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1 はじめに 

本書は、AutoMate 11 レコーダーを使用するためのユーザーガイドです。 

※レコーダー（旧ステップレコーダー）はバージョン 11.5 以降の AutoMate Plus/Ultimate 11 に追加さ

れた機能です。 

※バージョン 11.6 以降、AutoMate Desktop 11 にてレコーダーを使用することが可能です。ただし、こ

の機能は有料オプションとして有効なライセンスをご利用の場合のみ使用可能です。 

※バージョン 11.7 以降、Web ブラウザアクションにて Edge ブラウザで IE モードを有効にする機能が

追加されましたが、レコーダーでは IE モードを使用することはできません。 

 

2 レコーダーとは 

レコーダーは、AutoMate にてユーザーインターフェイス（UI）の操作やアクションを自動化して記録

するプロセスを簡略化する強力な機能です。 

レコーダーの直観的なインターフェイスを使うことで、新規または既存のタスクに記録を作成・追加す

ることができます。 

レコーダーで記録した内容はレコーディングリージョンとしてタスクビルダーに保存されます。 

 

レコーダーを起動するには、以下の手順で行います。 

■AutoMate Plus/Ultimate の場合 

1) AutoMate 管理コンソール(SMC)で、[リポジトリ]タブをクリックします。 

2) 新しいタスクを作成するか、既存のタスクを選択します。 

3) トップパネルの[編集]をクリックして、タスクビルダーを開きます。 

4) タスクビルダー上部リボンの[レコーダー]セクションから[新しいレコーディング]をクリックしま

す。 

 

■AutoMate Desktop の場合 

1) AutoMate 11 タスクビルダーを開きます。 

2) タスクビルダー上部リボンの[レコーダー]セクションから[新しいレコーディング]をクリックしま

す。 
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3 レコーダーの操作方法 

レコーダーを使用して、レコーディングに対話機能などのアクションのステップを追加したり、現在の

ステップをすべて連続して実行したり、レコーディングを任意の時点で保存してタスクビルダーに戻っ

たりすることができます。 

本章では、各操作の目的と使用方法について説明します。 

 

 

 コントロールインタラクション 

本章では、レコーダーの対話インタラクションである[コントロール]を使用した操作定義を記載します。

レコーダーは、様々な操作対象である UI コントロール（ボタン、ドロップダウン、コンボボックス、テ

キストボックス、チェックボックス、メニューリスト、カラムヘッダーなど）の操作定義を行うことが可

能です。レコーダーでは、AutoMate のウィンドウ解析技術を使って、コントロールがサポートされてい

るかどうか、そのコントロールでどのようなインタラクションやアクションが利用できるかを判断しま

す。 

注:対象の周囲に緑の枠が表示されない場合は、コントロールインタラクションでは解析できない可能性

があります。代わりに[位置]を使用してください。 

 

 

■ウィンドウ内の対象を操作する場合、以下手順で定義します。 

1) レコーダーの[コントロール]をクリックします。 
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2) ウィンドウ内の目的の UI コントロール上にマウスポインターを移動し、緑の枠が表示されたら、そ

の上で左クリックします。レコーダーに[コントロール]ステップが追加されます。 

 

 

3) ステップ内でどのコントロールが操作されているかを詳しく説明するには、デフォルトのコントロ

ールラベル（青い下線のテキスト部分）をクリックして、より分かりやすい名前に変更します（例：

「Clock and Region」）。 

 

 

4) レコーダーはデフォルトでステップ内の最初のボックスに、コントロールに最も適した操作を指定

します。ボックスをクリックすると、他の利用可能なオプションが表示または選択できます。選択し

た内容に応じて、ステップを完了するために必要なパラメータを含む追加のボックスが表示されま

す。 

 

 

※コントロールの操作とその設定方法の詳細については、「5 インタラクションとアクション」を参照し

てください。  
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 位置インタラクション 

レコーダーでは、アプリケーションのウィンドウや画面全体の解像度に対して、マウスポインターを任

意の座標位置に移動させ、マウスの左ボタン/右ボタン/中央ボタンを、クリック/ホールド/リリースする

ことができます。 

この操作は、アプリケーションの開閉、Windows のスタートメニューの起動、ウィンドウ内のタブのク

リックなどのステップを自動化するのに便利です。 

 

■マウスポインターを任意の位置に移動させてからクリック操作を行う場合、以下手順で定義します。 

1) レコーダーの[位置]をクリックします。 

 

 

2) ウィンドウまたはスクリーン上の希望する位置で左クリックすると、レコーダーに[マウスを移動す

る]とその位置のピクセル座標が追加されます。 

 

 

3) ステップ内でマウスポインターが操作しているものの詳細を明記するには、デフォルトの位置ラベ

ル（青い下線付きテキスト）をクリックして、より分かりやすい名前に変更します（例：「Chrome 

shortcut icon」）。 

 

  



8 

 

4) ステップ内の最初のボックスをクリックして、ピクセル座標がアプリケーションのウィンドウもし

くは画面全体の解像度のどちらに相対するかを選択します。 

[スクリーン]を指定した場合は画面全体の左上隅を起点(0,0)とした座標位置、[ウィンドウ]を指定

した場合は特定のウィンドウの左上隅を起点(0,0)とした座標位置を指定します。 

※対象がウィンドウ上の UI コントロールではない場合、デフォルトで[スクリーン]が指定されます。 

 

