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1 はじめに 

本書は、AutoMate 11 を利用するためのユーザーガイドです。 

 

 

2 AutoMate 製品の構成と説明、用語説明 

本章では、AutoMate製品の構成と説明、用語説明について記載します。 

 

2.1 製品の構成と説明 

本項目では、AutoMate の製品構成について説明します。 

AutoMate デスクトップ版は、[AutoMate タスク アドミニストレーター]と[AutoMate タスク ビ

ルダー]から構成されます。 

 

【AutoMate タスク アドミニストレーター】 

AutoMate および各タスクの実行環境変更、ライセンス管理などを行います。 

アラートメール送信の際に使用する SMTPサーバーの指定、タスクのトリガー条件の変更、フォル

ダーの管理等も[AutoMate タスク アドミニストレーター]上で設定します。 

プログラムの一覧から[AutoMate 11 Task Administrator]を実行することで起動します。 

 

 

【AutoMate タスク ビルダー】 

AutoMate のタスクの組み立て、デバッグ実行を行います(デバッグ方法については『AutoMate 11 

ユーザーガイド デバッグ』をご参照ください）。 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]からタスクを選択し、トップパネルから[編集]をクリッ

クすると、[AutoMate タスク ビルダー]が別アプリケーションとして起動します。 

プログラムの一覧から[AutoMate 11 Task Builder]を実行することで[AutoMate タスク ビルダー]

を単体起動させることも可能です。 

 

※[AutoMate タスク アドミニストレーター]経由で起動する場合と異なり、[AutoMate タスク ビ

ルダー]単体で作成/保存した場合、通常デバッグ実行のみ有効であり、AutoMateのトリガー設定

や各種オプション機能は使用できません。タスク保存後、作成タスクを[AutoMate タスク アドミ

ニストレーター]にインポートすると、AutoMate トリガー等が設定できるようになります。  
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2.2 AutoMate用語説明 

本項目では、AutoMate の用語説明を記載します。 

 

【アクション】 

[AutoMate タスク ビルダー]上で定義できる”Excel ファイルを開く”、”プログラムを実行する”等

といった各々の動作を指します。アクションの集合がタスクになります。 

 

【タスク】 

1 つ以上のアクションから構成される一連の動作を指します。 

例えば、 

“データベースからデータを読み込む → Excel ファイルにデータを転記する → 転記されたデータ

別に異なる Excel ファイル名で保存する” 

といった業務の各ステップをアクションで設定し、自動化した一まとまりのものをタスクといいま

す。 

タスクの自動起動条件(トリガー)の付与、タスクの有効期限、実行オプション等の設定は、

[AutoMate タスク アドミニストレーター]から行います。 

 

【トリガー】 

タスクの自動起動条件です。スケジュールで実行、特定のフォルダーにファイルが追加されたら実

行など、当該タスクが実行される条件を規定できます。手動実行のみで、自動起動条件は設定しな

いことも可能です。[AutoMate タスク アドミニストレーター]から設定を行います。 

 

2.3 AutoMate Desktop のサービス/プロセス/ポート 

本項目では、AutoMate Desktop のサービス/プロセス/ポートを記載します。 

 

・サービス：AutoMate 11（AutoMate11） 

 

・プロセス：AutoMate 11 Task Service [AMTS.exe] 

AutoMate 11 Event Monitor [AMEM.exe] 

 

・TCPポート：11010, 11011 
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3 AutoMate タスク アドミニストレーターの起動 

本章では、[AutoMate タスク アドミニストレーター]の起動方法を記載します。 

 

① スタートメニューから、[AutoMate 11 Task Administrator]を選択し起動します。 

 

 

② AutoMate のアイコンが表示されてから、表示するまで時間がかかる場合があります。そのままお

待ちください。 

 

③ [AutoMate タスク アドミニストレーター]が起動します。 
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4 AutoMate タスク ビルダーの起動 

本章では、[AutoMate タスク ビルダー]の起動方法を記載します。 

 

[AutoMate タスク ビルダー]の起動方法には、 

(1) [AutoMate タスク アドミニストレーター]から起動する方法 

(2) プログラムの一覧から起動する方法 

の 2種類の方法があります。 

 

(1) [AutoMate タスク アドミニストレーター]から起動する方法 

 

① スタートメニューから、[AutoMate 11 Task Administrator]を選択し起動します。 

 

 

② AutoMate のアイコンが表示されてから、表示するまで時間がかかる場合があります。そのままお

待ちください。 

 

