることを指定します。こ

のオプションは、操作を完了するために単一のアクティ

ビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された事

前構成済みのセッションから取得されます。操作を完了

するために複数の VMware ホストアクティビティが必要

な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッショ

ンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが[セ

ッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは、[ホ

ストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタイ
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プ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または[VMware 

VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタイ

プ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]または[VMware 

VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を

指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイム

アウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

に VM 情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 実行中の仮想マシンのリストを格納するデータセット名

を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.CPUCount 数字 プロセッサの数を返します。 

theDataset.IsPaused 真偽値 実行中の仮想マシンが一時停止(Pause)している場合は

TRUE、一時停止していない場合は FALSE を返しま

す。 

theDataset.IsRecording 真偽値 実行中の仮想マシンが記録している場合は TRUE、記録

していない場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsReplaying 真偽値 実行中の仮想マシンが再生中の場合は TRUE、それ以外

の場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsRunning 真偽値 仮想マシンが実行されている場合は TRUE、実行されて

いない場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsSuspended 真偽値 実行中の仮想マシンが一時停止(Suspend)されている場

合は TRUE、それ以外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.MemorySize 数字 実行中の仮想マシンに割り当てられたメモリの合計サイ

ズを返します。 

theDataset.PathName テキスト 実行中の仮想マシンのパスを返します

(例:[HPvd01_001]WinServer2008x64_1/WinServer200

8x64.vmx)。 

theDataset.PowerState 数字 実行中の仮想マシンの電源状態を返します。 
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<VMware ホスト> 

仮想マシンの複製 

説明 

既存の仮想マシンを複製し、クローン(コピー)を作成します。複製操作が完了すると、クローンは別の仮想マシンに

なります。ただし、親仮想マシンと仮想ディスクを共有する場合があります。クローンに加えられた変更は、親仮想

マシンには影響しません。このアクティビティには、仮想マシンの独立したコピーである完全クローンと、継続的に

仮想ディスクを親仮想マシンと共有する仮想マシンのコピーであるリンククローンを作成するオプションがあります。 

 

用途 

単一のインストールおよび構成プロセスから多くの仮想マシンのコピーを作成するために使用されます。クローンは、

多数の同一の仮想マシンをグループに展開する必要がある場合に役立ちます。このアクティビティを使用すると、ホ

ストファイルシステムを参照したり、すべての構成ファイルの場所を確認したりせずに、仮想マシンの完全なコピー

を簡単に作成できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、
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[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

た は [VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 複製する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパスを指

定します。このパラメータは製品プラットフォームに

よって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware Server 

2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」という形

式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名または

IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情

報が必要です。VMware Workstation では、undef を使

用してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

保存先パス テキスト はい (空白) クローン用に作成される仮想マシン構成ファイルのフ

ルパスとファイル名を指定します。これは完全な絶対

パス名である必要があり、ディレクトリ名はホストシ

ステムの規則に従って記述します(Windows の場合は

\、Linux の場合は/)。 
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仮想ディスク

を共有する 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、リンククローンが作成されます。

継続的に仮想ディスクを親仮想マシンと共有する仮想

マシンのコピーです。親とクローンが元の状態から大

きく変化しない限り、ディスク領域が節約されます。

[いいえ]に設定すると、仮想マシンの完全に独立したク

ローンが作成されます。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

仮想マシンの削除 

説明 

ホストシステムから仮想マシンを完全に削除します。 

 

用途 

不要になった、または使用されなくなった仮想マシンを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMWare Server(1.0x)]ま

たは[VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 削除する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパスを指

定します。このパラメータは製品プラットフォームに

よって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware Server 

2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」という形

式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名または

IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情

報が必要です。VMware Workstation では、undef を使

用してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

ディスク ファ

イルの削除 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]に設定すると、仮想ディスクファイル(.vmdk)も

削除されます。[いいえ]に設定すると、仮想ディスクフ

ァイルは削除されません。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

VMware Tools のインストール 

説明 

仮想マシンの操作を強化し、仮想マシンの管理を改善するために役立つ VMWare Tools をインストールします。 

 

用途 

VMWare ツールのインストールに使用されます。VMware Tools パッケージは、共有フォルダー、ゲスト OS の時刻

とホストの時刻の同期、ゲストとホスト間のコピーと貼り付け、その他のパフォーマンスの向上をサポートします。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定し

ます。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定します。

このオプションは、操作を完了するために単一のアクテ

ィビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を完

了するために複数の VMware ホストアクティビティが必

要な場合に選択します。１つのタスク内に複数のセッシ

ョンを作成することで並行実行が可能となります 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名を

指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは[ホス

トタイプ]パラメータが[VMware Server (1.0x)]または

[VMwareVIServer(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を

指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイム

アウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) VMWare Tool をインストールする仮想マシン構成ファ