 

5) 2 つ目のボックスをクリックし、必要なクリック操作を選択します。 

 

 

6) 2 番目のボックスで選択されたクリック動作に応じて、3 番目のボックスをクリックして、2 番目の

ボックスで定義されたクリック動作を実行するために使用するマウスボタンを選択します。 

 

 

※インタラクションの詳細とその設定方法については、「5 インタラクションとアクション」を参照して

ください。 
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 Web インタラクション 

レコーダーは、さまざまな方法でウェブブラウザのコントロールやウェブページ/タブを開いたり閉じた

り、相互に作用することができます。 

このインタラクションはバージョン 11.6 以降に追加されたインタラクションです。バージョン 11.5 の

AutoMate Plus/Ultimate 版をご利用の場合、レコーダーを利用した Web ブラウザ操作は[位置]や[コン

トロール]などのインタラクションを使用してください。 

 

注 1:レコーダーは、Chrome、Edge、Firefox の Web ブラウザにのみ対応しています。 

注 2:Edge の IE モードは使用できません。 

 

■Web ブラウザを操作する場合、以下手順で定義します。 

1) レコーダーの[Web]をクリックします。 

 

 

2) Web セッションが現在開かれていない場合は、［名］ボックスに Web セッションの任意の名前を入

力するか、デフォルトの「Web Session<#>」を使用します。Web セッションが現在開かれている場

合は、手順 7)に進みます。 

 

 

3) [ブラウザ]ボックスをクリックして、任意の Web ブラウザを選択します。 
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4) [URL]ボックスに目的の URL を入力します（例： google.com、www.google.com または

https://www.google.com/）。ここでは AutoMate のデモページ（sct.co.jp/amdemo/）を指定します。 

 

 

5) [保存して開く]をクリックすると、ステップが実行され、指定した URL に向けて Web ブラウザが

開かれます。 

 
 

6) Web ページが開いたら、青でハイライトされるまで目的の Web コントロールの上にマウスポイン

ターを置き（赤はコントロールが選択できないことを示す）、クリックします。レコーダーに［Web

を操作］ステップが追加されます。 

注 1：バージョン 11.6 では青枠が表示されます。 

注 2：一部のコントロールを選択した後に、若干の遅延が発生することがあります。対象のコントロール

を選択してもステップが追加されない場合はレコーダーの[Web]をクリックして再度定義します。 
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7) Web インタラクションのステップを追加するには、レコーダーから[Web]をクリックし、Web ブラ

ウザで目的の Web コントロールがハイライトされるまでマウスポインターを置いて（赤はコントロ

ールが選択できないことを示します）、左クリックします。 

 

 

8) ステップの中でどのコントロールが操作されているかを詳しく説明するには、デフォルトのコント

ロールラベル（青い下線付きテキスト）をクリックして、より説明的な名前に変更します（例："商

品コード入力"）。ラベルの例については、「6 事例紹介」を参照してください。 
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9) デフォルトでは、レコーダーはステップ内の最初のボックスにあるコントロールに最も適したイン

タラクションを選択します。ボックスをクリックすると、他の利用可能なオプションが表示または選

択されます。選択した内容に応じて、相互作用のステップを完了するために必要なパラメータを含む

追加のボックスが表示されます。 

 

 

※Web インタラクションの操作とその設定方法の詳細については、「5 インタラクションとアクション」

を参照してください。  
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 アクション 

シナリオによっては、コントロールステップに続いてアクションステップを必要とする場合があります。

アクションには[Wait]と[キーボード入力]があります。 

 

 

 Wait 

Wait アクションは、シナリオを続行する前に、ウィンドウが表示されるか、または指定された時間が経

過するまで待つといった操作を定義できます。 

 

例えば、アプリケーションを開き、アプリケーションのメイン画面で操作対象をクリックするというス

テップがレコーディングに含まれている場合、下記のようなステップが必要になります。 

・アプリケーションを開くというステップの後に、アプリケーションが開くまでの秒数を指定する 

・操作対象をクリックするというステップが実行される前に、アプリケーションの既定ウィンドウが表

示されるまで待機する 

 

■指定した時間、またはウィンドウが表示されるまで待機するには、以下の手順で定義します。 

1) [アクション]をクリックし、[Wait の追加]を選択します。レコーダーに[Wait]ステップが追加され

ます。 

 

 

2) ステップ内の最初のボックスをクリックして、ステップが実行される前に指定された時間またはウ

ィンドウが表示されるまで待つことを選択します。 
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3) 2 つ目のボックスをクリックすると、1 つ目のボックスで選択した内容に基づいて、希望する時間の

測定値または利用可能なウィンドウが選択されます。 

下記画像は[ウィンドウ]を指定した場合のレコーダー画面です。この場合、ウィンドウタイトル「*

無題 - メモ帳」が開かれるまで待機します。 

 

 

 