③ [AutoMate タスク アドミニストレーター]上のタスクを選択し、トップパネルから「編集」ボタ

ンをクリックします。 

 
 

④ [AutoMate タスク ビルダー]が起動します。 

 



8 

 

(2) プログラムの一覧から起動する方法 

 

① スタートメニューから、[AutoMate 11 Task Builder]を選択し起動します。 

 

 

② AutoMate のアイコンが表示されてから、表示するまで時間がかかる場合があります。そのままお

待ちください。 

 

③ [AutoMate タスク ビルダー]が起動します。 
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5 AutoMate 11 タスクアドミニストレーター メニューについて 

本章では、[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]の項目を記載します。 

 

 

① Navigation Bar (ナビゲーションバー) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面下部に表示され、[AutoMate タスク アドミニストレー

ター]の 4 つのメインページ：「Tasks (タスク)」「Calendar (カレンダー)」「Logs (ログ)」「Options (オ

プション)」にアクセスすることが可能です。表示中のタブは青文字で表示されます。 

 

 

② Top Panel (トップパネル) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面上部に表示され、ナビゲーションバーから「タスク」を

選択している場合、タスクの基本操作(作成、編集、実行等)に関連したボタンが表示されます。 

 

  

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 
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③ Side Panel (サイドパネル) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面左側に表示され、ナビゲーションバーから「タスク」を

選択している場合、「Connection Pain (コネクションペイン)」と「Managed Tasks Pane (タスク管理ペ

イン)」が表示されます。 

 
 

④ Main Panel (メインパネル) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面中央に表示され、主に操作を行うワークスペースです。 

 

 

⑤ Output/Execution Panel (出力/ステータスパネル) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面中央、メインパネルの下に表示され、ナビゲーションバ

ーから「タスク」を選択している場合、「Output Pane (出力ペイン)」と「Execution Status Pane (実行

ステータスペイン)」にアクセスすることが可能です。 

・「Output Pane (出力ペイン)」 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]で実行した履歴の一覧が表示されます。 

 

・「Execution Status Pane (実行ステータスペイン)」 

実行中の管理タスク一覧が表示されます。「停止」ボタンをクリックすると、実行中のタスクを終了で

きます。 
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⑥ Status Bar (ステータスバー) 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]画面最下部に表示され、フォルダーアイテムの総数、タスク

名などの[AutoMate タスク アドミニストレーター]に関する全般的な情報の確認や、ズーム率、パネル

の表示/非表示、グローバルトリガーオン/オフスイッチなどの基本的な操作が可能です。 
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5.1 タスク 

本項目では、「タスク」タブについて記載します。 

 

「タスク」タブでは、タスクの管理・設定を行います。 

 

 

(1)トップパネル 

タスクに関する基本的な操作ボタンが表示されます。 

 

トップパネル上で右クリックすると、トップパネルの表示形式を選択できます。デフォルトは「標

準」ですが、「コンパクト」を選択することで下記のように表示幅を縮小できます。 

 

 

・「新規」ボタンで、タスクを新規追加できます。 

 

＊AutoMateタスクの新規追加方法には、 

(1) [AutoMate タスク アドミニストレーター]から作成する方法 

(2) [AutoMate タスク ビルダー]から作成する方法 

の 2種類の方法があります。 

  

(1) 

(2) 

(3) 
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■(1) [AutoMate タスク アドミニストレーター]から作成する方法 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]で新規タスクを作成した場合、作成タスクは[AutoMate タ

スク アドミニストレーター]の管理タスクになり、デフォルトでは

<C:\ProgramData\AutoMate\AutoMate 11\Tasks>配下に追加されます。 

管理タスクの場合、AutoMate トリガーやオプションの設定ができます。 

 

① [AutoMate タスク アドミニストレーター]画面上のトップパネルから「新規」アイコンをクリ

ックします。 

 

 

② 新規タスクが追加されます。任意の名前を入力し、実行キーを押下します。 
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■(2) [AutoMate タスク ビルダー]から作成する方法 

[AutoMate タスク ビルダー]で新規タスクを作成した場合、作成タスクは[AutoMate タスク アドミニ

ストレーター]の管理対象外のタスクになり、デフォルトでは

<%USERPROFILE%\Documents\AutoMate 11 Tasks>配下に追加されます。 

管理タスクではない場合、AutoMate トリガーやオプションは設定できません。作成後のタスクを

[AutoMate タスク アドミニストレーター]にインポート後設定可能となります。 

 

① スタートメニューから、[AutoMate 11 Task Builder]を選択し起動します。 

 