イル(.vmx)のフルパスを指定します。このパラメータは

製品プラットフォームによって異なります。ESX/ESXi

ホストと VMware Server 2.0 では、

「https://<hostName>:<port>/sdk」という形式の

URL を使用します。<hostName>は DNS 名または IP

アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情報

が必要です。VMware Workstation では、undef を使用

してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

パワーオン タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ (空白) 指定した仮想マシンがパワーオンするまでこのアクテ

ィビティが待機する最大タイムアウト値を指定します

(秒単位)。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

登録済 VM のリスト化 

説明 

登録されているすべての仮想マシンに関する情報を取得し、結果をデータセットに格納します。パス、表示名、電源

状態、割り当てられたメモリ、CPU 数など、さまざまな情報を収集できます。 

 

用途 

複数の登録(インベントリーに追加)済み仮想マシンを管理する手段として使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名ま

たは IP アドレスを指定します。このパラメータは、[ホ

ストタイプ]パラメータが[VMwareServer(1.0x)]または

[VMwareVIServer(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合のみ有効になります。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別するユ

ーザー名を指定します。このパラメータは、[ホストタ

イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間を

指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイム

アウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

データセット

に VM 情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 登録済みの仮想マシンに関する情報を格納するデータセ

ット名を指定します。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.CPUCount 数字 プロセッサの数を返します。 

theDataset.IsPaused 真偽値 登録された仮想マシンが一時停止(Pause)している場合

は TRUE、それ以外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsRecording 真偽値 登録された仮想マシンが記録している場合は TRUE、記

録していない場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsReplaying 真偽値 登録された仮想マシンが再生中の場合は TRUE、それ以

外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsRunning 真偽値 登録された仮想マシンが実行されている場合は TRUE、

実行されていない場合は FALSE を返します。 

theDataset.IsSuspended 真偽値 登録された仮想マシンが一時停止(Suspend)されている

場合は TRUE、それ以外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.MemorySize 数字 登録された仮想マシンに割り当てられたメモリの合計サ

イズを返します。 

theDataset.PathName テキスト 登録された仮想マシンのパスを返します。 

theDataset.PowerState 数字 登録された仮想マシンの電源状態を返します。 

theDataset.DisplayName テキスト 登録された仮想マシンの表示名を返します。 

theDataset.IsReplayable 真/偽 登録された仮想マシンが再生可能な場合は TRUE、それ

以外の場合は FALSE を返します。 

theDataset.Path テキスト 登録された仮想マシンのパスを返します。 
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<VMware ホスト> 

登録 

説明 

指定されたホストシステムから仮想マシンを登録します。VMware Server では、登録された仮想マシンを使用する前

に、その「インベントリ」に存在する必要があります。仮想マシンインベントリは、ローカルホストが実行できる仮

想マシンのリストです。 

 

注意:このアクティビティは、VMware Server でのみサポートされています。VMware Workstation は仮想マシンの登

録をサポートしていません。 

 

用途 

仮想マシンを登録するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。 

このパラメータは、[ホストタイプ]パラメータが

[VMware Server(1.0x)]または[VMware VI 

Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定さ

れている場合にのみ有効になります。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 登録する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパスを指

定します。このパラメータは製品プラットフォームに

よって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware Server 

2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」という形

式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名または

IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情

報が必要です。VMware Workstation では、undef を使

用してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

登録の解除 

説明 

登録された仮想マシンを指定されたホストシステムから登録解除します。 

 

注意:このアクティビティは、VMware Server でのみサポートされています。VMware Workstation は仮想マシンの登

録をサポートしていません。 

 

用途 

インベントリから特定の仮想マシンを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

た は [VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) 登録解除する仮想マシン構成ファイル(.vmx)のフルパス

を指定します。このパラメータは製品プラットフォー

ムによって異なります。ESX/ESXi ホストと VMware 

Server 2.0 では、「https://<hostName>:<port>/sdk」と

いう形式の URL を使用します。<hostName>は DNS 名

または IP アドレスです。ローカルで行われた接続でも

資 格 情 報 が 必 要 で す 。 VMware Workstation で は 、

undef を 使 用 し て ロ ー カ ル ホ ス ト に 接 続 し ま す 。

VMware Server 1.0.x では、DNS 名または IP アドレス

でリモート接続するか、undef でローカル接続します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

スナップショットの作成 

説明 

既存の仮想マシンのスナップショットを作成します。スナップショットは、仮想マシンの電源状態や仮想ディスクに

書き込まれたデータなど、仮想マシンの状態を記録します。取得したスナップショットの状態に戻すには、「VMware 

ホスト -スナップショットへの回復」アクティビティを使用します。 

 

用途 

バックアップの実行をするために使用されます。たとえば、特定のテスト条件に特定の設定が必要なテストラボなど

で、仮想マシンの状態をチェックポイントするために役立ちます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