 キーボード入力 

キーボード入力アクションでは、テキストボックスにキーストロークを入力したり、ウィンドウ上でキ

ーストロークを実行したりすることができます。 

例えば、ログイン認証情報を入力するためにユーザー名入力欄を選択するステップがレコーディングに

含まれている場合、そのステップに続いて、[キーボード入力]アクションで希望するユーザー名を入力し

ます。 

 

■キーボード入力を行うには、以下の手順で定義します。 

1) [アクション]をクリックして、[キーボード入力の追加]を選択します。[キーボード入力]ステップが

レコーダーに追加されます。 

 

 

2) ステップ内の最初のボックス[キー]をクリックして、キーボード入力アクションの種類を選択しま

す。 
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3) 2 番目のボックスをクリックして、1 番目のボックスで選択した内容に基づいて、実行するキースト

ロークを入力または選択します。 

 

 

 

 アプリケーションを実行 

[アプリケーションを実行]アクションは、指定されたアプリケーション、プログラム、またはドキュメン

トを実行します。ドキュメントが指定された場合は、そのドキュメントに関連するアプリケーションを

使用してドキュメントを開きます。 

 

■アプリケーションを実行するには、以下の手順で定義します。 

1) [アクション]をクリックして、[アプリケーションを実行]を選択します。 

 

 

2) フォルダのアイコンをクリックして、目的のファイルを参照します（例：filename.exe）。 
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3) 目的のファイルを選択して、[開く]をクリックします。レコーダーに[実行]ステップが追加されます。 

 

 

 

 Web ブラウザを開く 

[Web ブラウザを開く]アクションは、指定された URL で Web ブラウザを開き、その後のブラウザ関連

のステップを関連付けるためのセッションを確立します。 

 

注:レコーダーは、Chrome、Edge、Firefox の Web ブラウザのみ対応しています。 

■指定した URL の Web ブラウザを開くには、以下の手順で定義します。 

1) [アクション]をクリックして、[Web ブラウザを開く]を選択します。 

 

 

2) [名]ボックスにセッション名を入力します。 

 
 

3) [ブラウザ]ボックスをクリックして、任意の Web ブラウザを選択します。 
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4) [URL]ボックスに目的の URL を入力します（例： google.com、www.google.com または 

https://www.google.com/）。ここでは AutoMate のデモページ（sct.co.jp/amdemo/）を指定します。 

 

 

5) [保存して開く]をクリックすると、ステップが実行され、指定された URL の Web ブラウザが開き

ます。レコーダーに「ブラウザを開く<ウェブセッション名>」ステップが追加されます。 

 

 

※アクションの詳細とその設定方法については、「5 インタラクションとアクション」を参照してくださ

い。  
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 すべてを実行する 

記録中のすべてのステップを連続して実行するには、[すべてを実行する]をクリックします。 

 

 

 

 保存して閉じる 

記録を保存してタスクビルダーに戻るには、[保存して閉じる]をクリックします。 
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4 レコーディングの作成と管理 

本章では、レコーディングの作成方法と作成したレコーディングの編集などの管理について記載します。 

 

 レコーディングの作成 

レコーディングには、自動化したい内容に応じて、複数の異なるインタラクションやアクションステッ

プを含めて作成することができます。 

 

■レコーディングを作成するには、下記の手順で定義します。 

1) レコーダーを起動します。 

 

2) レコーダーのコントロールを使用して、[コントロール]、[位置]、[アクション]のいずれかをクリッ

クし、目的のインタラクションやアクションステップをレコーディングに追加します。 

 

3) ステップを設定した後、ステップ内の実行ボタン[ ]をクリックして、インタラクションが正しく

実行されることを確認します。 

注:ステップが意図した通りに実行されない場合は、別のタイプのインタラクションやアクションステッ

プを使用する必要があります。 

 

 

4) 必要なインタラクションやアクションステップがすべて追加されるまで、手順 2)と 3)を繰り返しま

す。 

 

5) ステップを削除するには、目的のステップで詳細[ ]をクリックし、[削除]をクリックします。 
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6) ステップの順番を変更するには、移動したいステップを選択してドラッグします。 

 

 

7) レコーディング中のすべてのステップを連続して実行するには、[すべてを実行する]をクリックし

ます。 
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8) レコーディングの作成が終了したら、[保存して閉じる]をクリックします。 

 

 

保存したレコーディングは、タスクビルダーのレコーディングリージョンに、保存された日付と時刻と

ともに表示されます。 

注 1:レコーディングレージョン名を変更することは可能ですが、レコーダーでレコーディングの編集を

行うたびにリージョン名は保存された日付と時刻に更新されます。 

注 2:一部のインタラクションステップは、レコーダー上は 1 つのステップとして記載されていても、タ

スクビルダーでは複数のステップとして表示される場合があります。 

 

 

9) レコーダーで利用できないインタラクションやアクションをタスクに追加するには、それらをリー

ジョンの前または後に挿入するか、レコーディングを分割してレコーディングリージョンの間に挿

入します。 
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 レコーディングの編集 

既存の記録を変更するには、「レコーダー」または「タスクビルダー」で行います。 

注:レコーディングステップやレコーディング全体をあるタスクから別のタスクにコピー＆ペーストする

と、ステップビルダーのコントロールを使ってレコーディングを編集することができなくなります。 

 