 

② [AutoMate タスク ビルダー]が起動します。「ファイル」タブをクリックします。 

 

 

③ 「名前をつけて保存」をクリックします。「名前をつけてタスクを保存」ダイアログボックスが

表示されるので、任意の名称をつけて保存します。 
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・「編集」ボタンで、選択したタスクのアクションを編集できます。[AutoMate タスク ビルダー]が

起動します。 

 

・「実行」ボタンで、選択したタスクを実行できます。 

 

・「プロパティ」ボタンで、選択したタスクのトリガーやオプション設定を変更できます。 

 

①”<タスク名>”ステップを編集する 

管理対象タスクを編集画面が表示されます。[AutoMate タスク ビルダー]が起動します。 

②トリガーを編集する 

管理対象タスクの起動条件を設定できます。「追加」ボタンをクリックすると、設定可能なトリガ

ーの一覧が表示されます。 

  

③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

① ② 
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以下各トリガーの内容です。 

・スケジュール：設定された日付、時間、または間隔でタスクを起動します。 

・ファイル システム：ファイル/フォルダの追加、変更、削除によってタスクを起動します。 

・Window：ウィンドウの状態によってタスクを起動します。 

・キーボード：キーストロークの実行(特定のショートカットキーの実行)によってタスクを起動し

ます。 

・プロセス：プロセスのステータスによってタスクを起動します。 

・サービス：サービスのステータスによってタスクを起動します。 

・データベース：MS SQL/Oracleデータベースの操作または特定コマンドの実行によってタスク

を起動します。 

・イベント ログ：追加されたWindowsイベント ログの内容によってタスクを起動します。 

・パフォーマンス：システム/プロセスのしきい値によってタスクを起動します。 

・WMI：正常実行されたWQLクエリ/WMI イベントによってタスクを起動します。 

・SNMP トラップ：SNMP トラップによってタスクを起動します。 

・スタートアップ：AutoMate サービスの起動/ユーザーのログオンによってタスクを起動しま

す。 

・アイドル：一定時間操作がない場合にタスクを起動します。 

・SharePoint：SharePoint でのリストアイテムの操作によってタスクを起動します。このトリガ

ーは Plus/Ultimate 版、かつ SharePoint Server 2013 でのみ使用可能です。 

・Email：E メール メッセージの送受信によってタスクを起動します。 

 

トリガーの設定方法及び詳細な説明については「6.トリガー」をご参照ください。 

 

③詳細 

管理対象タスクに関する詳細情報を表示します。また、タスク名、関連付けられたタスクファイ

ルの場所、タスクトリガーを有効/無効にするかどうかなど、タスク設定の変更が可能です。 

④注記 

タスクに関する説明を記述できます。 
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⑤セキュリティ 

タスクの編集/手動実行やプロパティの閲覧/編集時にパスワード要求を行うよう設定できます。 

注：設定したパスワードはマスキングされて表示されます。設定したパスワードを紛失しないようご注

意ください。 

⑥ログオン 

タスクの実行ユーザーやロック/ログオフ時に自動ログオンさせるユーザーを指定できます。 

注：画面操作を必要とするタスクの場合、自動でログインしてタスクを実行させる際には、必ず「指定

したユーザーでログオン」を指定してユーザー/パスワード/(ドメイン)を設定してください。 

⑦エラー時 

タスクがエラーで失敗した際のメール通知設定を指定できます。 

⑧ロギング 

ロギングレベルや書き出し先ファイルを変更できます。 

⑨優先度 

タスクの排他制御を設定できます。 

⑩タイムアウト 

タスク開始から一定時間経過後に、エラーメッセージ「Task took too long to execute」を出力し

て、タスクを終了させることができます。 

⑪実行履歴 

タスクの実行日時や成功/失敗の履歴を表示します。  
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・「新規フォルダー」で、管理フォルダーを新規追加できます。 

 

・「…」ボタンで、追加の操作を選択できます。 

 

・名前を変更：選択されたアイテムの名前を変更します。 

・インポート：外部からエクスポートされたファイルをインポートします。 

・エクスポート：選択されたアイテムを外部へエクスポートします。ファイルは「.aml」の拡張子

で出力されます 

・切り取り：選択されたアイテムを切り取ります。 

・コピー：選択されたアイテムをコピーします。 

・すべて選択：表示されているアイテムをすべて選択します。 

・リフレッシュ：[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]の状態をリフレッシュします。 

・無効：選択されたアイテムを無効化します。 

・ヘルプ：バージョンやドキュメントを確認することができます。 

例） 

・「About」で AutoMateのバージョンを確認できます。 

・「コンテンツ」で AutoMateユーザーガイド(英語版)を確認できます。 
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(2)サイドパネル 