たは[VMware VI Server(ESX/ 

ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定されている場

合にのみ有効になります。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) スナップショットを作成する仮想マシン構成ファイル

(.vmx)のフルパスを指定します。このパラメータは製品

プラットフォームによって異なります。ESX/ESXi ホス

トと VMware Server 2.0 では、「https://<hostName>: 

<port>/sdk 」 と い う 形 式 の URL を 使 用 し ま す 。

<hostName>は DNS 名または IP アドレスです。ローカ

ルで行われた接続でも資格情報が必要です。VMware 

Workstation では、undef を使用してローカルホストに

接続します。VMware Server 1.0.x では、DNS 名または

IP アドレスでリモート接続するか、undef でローカル接

続します。 

名前 テキスト はい (空白) スナップショットのユーザー定義名を指定します。 

説明 テキスト はい (空白) スナップショットのユーザー定義の説明を指定しま

す。 

システムメモ

リーを含む 

はい/いい

え 

いいえ いいえ システムメモリーを含めるかどうかを指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

スナップショットの削除 

説明 

既存の仮想マシンのスナップショットを削除します。 

 

用途 

バックアップを保存した後、スナップショットを削除するために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。 このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

たは[VMware VI Server(ESX/ 

ESXi,vCenter,VMware Server2.0)]に設定されている場

合にのみ有効になります。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) スナップショットを削除する仮想マシン構成ファイル

(.vmx)のフルパスを指定します。このパラメータは製品

プラットフォームによって異なります。ESX/ESXi ホス

トと VMware Server 2.0 では、「https://<hostName>: 

<port>/sdk 」 と い う 形 式 の URL を 使 用 し ま す 。

<hostName>は DNS 名または IP アドレスです。ローカ

ルで行われた接続でも資格情報が必要です。VMware 

Workstation では、undef を使用してローカルホストに

接続します。VMware Server 1.0.x では、DNS 名または

IP アドレスでリモート接続するか、undef でローカル接

続します。 

名前 テキスト はい (空白) スナップショットのユーザー定義名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはステ

ップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはステ

ップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

スナップショットへの回復 

説明 

既存の仮想マシンのスナップショットの状態に戻します。スナップショットは、仮想マシンの電源状態や仮想ディス

クに書き込まれたデータなど、スナップショット時の仮想マシンの状態を記録します。スナップショットを作成する

には、「VMware ホスト -スナップショットの作成」アクティビティを使用します。 

 

用途 

バックアップの状態に戻すために使用されます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMWare VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMWare 

Server2.0) 

・VMware Player 
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ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

た は [VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) スナップショットの状態に戻す仮想マシン構成ファイ

ル(.vmx)のフルパスを指定します。このパラメータは製

品プラットフォームによって異なります。ESX/ESXi ホ

ストと VMware Server 2.0 では、

「https://<hostName>:<port>/sdk」という形式の

URL を使用します。<hostName>は DNS 名または IP

アドレスです。ローカルで行われた接続でも資格情報

が必要です。VMware Workstation では、undef を使用

してローカルホストに接続します。VMware Server 

1.0.x では、DNS 名または IP アドレスでリモート接続

するか、undef でローカル接続します。 

名前 テキスト はい (空白) スナップショットのユーザー定義名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

Open VM タ

イムアウト

(秒) 

数字 いいえ 60 このアクティビティが完了する必要がする、またはス

テップがタイムアウトする最大時間を指定します(秒単

位)。 
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<VMware ホスト> 

スナップショットのリスト化 

説明 

既存の仮想マシンのスナップショットに関する情報をリスト化し、結果をデータセットに格納します。 

 

用途 

複数の仮想マシンのスナップショットを管理する手段として使用されます。スナップショットを使用すると、アプリ

ケーションのインストール、新しいパッチの追加、構成の変更などの危険な変更を行う前に、仮想システムの状態を

保存できます。 

 

接続 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

接続 - - - このアクティビティの接続プロパティの参照元を指定

します。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・ホスト-ユーザーの資格情報や詳細設定がこのアクテ

ィビティに対して個別に設定されることを指定しま

す。このオプションは、操作を完了するために単一の

アクティビティのみが必要な場合に選択されます 

・ セ ッ シ ョ ン - ユ ー ザ ー 資 格 情 報 や 詳 細 設 定 が 、

「VMware ホスト -接続」アクティビティで作成された

事前構成済みのセッションから取得されます。操作を

完了するために複数の VMware ホストアクティビティ

が必要な場合に選択します。１つのタスク内に複数の

セッションを作成することで並行実行が可能となりま

す 

セッション テキスト はい VMOpsSessi

on1 

このアクティビティを関連付ける既存のセッション名

を指定します。このパラメータは、[接続]パラメータが

[セッション]に設定されている場合にのみ有効です。 

[接続]パラメータを[ホスト]に設定した場合のみ、以下パラメータが有効になります。 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ホストタイプ テ キ ス ト