■レコーダーでレコーディングを編集するには、以下の手順で行います。 

1) タスクビルダーのステップパネルで、レコーディングリージョンを選択します。 

 

2) タスクビルダーリボンの[レコーダー]セクションから[編集]をクリックします。 

 

 

3) 新しいステップを追加して設定するには、[コントロール]、[位置]、[アクション]のいずれかのレコ

ーダーコントロールをクリックします。ステップを設定した後、ステップ内の実行ボタン[ ]をク

リックして、インタラクションが正しく実行されることを確認します。 

注:ステップが意図した通りに実行されない場合は、目的の結果を得るために別のインタラクションやア

クションを使用する必要があります。 
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4) ステップを削除するには、目的のステップで詳細[ ]をクリックし、[削除]をクリックします。 

 

 

5) ステップの順番を変更するには、移動したいステップを選択してドラッグします。 

 

 

6) 変更が完了したら、[保存して閉じる]をクリックします。記録に加えた変更がタスクビルダーに表示

されます。 

注:一部のインタラクションステップは、タスクビルダーでは複数のステップとして表示される場合があ

ります。 
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■タスクビルダーでレコーディングを編集するには、以下の手順で行います。 

1) タスクビルダーのステップパネルがビジュアルモードになっているときに、レコーディングリージ

ョン内の任意のステップをダブルクリックして、アクションプロパティウィンドウを開きます。 

 

 

 

2) 必要な変更を加えてから、「OK」をクリックします。 

 

 

3) タスクビルダーリボンの[タスク]セクションから[実行]をクリックして、変更内容をテストします。 
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 レコーディングの分割 

レコーディングを複数のレコーディングリージョンに分割して、レコーダーでサポートされていないイ

ンタラクションやアクションステップをリージョン間に挿入することができます。 

 

■レコーディングを分割するには、以下の手順で操作します。 

1) タスクビルダーのステップパネルから、分割したいレコーディングリージョン内の任意のステップ

を選択します。 

 

2) タスクビルダーリボンの[レコーダー]セクションにある[分割]をクリックします。選択したステップ

でレコーディングが分割されます。 

注:レコーディングした一連のステップが一つのユニットとして認識される場合、分割できません。 

 

 

3) すでに分割されているレコーディングは、必要に応じてさらに分割することができます。 
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 レコーディングやステップの削除 

 

■レコーディングの削除 

レコーディングリージョンを削除するには、タスクビルダーのステップパネルで、レコーディングリー

ジョンのヘッダーまたはフッターを右クリックして、[削除]を選択します。 

 
 

■ステップの削除 

レコーダーのステップを削除するには、以下の手順で行います。 

1) レコーダーを起動します。 

 

2) 目的のステップを選択し、目的のステップで詳細[ ]をクリックし、[削除]をクリックします。 

 

 

タスクビルダーでステップを削除するには、タスクビルダーのステップパネルから、レコーディングリ

ージョン内の希望するステップを右クリックして、[削除]を選択します。 
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5 インタラクションとアクション 

レコーダーで利用できるインタラクションやアクションは、「入力」、「対話機能」、「Wait」アクションの

各アクティビティに基づいています。 

以下は、レコーダーで実行できるすべてのインタラクションとアクションのリストです。 

※アクティビティの詳細については、『AutoMate アクションマニュアル』をご参照ください。 

 

注 1:コントロールベースのインタラクションは、すべての UI コントロールでサポートされているとは限

りません。 

注 2:レコーダーで取得する「対話機能」アクションの[アクセシビリティエンジン]は[UIAutomation]の

みです。 

注 3:レコーダーは、Chrome、Edge、Firefox の Web ブラウザのみ対応しています。 

 

【表】インタラクションとアクション 

ステップ アイ

コン 

インタラクション/ア

クション 

アクティ

ビティ 

説明 

コントロー

ル  

チェックをつける 対話機能-

チェック

をつける 

チェックボックスやラジオボタンを選択しま

す。 

次の場合チェックを

つける 

対話機能-

チェック

をつける 

有効な式をボックスに入力すると、指定された

チェックボックスまたはラジオボタンが現在選

択されていない場合、それを選択します。 

切り替える 対話機能-

チェック

をつける 

指定されたチェックボックスの現在の状態に応

じて、選択またはクリアを行います。 

チェックをはずす 対話機能-

チェック

をつける 

指定されたチェックボックスをクリアします。 

次の場合チェックを

外す 

対話機能-

チェック

をつける 

有効な式をボックスに入力すると、指定された

チェックボックスが現在選択されている場合、

そのチェックボックスがクリアされます。 

アイテムの取得 対話機能-

アイテム

の取得 

ウィンドウ内のリスト、ツリービュー、または

ドロップダウンコンボボックスから 1 つまたは

複数のアイテムを取得し、そのアイテムを既存

/新規の変数/データセットに保存します。2 つ

目のボックスで[変数]または[データセット]を

選択し、表示されたボックスに変数/データセ

ットを入力/選択します。 
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  選択されたアイテム

の取得 

対話機能-

選択した

ツリーア

イテムの

取得 

ツリービューまたはツリーコントロールで現在

選択(ハイライト)されている項目を取得し、そ

の結果を新規/既存の変数/データセットに入力

します。2 つ目のボックスから[変数]または[デ

ータセット]を選択し、表示されたボックスに

必要な変数/データセットを入力/選択します。 

選択されたアイテム

の取得(複数) 