接続環境とタスクの管理画面が表示されます。 

 

・「コネクションペイン」では、TCP/IP で接続可能な AutoMate が導入されている複数の環境に接続

することができます。localhost 以外の環境に接続する場合は、「現在の接続」欄に IPまたはホスト名

を入力し、「接続」ボタンを押下します。接続済みの環境の場合は、「現在の接続」欄内のプルダウン

から接続先を選択することができます。 

 

 

・「タスク管理ペイン」では、登録されている環境上の管理フォルダーとサブフォルダーが表示さ

れ、ワンクリックで各フォルダーにアクセスすることができます。 
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(3)メインパネル 

管理フォルダーやタスクの AutoMateトリガー設定やオプション設定が可能です。 

 

表示形式は「ビュー」または「グループ」から変更できます。 

 

 

無効化タスクはグレーアウトして表示されます。 

 

 

前回実行時に失敗したタスクは赤文字で表示されます。 

 

 

トリガーが設定されている場合、対象のトリガーアイコンが表示されます。 

下記図では、「スケジュール」トリガーが設定されています。 

 

  

検索 戻る/進む 

ビュー形式の変更 

グループ形式の変更 

管理フォルダーとタスク 
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5.2 カレンダー 

本項目では、「カレンダー」タブについて記載します。 

 

「カレンダー」タブでは、過去のタスク実行履歴、実行予定を確認できます。 

日、週、月ごと等、任意の範囲を指定してイベントを確認できます。 

 

 

(1)メインパネル 

実行済みタスクと、スケジュール実行予定のタスク一覧を確認できます。 

 

メインパネル上部のボタンで表示形式/間隔を変更することができます。また、表示対象のタスクを

フィルターすることも可能です。 

 

 

・「日」では、当日 24 時間のタスク実行履歴及び実行予定タスクを表示します。 

 

・「週」では、当週のタスク実行履歴及び実行予定タスクを表示します。表示形式は、日曜から土曜

までの 1週間(7日間)を表示する「週」または土日を除いた稼働日(5 日間)を表示する「週の稼働日」

のいずれかの形式を選択できます。 

 

・「月」では、当月のタスク実行履歴及び実行予定タスクを表示します。 

 

・「タイムスケール」では、表示間隔を選択できます。デフォルトは、15 分です。 

(1) 
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・「状態」では、表示するタスクの種類を変更できます。例えば、失敗したタスクと実行予定のタス

クのみ表示させたい場合は「失敗」と「予定」を選択します。 

 

各イベントをダブルクリックすることで、実行時間・結果などの詳細を確認できます。 
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5.3 ログ 

本項目では、「ログ」タブについて記載します。 

 

タスクイベント、システムイベント、監査イベントに関する情報を管理します。 

 

 

(1)メインパネル 

操作履歴を確認できます。またメインパネル上部のアイコンでは、ログのエクスポートや、期間/タ

スクによって表示対象をフィルターすることが可能です。 

 

 

・「プリント/エクスポート」では、表示されている操作履歴を印刷または外部ファイルに出力するこ

とができます。ファイルの出力形式は「Export」ボタンのプルダウンから選択できます。 

 

(1) 

(2) 
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・「列」では、表示する項目を選択することができます。 

 

・「開始日時/終了日時」では、表示する履歴の期間を指定することができます。日時指定欄の▼アイ

コンをクリックすると、カレンダーから指定日時を設定できます。 

なお、ログの保持期間はログファイルのサイズによって定義されているため、サイドパネルで指定し

たイベントによって指定可能な期間が異なります。ログの保持期間については<5.4.2 システム設定>

のログ管理を参照してください。 

 

 

(2)サイドパネル 

AutoMate サービスの起動履歴やタスクの実行履歴などの詳細情報を確認できます。 

 

・「タスクイベント」では、タスクの開始/終了日時、タスク名、結果など実行されたタスクの詳細情

報を確認できます 

 

・「システムイベント」では、タスクサービスの自動起動とシャットダウン、タスクの開始/停止、ト

リガーの有効化/無効化などシステム全体に影響する情報を確認できます 

 

・「監査イベント」では、タスクの作成、削除、名前の変更などを確認できます。 

また、タスクサービスが接続/切断されたとき、または特定のタスクがワークステーションにログオ

ンしたときにもログに記録されます 
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5.4 オプション 

本項目では、「オプション」タブについて記載します。 

 