(選択式) 

はい VMware VI 

Server (ESX/ 

ESXI, 

vCenter, 

VMware 

Server 2.0) 

仮想マシンが配置されているホストで実行されている

VMware ソフトウェアを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・VMware Server(1.0x) 

・VM workstation 

・VMware VI Server (ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0) 

・VMware Player 

ホスト名 テキスト はい (空白) 仮想マシンが配置されているコンピュータのホスト名

または IP アドレスを指定します。このパラメータは、

[ホストタイプ]パラメータが[VMware Server(1.0x)]ま

た は [VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware 

Server2.0)]に設定されている場合にのみ有効になりま

す。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 仮想マシン上の有効なユーザーアカウントを識別する

ユーザー名を指定します。このパラメータは、[ホスト

タ イ プ ] パ ラ メ ー タ が [VMware Server(1.0x)] ま た は

[VMware VI Server(ESX/ESXi,vCenter,VMware Server 

2.0)]に設定されている場合にのみ有効になります。 

接続タイムア

ウト(秒) 

数字 いいえ 60 ゲストとホスト間で接続を確立するために必要な時間

を指定します(秒単位)。指定した時間を過ぎると、タイ

ムアウトエラーが発生します。 

 

ローカルマシン 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

仮想マシンの

パス 

テキスト はい (空白) スナップショットをリスト化する仮想マシン構成ファ

イル(.vmx)のフルパスを指定します。このパラメータは

製品プラットフォームによって異なります。ESX/ESXi

ホ ス ト と VMware Server 2.0 で は 、

「https://<hostName> 

:<port>/sdk 」 と い う 形 式 の URL を 使 用 し ま す 。

<hostName>は DNS 名または IP アドレスです。ローカ

ルで行われた接続でも資格情報が必要です。VMware 

Workstation では、undef を使用してローカルホストに

接続します。VMware Server 1.0.x では、DNS 名または

IP アドレスでリモート接続するか、undef でローカル接

続します。 

データセット

に VM 情報を

設定する 

テキスト はい (空白) 仮想マシンのスナップショットのリストを格納するデ

ータセット名を指定します。 

タイムアウト

(秒) 

数字 いいえ 300 このアクティビティが完了する必要がある、またはス

テップがタイムアウトする最大期間を指定します(秒単

位)。 

 

データセット(“データセット名.xxx”の戻り値。データセット名は”theDataset”とする) 

名前 タイプ 戻り値 

theDataset.Description テキスト スナップショットの説明を返します。 

theDataset.DisplayName テキスト スナップショットの表示名を返します。 

theDataset.IsReplayable 真偽値 スナップショットが再生可能な場合は TRUE を返し、

再生できない場合は FALSE を返します。 

theDataset.Path テキスト スナップショットのパスを返します。 

theDataset.PowerState 数字 スナップショットの電源状態を返します。 
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DDE 

動的データ交換(Dynamic Data Exchange)は、複数のアプリケーション間でデータ交換やコマンド発行などの通信を

行う方式の一つです。Windows ベースの標準プロトコルに依存しています。DDE サーバーアプリケーションにリク

エストやコマンドを送信するなど、DDE クライアントの操作を自動化する際にこちらのアクションを使用します。

例えば、DDE アクションを使用して Excel と通信し、キーストロークを送信しなくてもセルにデータを入力すること

ができます。 

 

重要:「DDE」アクション」を使用するには、DDE 通信の知識が必要です。 
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<DDE> 

実行 

説明 

コマンドまたは一連のコマンドを、指定された DDE チャネルを介してアプリケーションに送信します。 

 

用途 

特定のコマンドをアプリケーションに送信するために使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アプリケーシ

ョン 

テキスト はい (空白) DDE 会話を開始するアプリケーションの名前を指定し

ます。各 DDE 会話は、アプリケーション名とトピック

によって一意に定義されます。DDE 会話の最初に、ク

ライアントとサーバーがアプリケーション名とトピック

を決定します。アプリケーション名は通常、サーバーア

プリケーションの名前です。例えば、Microsoft Excel が

会話のサーバーとして機能する場合、「Excel」と指定し

ます。 

トピック テキスト はい (空白) DDE 会話のサーバー定義のトピック名を指定します。

DDE トピックは、会話中に複数のデータアイテムが

「ディスカッション」(交換)される可能性のあるデータ

の一般的な分類です。ファイルベースのドキュメントを

操作するアプリケーションの場合、トピックは通常ファ

イル名です。他のアプリケーションの場合、トピックは

アプリケーション固有の名前です。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話に使用で

きるトピック名を定義します。使用可能なトピックの名

前に関する特定の情報については、DDE サーバーアプ

リケーションのドキュメント等を参照してください 

コマンド テキスト はい (空白) DDE サーバーが実行するコマンド文字列を指定しま

す。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話でサポー

トされるコマンド文字列を定義します。 

特定のソフトウェアプログラムでサポートされている

DDE コマンドの詳細については、各プログラムのマニ

ュアル等を参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い

合わせください 

タイムアウト

(ミリ秒) 