対話機能-

選択した

リストア

イテムの

取得 

リストボックスまたはリストビューコントロー

ルで現在選択(チェック)されている項目のリス

トから最初、最後またはすべての項目を取得

し、その結果を変数またはデータセットに入力

します。設定方法は次のとおりです。 

1)2 つ目のボックスから[最初]、[最終]、また

は[すべて]を選択して、コントロールから対応

する項目を取得します。 

2)3 つ目のボックスで[変数]または[データセッ

ト]を選択し、表示されたボックスに必要な変

数またはデータセットを入力/選択します。 

テキストの取得 対話機能-

テキスト

の取得 

ウィンドウ内のテキストコンテンツを抽出し

て、その結果を変数に保存するために使用しま

す。ボックスから必要な変数を入力/選択しま

す。 

マウスの移動 対話機能-

マウスを

オブジェ

クトに移

動/ 

入力-マウ

スのクリ

ック 

ボタン、タブ、テキストボックス、リンク、列

のヘッダーなど、ウィンドウ内のコントロール

の中心にマウスポインターを移動させて、クリ

ックアクションを実行するために使用します。 

このインタラクションを設定するには、マウス

で実行したいクリックアクションを選択し、続

いてそのクリックアクションを実行するための

ボタンを選択します。利用可能なオプションは

次のとおりです。 

・何もしない - ボタン操作は行われません 

・シングルクリック - 指定したボタンをシン

グルクリックします 

・ダブルクリック -指定したボタンをダブルク

リックします 
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    ・ボタンをホールド - 指定したボタンを押した

ままにします。このオプションは、マウスで範

囲を指定するのに適しています。この動作の後

に、[ボタンをリリース]ステップを実行します 

・ボタンをリリース – 指定したボタンを離しま

す。この動作の前に、[ボタンをホールド]ステ

ップを実行します 

注:操作対象の周囲に緑の枠線が表示されない場

合は、代わりに[位置]インタラクションを使用

してください。 

選択 対話機能-

アイテムの

選択 

リストビュー、ツリービュー、ボックスの中か

ら指定した項目を選択します。 

次の場合に選択 対話機能-

アイテムの

選択 

有効な式を入力すると、リストビュー、ツリー

ビュー、またはボックスから指定された項目が

現在選択されていない場合に、その項目が選択

されます。 

アイテムの選択 対話機能-

アイテムの

選択 

ドロップダウンコンボボックスやメニューから

アイテムを選択します（例：アプリケーション

の「ファイル」メニューをクリックし、「開く」

コマンドを選択する）。2 つ目のボックスから必

要な項目を選択します。 

リストアイテムの選

択 

対話機能-

リストアイ

テムの選択 

リストビューまたはリストコントロールからア

イテムを選択するために使用します。設定方法

は次のとおりです。 

1)コントロールでどのリストアイテムを選択す

るかを指定します。利用可能なオプションは以

下です。 

・テキスト - テキストを含むリストのリストア

イテムを選択します。このオプションを選択し

た場合は、手順 2 に進みます。 

・インデックス - 指定されたインデックス番号

（行番号）から始まるリストの項目を選択しま

す。このオプションを選択した場合は手順 3 に

進みます。 
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    ・すべてのアイテム - リストのすべての項目

を、テキストなしまたはテキストありで選択し

ます。 

2)手順 1 で[テキスト]を選択した場合は、表示

されたボックスに項目のテキストラベルを入力

し、テキストを含むリストの最初または最後の

項目を選択する場合は[最初]または[最終]を、

テキストを含むリストの項目を選択する場合は

[すべて]を選択します。 

3)手順 1 で[インデックス]を選択した場合は、

リスト内のアイテムのインデックス番号をボッ

クスに入力します。 

テキストの設定 対話機能-

テキストの

設定 

対象の入力欄(例:パスワード入力欄)に、ボック

スで指定した値を入力します。 

位置  マウスを移動する位

置 

入力-マウ

スの移動、 

入力-マウ

スのクリッ

ク 

指定されたピクセル座標にマウスポインターを

移動させ、指定されたマウスボタンでクリック

操作を行います。設定方法は次のとおりです。 

1)ピクセル座標の相対位置を選択します。利用

可能なオプションは次のとおりです。 

・ウィンドウ - アプリケーションのウィンドウ

を基準としたピクセル座標です。 

・スクリーン - ピクセル座標は、画面全体の解

像度を基準にしています。 

注:アプリケーションによっては、マウスの位置

を設定した後にウィンドウが表示されない場合

があります。 

2)マウスで実行したいクリック操作を選択し、

続いてそのクリック操作を実行するボタンを選

択します。利用可能なオプションは次のとおり

です。 

・何もしない - ボタン操作は記録されません 

指定したボタンをシングルクリックします 

・シングルクリック -指定したボタンをシング

ルクリックします 

・ダブルクリック -指定したボタンをダブルク

リックします 
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・ボタンをホールド - 指定したボタンを押した