AutoMate の実行環境に関する各種設定を行います。 
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5.4.1 設定 

[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]の全体的な「ルック・アンド・フィールド」を設定で

きます。タスクの失敗時にサウンドを再生するかどうか、新しいタスクを作成するときにタスクの追

加ウィザードを使用するかどうか等が設定できます。設定値は AutoMate接続ユーザー毎に固有で

す。 
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5.4.2 システム設定 

[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]の管理タスクに関するオプション設定を管理できま

す。設定値はコンピューターごとに固有です。 

 

(1)タスクサービス 

 

タスクサービスに関するプロパティを設定できます。 

 

・AutoMate タスクサービス HTTPポート： 

タスクサービスが接続するデフォルトの HTTP ポートを設定（HTTP 通信を必要とするアクショ

ン用)します(デフォルト値は「11011」)。 

 

・AutoMate タスクサービス TCP/IPポート： 

タスクサービスが接続するデフォルトの TCP/IPポートを設定(デフォルト値は「11010」)しま

す。 

 

・デフォルトの管理タスクの場所： 

新しい管理タスクが作成された際に格納される場所を設定します。 

オペレーティングシステムによって異なる場合があります。デフォルトではシステム上すべてのユ

ーザーがアクセスできる場所に格納されます。 

別の場所を選択するには、フォルダーアイコンをクリックして目的の場所に移動するか、目的の場

所のパスをテキストボックスに入力します。 

注：ネットワークの場所をデフォルトの管理タスクの場所として指定する場合は、マップされたドライ

ブ文字を使用することができません。UNC(Universal Naming Convention)パスを使用して指定します。

例)「X:\pathname\」⇒「\\servername\pathname\」 

  

(1) (2) (3) (4) 

(5) 

(9) 

(13) 

(6) 

(10) 

(7) 

(11) 

(8) 

(12) 

file://///servername/pathname/
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(2)インジケーター 

 

インジケータウィンドウの表示設定を管理できます。 

 

デフォルトでは、ローカルコンピューター上でタスクが実行されると、タスクの進捗状況を示す小さ

なインジケータウィンドウが表示されます（下記画面)。 

実行中のタスクを直ちに停止するためのタスク停止リンク[Stop Task]も含まれています。 

 
 

・トレイに AutoMate アイコンを表示する： 

システムトレイ AutoMate アイコンの表示に関して設定します。 

・「常時(デフォルト)」 AutoMate アイコンを常に表示します。 

タスク実行中はアイコンが緑色に変わります。実行中のタスクの合

計数と待機しているタスクの総数に関する情報は、アイコンの上に

マウスを置くことで表示できます。 

・「タスクの実行中のみ」 タスクが実行中の場合にのみアイコンを表示します。 

タスクが実行されていないときは、アイコンは表示されません。 

・「しない」   システムトレイにアイコンを表示しません。 

 

・タスクの実行中に[実行中のタスク]ウィンドウを表示する： 

タスク実行時、画面上にインジケータウィンドウを表示するかどうかを設定します。デフォルトで

は有効化されており、インジケータウィンドウは画面右下隅に半透明で表示されます。 

無効にするとインジケータウィンドウは表示されず、タスクはサイレントモードで実行されます。 

＊このパラメータを有効にすると、以下の他のパラメータが有効になります 

・[実行中のタスク]ウィンドウにタイトルバーを表示する： 

有効にすると、[実行中のタスク]ウィンドウに標準のウィンドウタイトルバーが表示されま

す。表示されたウィンドウは、画面上の別の位置にドラッグすることができます。 

無効にすると（デフォルト）、インジケータウィンドウにはタイトルバーが表示されず、 

固定の場所に表示されます。 

＊このパラメータは「タスクの実行中に[実行中のタスク]ウィンドウを表示する」が有効な場

合のみアクティブになります  
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・[実行中のタスク]ウィンドウを常に上にする： 

有効にすると（デフォルト）、[実行中のタスク]ウィンドウは同じエリアに表示される他のウィ

ンドウよりも前面に表示されます 

無効にすると、インジケータウィンドウは、別のウィンドウが通常表示される画面領域を占め

ている場合、バックで表示されます。 

＊このパラメータは「タスクの実行中に[実行中のタスク]ウィンドウを表示する」が有効な場

合のみアクティブになります 

＊「[実行中のタスク]ウィンドウにタイトルバーを表示する」が有効になっている場合、バッ

グで表示されているインジケータウィンドウも最前面に移動させることができます 

・透明なウィンドウを使用する： 

有効にすると（デフォルト）、インジケータウィンドウは半透明で表示されます。 

＊このパラメータは「タスクの実行中に[実行中のタスク]ウィンドウを表示する」が有効な場

合のみアクティブになります 

 