数字 はい 60000 このアクティビティが完了する必要がある最大期間を指

定します。 
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<DDE> 

ポーク 

説明 

開始されている DDE チャネルを使用して、アプリケーションにデータを送信します。 

 

用途 

非送信請求データの送信に使用されます。つまり、DDE 会話中に別のアプリケーションにデータを「ポーク」しま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アプリケーシ

ョン 

テキスト はい (空白) DDE 会話に使用するアプリケーションの名前を指定し

ます。各 DDE 会話は、アプリケーション名とトピック

によって一意に定義されます。DDE 会話の最初に、ク

ライアントとサーバーがアプリケーション名とトピック

を決定します。アプリケーション名は通常、サーバーア

プリケーションの名前を指します。Microsoft Excel が会

話のサーバーとして機能する場合、「Excel」と指定しま

す。 

トピック テキスト はい (空白) DDE 会話のサーバー定義のトピック名を指定します。

DDE トピックは、会話中に複数のデータアイテムが

「ディスカッション」(交換)される可能性のあるデータ

の一般的な分類です。ファイルベースのドキュメントを

操作するアプリケーションの場合、トピックは通常ファ

イル名です。他のアプリケーションの場合、トピックは

アプリケーション固有の名前です。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話に使用で

きるトピック名を定義します。使用可能なトピックの名

前に関する特定の情報については、DDE サーバーアプ

リケーションのドキュメント等を参照してください 

データ テキスト はい (空白) 受信アプリケーション(DDE サーバー)に送信されるデ

ータを指定します。 

アイテム テキスト はい (空白) 指定されたデータが送信される DDE トピック内のアイ

テムを指定します。DDE データアイテムは、アプリケ

ーション間で交換される会話トピックに関連する情報で

す。サーバーからクライアントに、またはクライアント

からサーバーに渡すことができます。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話に使用で

きるアイテム名を定義します。使用可能なアイテムの名

前に関する特定の情報については、DDE サーバーアプ

リケーションのドキュメント等を参照してください 

タイムアウト

(ミリ秒) 

テキスト はい 60000 このアクティビティが完了する必要がある最大期間を指

定します。 
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<DDE> 

要求 

説明 

開始されている DDE チャネルを使用して、受信アプリケーションから情報を要求し、その情報を既存の変数に格納

します。 

 

用途 

別のアプリケーションから特定のデータを取得するために使用されます。サーバーアプリケーションのトピックから

情報を要求するときは、そのトピックのコンテンツを要求するアイテムを指定する必要があります。例えば、

Microsoft Excel では、セルは有効なアイテムであり、「R1C1」形式または名前付き参照を使用してセルを参照します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

アプリケーシ

ョン 

テキスト はい (空白) DDE 会話に使用するアプリケーションの名前を指定しま

す。各 DDE 会話は、アプリケーション名とトピックによ

って一意に定義されます。DDE 会話の最初に、クライア

ントとサーバーがアプリケーション名とトピックを決定

します。アプリケーション名は通常、サーバーアプリケ

ーションの名前を指します。Microsoft Excel が会話のサ

ーバーとして機能する場合、「Excel」と指定します。 

トピック テキスト はい (空白) DDE 会話のサーバー定義のトピック名を指定します。

DDE トピックは、会話中に複数のデータアイテムが「デ

ィスカッション」(交換)される可能性のあるデータの一

般的な分類です。ファイルベースのドキュメントを操作

するアプリケーションの場合、トピックは通常ファイル

名です。他のアプリケーションの場合、トピックはアプ

リケーション固有の名前です。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話に使用でき

るトピック名を定義します。使用可能なトピックの名前

に関する特定の情報については、DDE サーバーアプリケ

ーションのドキュメント等を参照してください 

変数に結果を

設定する 

テキスト はい (空白) 要求は行われた後、DDE サーバーアプリケーションから

の戻り値を格納する既存の変数名を指定します。 

アイテム テキスト はい (空白) DDE 会話のサーバー定義のアイテム名を指定します。

DDE データアイテムは、アプリケーション間で交換され

る会話トピックに関連する情報です。サーバーからクラ

イアントに、またはクライアントからサーバーに渡すこ

とができます。 

注 1:サーバーアプリケーションは、DDE 会話に使用でき

るアイテム名を定義します。使用可能なアイテムの名前

に関する特定の情報については、DDE サーバーアプリケ

ーションのドキュメント等を参照してください 

タイムアウト

(ミリ秒) 