ままにします。この動作の後に、[ボタンをリリ

ース]ステップを実行します 

・ボタンをリリース – 指定したボタンを離しま

す。この動作の前に、[ホールドをホールド]ス

テップを実行します 

Web 
 

チェックをつける Web ブラウ

ザ-チェッ

クをつける 

確立されたセッションで Web ブラウザのページ

上のチェックボックスまたはラジオボタンを選

択するために使用します。 

次の場合チェックを

つける 

Web ブラウ

ザ-チェッ

クをつける 

有効な式をボックスに入力すると、確立された

セッションの Web ブラウザのページで、指定さ

れたチェックボックスまたはラジオボタンが現

在選択されていない場合に、そのチェックボッ

クスまたはラジオボタンが選択されます。 

切り替える Web ブラウ

ザ-チェッ

クをつける 

確立されたセッションの Web ページ上で、指定

されたチェックボックスを現在の状態に基づい

て選択またはクリアします。 

チェックを外す Web ブラウ

ザ-チェッ

クをつける 

確立されたセッションで Web ページの指定され

たチェックボックスをクリアできます。 

次の場合チェックを

外す 

Web ブラウ

ザ-チェッ

クをつける 

有効な式をボックスに入力すると、確立された

セッションの Web ページで、指定されたチェッ

クボックスが現在選択されていない場合に、そ

のチェックボックスがクリアされます。 

クリック Web ブラウ

ザ-クリッ

ク 

確立されたセッションの Web ページコントロー

ル上でマウスクリックアクションを実行するた

めに使用します。 

このインタラクションを設定するには、マウス

で実行したいクリックアクションを選択し、続

いてそのクリックアクションを実行するボタン

を選択します。利用可能なオプションは以下の

とおりです。 

・何もしない - ボタン操作は行われません。 

・シングルクリック - マウスの左ボタン、右ボ

タン、または中央ボタンを使ってコントロール

をシングルクリックします。 
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    ・ダブルクリック - マウスの左ボタン、右ボタ

ン、中央ボタンを使ってコントロール上でダブ

ルクリックを実行します。 

・ボタンをホールド - コントロール上でマウス

の左ボタン、右ボタン、または中央ボタンを押

したままにします。このオプションは、マウス

で領域を選択するのに適しています。この動作

の後に、[ボタンをホールド]のステップを行い

ます。 

・ボタンをリリース - マウスの左ボタン、右ボ

タン、または中央ボタンをコントロールから離

します。この動作の前に、ホールドボタンのス

テップを行います。 

ブラウザを閉じる Web ブラウ

ザ-ブラウ

ザを閉じる 

指定された Web ブラウザのウィンドウを閉じ、

関連するセッションを終了します。 

テーブルの抽出 Web ブラウ

ザ-テーブ

ルの抽出 

確立されたセッション内の Web ページから表の

内容を抽出し、その結果を使ってデータセット

を作成して入力します。表のセル内の HTML

コードはすべて取り除かれます。 

このインタラクションを設定するには、指定さ

れたボックスに必要なデータセットを入力また

は選択します。 

URL の取得 Web ブラウ

ザ-URL の

取得 

確立されたセッションで Web ページから URL

を取得し、その結果を変数に入力します。 

値の取得 Web ブラウ

ザ-値の取

得 

Web ページから任意の HTML 要素の値を取得

し、その結果を変数またはデータセットに入力

します。 

このインタラクションを設定するには、2 つ目

のボックスから「変数またはデータセット」を

選択し、表示されたボックスに必要な変数また

はデータセットを入力または選択します。 

前のページに戻る Web ブラウ

ザ-戻る 

確立されたセッションで現在アクティブな Web

ブラウザタブの履歴を 1 段階後ろに移動するこ

とができます。 
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  次のページに進む Web ブラウ

ザ-進む 

確立されたセッションで現在アクティブな Web

ブラウザタブの履歴を 1 段階進めることができ

ます。 

新規タブ Web ブラウ

ザ-新規タ

ブ 

既存の Web ブラウザセッションで新しいタブを

開くことができます。 

ブラウザを開く Web ブラウ

ザ-ブラウ

ザを開く 

このインタラクション/アクションを使用して、

指定された URL で Web ブラウザを開き、以降

の Web ブラウザ関連のインタラクションを関連

付けるためのセッションを確立します。このイ

ンタラクション/アクションは、Web インタラ

クションアイコン（Web セッションが現在確立

されていない場合）をクリックするか、[アクシ

ョン]＞[Web ブラウザを開く]の順に選択して設

定します。 

このインタラクション／アクションを設定する

には、最初のボックスをクリックして希望のウ

ェブブラウザを選択し、2 番目のボックスに希

望の URL を入力してから[保存して開く]をクリ

ックします。 

ページを更新 Web ブラウ

ザ-更新 

このインタラクションを使用して、確立された

セッションで現在アクティブな Web ブラウザの

ページを更新します。 

アイテムの選択 Web ブラウ

ザ-リスト

アイテムの

選択 

このインタラクションは、既存のウェブブラウ

ザセッションにおいて、現在アクティブなウェ

ブブラウザのウェブページ上のリストビューま

たはリストコントロールから項目を選択するた

めに使用します。 

このインタラクションを設定するには、以下の

手順に従います。 

1）選択するリストアイテムを指定します。利用

可能なオプションは次のとおりです。 

・テキスト - テキストを含むリストアイテムを

選択します。このオプションを選択した場合

は、手順 2 に進みます。 

・インデックス - 指定したインデックス番号

（行番号）から始まるリストの項目を選択しま

す。 
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このオプションを選択した場合は、ステップ 3

に進みます。 

・すべてのアイテム - リストのすべてのアイテ

ムを、テキストなし、またはテキストありで選

択します。 

2)手順 1 で "テキスト"を選択した場合は、ボッ

クスに項目のテキストラベルを入力し、テキス

トを含むリストの最初または最後の項目を選択

する場合は"最初"または"最終"、テキストを含む

リストの項目を選択する場合は"すべて"を選択

します。 

3)手順 1 で"インデックス"を選択した場合は、

ボックス内にリスト内のアイテムのインデック

ス番号を入力します。 

値の設定 Web ブラウ

ザ-値の設

定 

確立されたセッションで、提供されたボックス

を使用して、Web ページ上のコントロールに指

定された値を設定することができます。 

URL の設定 Web ブラウ

ザ-ページ

の移動 

確立された Web ブラウザセッションで指定され

たページの URL に移動できます。ボックスを

使用して、目的の URL を指定します。 

切替え Web ブラウ

ザ-タブの

切替え 

確立されたセッションで開いている Web ブラウ

ザタブを、指定された識別子に基づいて切り替

えることができます。 

 

このインタラクションを設定するには、最初の

ボックスに識別子の種類を指定し、2 番目のボ

ックスに対応する識別子のテキストを入力しま

す。利用可能なオプションは以下のとおりで

す。 

・タイトル（デフォルト） - 開いているすべて

のタブをタブのタイトルで検索します（例：

"AutoMate | 製品・サービス案内"）。 

・ドメイン - 開いているすべてのタブをドメイ

ン名で検索します（例：www.sct.co.jp）。 

・URL - 開いているすべてのタブを URL で検

索します（例：

https://www.sct.co.jp/business/post-1.shtml）。 

 

https://www.sct.co.jp/business/post-1.shtml
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・ID - 開いているすべてのタブをタブ ID で検

索します（例：CDwindow-

69B4EB91F3102F30079A146CD78644F7）。 

Wait 

 

時間 Wait-時間 このインタラクションは、録画の次のステップ

に移る前に、指定した時間待つために使用しま

す。この動作を設定するには、最初のボックス

に数値を入力し、続いて希望する時間の測定値

を入力します（例:[10][秒]）。使用可能な単位は

以下です。 

・ミリ秒 

・秒 

・分 

・時間 

ウィンドウ Wait-ウィ

ンドウ 

このアクションは、次のステップに進む前に、

指定したアプリケーションウィンドウが表示さ

れるのを待つために使用します。設定するに

は、ボックスをクリックして目的のアプリケー

ションウィンドウを選択します。 

キーボード

入力  

キー 入力-キー

ストローク

の送信 

必要なテキストのキーストロークをボックスに

入力します。キーストロークは大文字小文字を

区別します。 

特別キー 入力-キー

ストローク

の送信 

このアクションを使用して、指定されたキース

トロークを現在フォーカスされているウィンド

ウに送信します。ALT、SHIFT や矢印など特別

なキーを選択できます。 

記入例: 

・キーを同時に押したままにする場合はそれら

のキーのコードをかっこで囲みます。SHIEF キ

ーを押しながら"e"と"c"を押すように指定するに

は、{SHIFT}(ec)と指定します。SHIFT キーを

押しながら”e”を押し、その後に SHIFT なしで

"c"を指定するには{SHIFT}ec と指定します 

・繰り返しキーを使用する場合は{キーコード 

数字}の形式を使用します。{LEFT 25}で左矢印

キーを 25 回、{h 10}で h を 10 回押すことを意

味します。キーと数字の間に半角スペースを入

れる必要があります 
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  キーのホールド 入力キーの

ホールド 

このアクションを使用すると、[キーのリリー

ス]ステップが実行されるまで、指定したキーを

押し続けます。利用可能なオプションは次のと

おりです。 

・Shift（デフォルト） 

・Ctrl 

・Alt Gr 

・Alt 

・Windows キー 

キーのリリース 入力キーの

リリース 

このアクションを使用すると、[キーのホール

ド]ステップを使用して以前に押したままにして

いた指定のキーが解除されます。利用可能なオ

プションは次のとおりです。 

・Shift（デフォルト） 

・Ctrl 

・Alt Gr 

・Alt 

・Windows キー 

アプリケー

ションを実

行 

 
実行 実行-実行 このアクションを使用して、指定されたアプリ

ケーション、プログラム、またはドキュメント

を実行します。ドキュメントが指定された場合

は、そのドキュメントに関連するアプリケーシ

ョンを使ってドキュメントを開きます。このア

クションを設定するには、フォルダのアイコン

をクリックして、目的のファイルを参照します

（例：filename.exe）。 

Web ブラ

ウザを開く 

 
ブラウザを開く Web ブラウ

ザ-ブラウ

ザを開く 

このアクションを使用して、指定された URL で

Web ブラウザを開き、以降のブラウザ関連の手

順を関連付けるためのセッションを確立します。

このアクションでサポートされる Web ブラウザ

は Chrome、Edge、Firefox です。 
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6 事例紹介 