テキスト はい 60000 このアクティビティが完了する必要がある最大期間を指

定します。 
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DLL 

Dynamic Link Library(DLL)ファイルは、特定のタスクの実行に必要なコードやその他のリソースをプログラムが共

有できるようにする実行可能ファイルです。Microsoft Windows は、Windows ベースのプログラムが Windows 環境

で動作できるようにする関数とリソースを含む DLL ファイルを提供します。 

 

 

<DLL> 

関数の実行 

説明 

マネージドまたはアンマネージド DLL で指定されたメソッドを実行し、メソッドの戻り値を変数に格納します。 

 

用途 

DLL にて指定されたメソッドを実行するために使用されます。 

 

警告:このアクティビティを誤って使用すると、タスクが失敗したり、不規則に動作したりする可能性があります。こ

の方法で関数を呼び出す場合は注意が必要です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

ダイナミック

リンクライブ

ラリ 

テキスト はい (空白) このアクティビティを実行する DLL を指定します。フ

ォルダアイコンから適切な DLL ファイルを選択し、

[→]ボタンをクリックすると、[タイプ]、[関数名]およ

び[関数の戻り値タイプ]パラメータに値が入力されま

す。 

タイプ(マネー

ジド DLL) 

テキスト いいえ (空白) 利用可能なメソッドを含む DLL クラスを指定します。

[ダイナミックリンクライブラリ]パラメータで DLL フ

ァイルを指定した後、[→]ボタンをクリックすると、利

用可能なタイプのクエリが試行されます。クエリが成功

すると、検出されたすべてのタイプがこのフィールドに

設定されます。プルダウンにクエリ対象のタイプ名のリ

ストが表示され、そこから選択可能です。 

注 1:このオプションは、マネージド DLL でのみ使用で

きます 

関数名 テキスト はい (空白) 呼び出す DLL メソッド(または操作)を示します。[タイ

プ]パラメータで指定された使用可能なクラスを選択す

ると、そのクラスに関連するすべての検出されたメソッ

ドがこのフィールドに設定されます。プルダウンにメソ

ッド名のリストが表示され、そこから選択可能です。 

変数に戻り値

を設定する 

テキスト いいえ (空白) 選択したメソッドの戻り値を格納する既存の変数名を指

定します。 
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関数の戻り値

のタイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい (空白) メソッドの戻り値のタイプを指定します。プルダウンか

ら選択可能です。 

複素数の戻り

値を持つオブ

ジェクトを作

成して設定す

る ( オ プ シ ョ

ン) 

テキスト いいえ (空白) ユーザーが作成した複合型戻り値の名前を指定します。 

実行後に DLL

をアンロード

する 

は い ・ い

いえ 

いいえ はい 有効にすると、使用中の DLL がこのアクションの実行

直後にアンロードされます(そのため、他のプログラム

またはシステムリソースからアクセスできます)。無効

の場合、DLL はタスクが完了するまで(正常にまたは失

敗に関わらず)アンロードされません。 

 

引数 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ (空白) 割り当てる引数のタイプとその値を選択できます。下矢

印をクリックして、使用可能なオプションのドロップダ

ウンリストを表示します。タイプと値のペアを追加する

ためには[新しい行を追加するにはここをクリックして

ください]をクリックします。タイプと値のペアを削除

するためには、「×」をクリックします。 

値 テキスト いいえ (空白) [タイプ]フィールドに指定した引数の型に対応する値を

指定します。タイプと値のペアを追加するためには[新

しい行を追加するにはここをクリックしてください]を

クリックします。タイプと値のペアを削除するために

は、「×」をクリックします。 
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タイプ 

定義されたカスタムタイプまたは Web サービスからオブジェクトを作成する際にこちらのアクションを使用します。

Web サービスで定義された 1 つ以上のカスタムオブジェクトタイプを定義したり、Web サービスまたは.Net アセン

ブリタイプをインポートしたりすることができます。 

 

 

<タイプ> 

定義 

説明 

Web サービスで定義された 1 つまたは複数のカスタムオブジェクトタイプを定義します。 

 

用途 

定義されたカスタムタイプまたは Web サービスからオブジェクトを作成するために、「タイプ -オブジェクトの作成」

アクティビティと組み合わせて使用されます。 

 

タイプ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

カスタム タイ

プ名 

テキスト はい (空白) 作成するカスタムタイプの名前を指定します。 

プ ロ パ テ ィ  -

タイプ 

テ キ ス ト

(選択式) 

はい (空白) [カスタムタイプ名]パラメータで指定したカスタムタイ

プのプロパティタイプを指定します。[新しい行を追加

するにはここをクリックしてください]をクリックし

て、プロパティタイプを追加します。既存のプロパティ

タイプ/名前を削除するには、エントリを選択して[×]

をクリックします。 

プ ロ パ テ ィ  -

名 

テキスト はい (空白) プロパティタイプに対応する名前を指定します。 
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<タイプ> 

インポート 

説明 

Web サービスまたは.Net アセンブリタイプのインポートを実行します。 

 

用途 

Web サービスまたは.Net アセンブリタイプのインポートを実行するために使用されます。 

 

タイプ 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

インポート テ キ ス ト

(選択式) 

はい Web サ ー ビ

スタイプ 

インポートするタイプを指定します。使用可能なオプシ

ョンは次のとおりです。 

・Web サービス タイプ 

・.Net アセンブリ タイプ 

WSDL URI テキスト はい (空白) インポートする WSDL URI を指定します。このパラメ

ータは[インポート]パラメータが[Web サービス タイ

プ]に設定されている場合のみ有効です。 

ダイナミック

リンクライブ

ラリ 

テキスト はい (空白) インポートする DLL を指定します(マネージド DLL の

みサポートされています)。このパラメータは[インポー

ト]パラメータが[.Net アセンブリ タイプ]に設定されて

いる場合のみ有効です。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ None 必要な認証のタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・None -認証なし 

・デフォルト-デフォルトの認証 

・Basic -ユーザー名とパスワードを使用して、安全なエ

ンドポイントに対してサービスクライアントを認証しま

す 

・Digest -暗号化ハッシュに基づく認証スキーム 

・Windows(Ntlm または Kerberos)-Windows 標準認証

タイプ 

ドメイン テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるドメイン名を指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 
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ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるユーザー名を指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるパスワードを指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

クライアント

証明書 

テキスト いいえ (空白) 認証に使用される有効なクライアント証明書へのパスを

指定します。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるパスフレーズを指定します。 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ SOAP プロトコルのバージョンを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・SOAP 

・SOAP 1.2 

警告を無視す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]を指定した場合、Java 動的プロキシによる警告を

無視します。 
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<タイプ> 

オブジェクトの作成 

説明 

定義されたカスタムタイプまたは Web サービスからオブジェクトを作成します。 

 

用途 

定義されたカスタムタイプまたは Web サービスからオブジェクトを作成するために、「タイプ -定義」アクションと

組み合わせて使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

タイプ名 テキスト はい (空白) オブジェクトの作成元のタイプ名を指定します。事前に

「タイプ – 定義」パラメータで作成したタイプを指定し

て[プロパティのロード]ボタンをクリックすると、[プ

ロパティ]パラメータに値が入力されます。 

データセット

を作成して複

合型オブジェ

クトを設定す

る 

テキスト はい (空白) 複合型オブジェクトを入力するデータセット名を指定し

ます。 

名 テキスト いいえ (空白) 作成するオブジェクトのプロパティ名を指定します。

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックして、プロパティタイプを追加します。既存

の名/値を削除するには、エントリを選択して[×]をク

リックします。 

値 テキスト いいえ (空白) 作成するオブジェクトのプロパティ値を指定します。

[新しい行を追加するにはここをクリックしてください]

をクリックして、プロパティタイプを追加します。既存

の名/値を削除するには、エントリを選択して[×]をク

リックします。 

 

認証情報 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

認証タイプ テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ None 必要な認証のタイプを指定します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・None -認証なし 

・デフォルト-デフォルトの認証 

・Basic -ユーザー名とパスワードを使用して、安全なエ

ンドポイントに対してサービスクライアントを認証しま

す 

・Digest -暗号化ハッシュに基づく認証スキーム 

 

・Windows(Ntlm または Kerberos)-Windows 標準認証

タイプ 
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ドメイン テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるドメイン名を指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

ユーザー名 テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるユーザー名を指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

パスワード テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるパスワードを指定します。このパラメ

ータは、[認証タイプ]パラメータが[Basic]、[Digest]ま

たは[Windows(Ntlm または Kerberos)]に設定されてい

る場合にのみ使用できます。 

クライアント

証明書 

テキスト いいえ (空白) 認証に使用される有効なクライアント証明書へのパスを

指定します。 

パスフレーズ テキスト いいえ (空白) 認証に使用されるパスフレーズを指定します。 

プロトコル テ キ ス ト

(選択式) 

いいえ SOAP プロトコルのバージョンを指定します。使用可能なオプ

ションは次のとおりです。 

・SOAP 

・SOAP 1.2 

警告を無視す

る 

はい/いい

え 

いいえ はい [はい]を指定した場合、Java 動的プロキシによる警告を

無視します。 

 