注:以下の例では、デフォルトの[コントロール]と[位置]のステップラベル（青い下線テキスト）は、操作

する各コントロールの詳細とマウスポインターの正確な位置を示すように名前が変更されています。ラ

ベルの名前を変更する方法については、項番 3.2 を参照してください。 

 

 サンプル 1 コントロールインタラクション 

デスクトップ上のメモ帳ショートカットアイコンをクリックして起動し、テキストを入力後、名前を付

けて保存して、メモ帳アプリケーションを閉じるサンプルを記載します。 

 

1) [位置]インタラクションを使用して、マウスポインターをメモ帳アプリケーションのデスクトップ・

ショートカットアイコンに移動し、左ボタンをダブルクリックします。 

 

 

 

2) [Wait]アクションを使用して、メモ帳アプリケーションが開くまで操作を一時停止します。 
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3) [位置]インタラクションを使用して、メモ帳のウィンドウにマウスポインターを移動させ、シングル

クリックして、ウィンドウにフォーカスを当てます。 

 

 

4) [キーボード入力]アクションを使用して、メモ帳に入力するテキスト（例:This is a sample sentence.）

を指定します。 

設定後、開いたメモ帳を閉じて、[すべてを実行する]でここまでのステップを実行し動作を確認しま

す。 
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5) [コントロール]インタラクションを使用して、メモ帳の[ファイル]メニューにマウスポインターを移

動し、シングルクリックします。 

 

  



40 

 

6) [コントロール]インタラクションを使用して、[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択し

ます。 

 

 

 

7) [Wait]アクションを使用して、[名前を付けて保存]ウィンドウが開くまで一時停止します。 
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8) [コントロール]インタラクションを使用して、[名前を付けて保存]ウィンドウの[ファイル名]ボック

スに保存するファイル名(例:new file.txt)を指定します。 
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9) [コントロール]インタラクションを使用して、マウスポインターを[名前を付けて保存]ウィンドウの

[保存]ボタンに移動させ、シングルクリックします。 
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10) [コントロール]インタラクションを使用して、メモ帳の[ファイル]メニューにマウスポインターを移

動し、シングルクリックします。 
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11) [コントロール]インタラクションを使用して、[ファイル]メニューから[メモ帳の終了]を選択し、ア

プリケーションを終了します。 
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12) ステップ 11 まで定義したら、[保存して閉じる]をクリックしてレコーダーウィンドウを閉じます。

タスク ビルダーにステップが自動で追加されます。 
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 サンプル 2 Web インタラクション 

このサンプルでは、www.sct.co.jpをEdgeブラウザで起動し、Webサイトの検索ボタンを使ってAutoMate

と検索するサンプルです。 

 

1) Web インタラクションを使って Edge ブラウザで www.sct.co.jp を開きます。 

 

 

 

2) Web インタラクションを使用して、www.sct.co.jp のホームページにある[検索]ボタン（虫眼鏡のア

イコン）をクリックします。 
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3) Web インタラクションを利用して、検索ボックスをクリックしフォーカスを当てます。 

 

 

 

4) キーボード入力アクションを使用して、検索ボックスに 「AutoMate」と入力します。 
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5) 最後の 5 つ目のステップでは、Web インタラクションを使って、検索ボタンをクリックします。 

 

 

 

6) [保存して閉じる]をクリックすると、タスクビルダーにステップが追加されます。 
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 サンプル 3 位置インタラクション 

Web ブラウザの Microsoft Edge を起動し、アドレスバーに「https://www.sct.co.jp/」と入力して、キー

ボードの ENTER キーを押すサンプルを記載します。 

Web インタラクションが追加される前のバージョン 11.5 の AutoMate Plus/Ultimate 版をご利用の場合、

本サンプルを参考に Web ブラウザ操作を行ってください。 

 

1) [位置]インタラクションを使用して、タスクバーにある Edge のショートカットアイコンにマウスポ

インターを移動し、シングルクリックでブラウザを開きます。 

 

 

 

2) [Wait]アクションを使用して、Edge の新しいタブが開くまで処理を一時停止します。 
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3) [位置]インタラクションを使用して、Edge のアドレスバーにマウスポインターを移動し、左クリッ

クして、アドレスバーにフォーカスします。 
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4) [キーボード入力]アクションを使用して、Edge のアドレスバーに「https://www.sct.co.jp/」と入力

します。 

 

 

5) [キーボード入力]アクションを追加して、「https://www.sct.co.jp/」の Web サイトに移動するため

に、キーボードの ENTER キーを押します。 

 

 

6) [保存して閉じる]をクリックすると、タスク ビルダーにステップが追加されます。 
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お問い合わせはこちらまでご連絡ください。 

Email：automate@sct.co.jp 

 

 