配列 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

配列を作成す

る 

はい/いい

え 

いいえ いいえ [はい]を指定した場合、下記パラメータで指定した次元

の配列の作成を行います。 

1 次元 数字 いいえ (空白) 一次元配列の作成を指定します。その要素へのアクセス

には、行インデックスを表す単一の添え字が含まれま

す。このパラメータが有効な場合、[2 次元]および[3 次

元]パラメータは無視されます。 

2 次元 数字 いいえ (空白) 二次元配列の作成を指定します。その要素は、行と列の

インデックスを表します。このパラメータが有効な場

合、[1 次元]および[3 次元]パラメータは無視されま

す。 

3 次元 数字 いいえ (空白) 三次元配列の作成を指定します。その要素は、行、列、

および深さのインデックスを表します。このパラメータ

が有効な場合、[1 次元]および[2 次元]パラメータは無

視されます。 
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機械学習 

AutoMate 関連のデータをトレーニング済みの ML.NET モデルに供給する機能を自動化し、それらのモデルの

出力結果を他のアクションで使用します。 

※このアクションは AutoMate Plus/Ultimate 版のみで使用可能です。 

 

<機械学習> 

モデルのロード 

説明 

機械学習モデルをロードして、後続の機械学習アクティビティで使用するセッションを作成します。 

 

用途 

ロードされた機械学習モデルからセッションを作成して、後続の機械学習アクティビティのために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

モデルタイプ テキスト

(選択式) 

はい ML.NET ロードするモデルのタイプを指定します。現在は、

ML.NET ベースのモデルのみがサポートされています。 

モデル名 テキスト はい Machine 

Learning 

Session1 

作成するセッションの名前を指定します。 

モデルフォル

ダーの場所 

テキスト はい (空白) モデルファイルのソースフォルダーのパスを指定しま

す。モデルの入力クラスと出力クラスを確認するには、

[モデルの入力と出力を表示する]をクリックします。モ

デルの入力と出力のテーブルが格納されているプロパテ

ィ名と対応するタイプが表示されます。 

このアクティビティを保存した後にソースフォルダーま

たはその内容が変更された場合は、[モデルの入力と出

力を表示する]をクリックし、[更新]をクリックするこ

とで以前のモデルのプロパティ名と、モデル入力および

モデル出力テーブルの対応するタイプを置き換えます。 

注 1:ソースフォルダー内のファイルには

MLModel.zip、ModelInput.cs、および ModelOutput.cs

という名前を付ける必要があります。上記のファイル名

以外ではエラーが発生します 

注 2:64 ビットアーキテクチャ用に設計された機械学習

モデルを正しく実行するには、64 ビットバージョンの

Windows と AutoMate が必要です 
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<機械学習> 

モデルの実行 

説明 

既存のセッション内で読み込まれた機械学習モデルを実行して、指定された入力の予測を取得します。 

機械学習モデルは、「機械学習 -モデルのロード」アクションを使用してセッションに読み込まれます。 

 

用途 

セッション内で読み込まれたモデルを実行して指定された入力の予測を取得し、変数に格納するために使用し

ます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

実行するモ

デル 

テキスト

(選択式) 

はい (空白) 実行するモデルを含むセッションを指定します。 

入力 テキスト いいえ (空白) モデルファイル内に保存されているモデル入力プロパテ

ィ名と対応するタイプを表示します。必要に応じて、

[値]パラメータに、モデルの入力プロパティ名とタイプ

の入力値を手動で入力して指定します。 

注 1：モデルのロード、モデルフォルダーの場所のソー

スフォルダーまたはコンテンツが変更され、保存された

後に更新された場合、このアクティビティをビジュアル

モードで再度開いてから保存し、また入力および出力オ

ブジェクト構造テーブルを更新する必要があります 

出力オブジ

ェクト名 

テキスト はい (空白) このモデルで使用する出力オブジェクト名を指定しま

す。 

JSON として

オブジェク

トを出力(オ

プション) 

テキスト いいえ (空白) 出力オブジェクトの JSON 形式の文字列を入力する既存

の変数の名前を指定します。オブジェクトが JSON 文字

列にエンコードされると、オブジェクトが格納されてい

る変数の現在の文字列値が[変数デバッグ]パネルに表示

されます。 

出力オブジ

ェクト構造 

テキスト いいえ (空白) 選択したモデル出力プロパティ名と対応するタイプが表

示されます。この情報は参照のみを目的として提供され

ます。 
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<機械学習> 

モデルのクローズ 

説明 

既存の機械学習モデルセッションを閉じます。 

 

用途 

既存の機械学習モデルセッションを閉じるために使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 必須項目 デフォルト 説明 

閉じるモデ

ル 

テキスト はい Machine 

Learning 

Session1 

閉じるモデルを含むセッションを指定します。 
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本マニュアルに記載のないアクションについては、英語版マニュアルをご参照ください。 
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お問い合わせは下記までご連絡ください。 

automate@sct.co.jp 

mailto:automate@sct.co.jp