・実行中タスク中断ホットキー： 

実行中のタスクを中断するために使用されるホットキーを設定します。 

デフォルトは[Ctrl+Alt+End]ですが、任意のホットキーの組み合わせを入力することで変更できま

す。 

＊実行中のタスクウィンドウを表示するかどうかに関わらず、設定したホットキーを使用して実行

中のタスクを停止することができます 

 

 

(3)リモート管理 

 

他の AutoMate クライアントからローカルの AutoMateへのリモート操作を許可することができま

す。 

他の AutoMate クライアントにローカルの AutoMateの管理を許可させる場合、リモート管理を有効

化し、接続用のパスワードを設定します。なお、セキュリティ上の理由からリモート管理はデフォル

トでは無効になっています。 

 

・リモート管理を許可する： 

有効にすると、他の AutoMate クライアントからのローカルの AutoMateのリモート管理を許可し

ます。 

＊このパラメータを有効にすると以下のパラメータが有効になります 

・「パスワード」  ローカルの AutoMateに接続するためのパスワードを設定します。 

・「パスワード(確認用)」 パスワードを再入力します。  



30 

 

(4)ログ管理 

 

ログセッションに格納されている情報を管理します。 

 

・テキストログを有効化する： 

有効にすると（デフォルト）、タスク、監査およびシステムイベントを別々のテキストファイルに

記録します。 

これらのファイルの内容は、[AutoMate タスク アドミニストレーター]ナビゲーションバーの「ロ

グ」タブか、標準のテキストエディタから確認できます。 

＊このパラメータを有効化すると、以下のパラメータが有効になります 

・タスク ログ ファイルの場所： 

タスクイベントを記録する場所を指定します。デフォルトの場所はオペレーティングシステム

によって異なります。 

[Windows10, WindowsServer2016の場合] 

C:\ProgramData\AutoMate\AutoMate 11\Logs\AutoMate11TaskEvents.txt 

別の場所を指定するには、フォルダーアイコンをクリックして目的の場所に移動するか、パスとフ

ァイル名をテキストボックスに手動で入力します。任意の場所を入力することでデフォルトの場所

が自動的に上書きされます。 

タスクログファイルに記録するデータを指定します。（全てデフォルトで有効） 

・タスクの開始…………………タスクの開始日時が記録されます 

・タスクの終了…………………タスクの終了日時が記録されます 

・ステップの開始…各ステップの開始日時が記録されます 

・ステップの詳細………………各ステップの詳細情報が記録されます 

・ステップの終了……各ステップの終了日時が記録されます 

＊このパラメータはテキストログを有効にした場合のみ有効です 

・監査ログファイルの場所： 

監査イベントを記録する場所を指定します。デフォルトの場所はオペレーティングシステムに

より異なります。 

[Windows10, WindowsServer2016の場合] 

C:\ProgramData\AutoMate\AutoMate 11\Logs\AutoMate11AuditEvents.txt 

別の場所を指定するには、フォルダーアイコンをクリックして目的の場所に移動するか、パスとフ

ァイル名をテキストボックスに手動で入力します。任意の場所を入力することでデフォルトの場所

が自動的に上書きされます。 

＊このパラメータはテキストログを有効にした場合のみ有効です  



31 

 

・システム ログ ファイルの場所： 

システムイベントを記録する場所を指定します。デフォルトの場所はオペレーティングシステ

ムにより異なります。 

[Windows10, WindowsServer2016 の場合] 

C:\ProgramData\AutoMate\AutoMate 11\Logs\AutoMate11SystemEvents.txt 

別の場所を指定するには、フォルダーアイコンをクリックして目的の場所に移動するか、パスとフ

ァイル名をテキストボックスに手動で入力します。任意の場所を入力することでデフォルトの場所

が自動的に上書きされます。 

システムログファイルに記録するデータを指定します（全てデフォルトで有効） 

・詳細情報……システムイベントの詳細情報が記録されます 

・概要…………システムイベントの簡易情報（概要）が記録されます 

・警告…………警告が記録されます 

・エラー………エラーが記録されます 

＊このパラメータはテキストログを有効にした場合のみ有効です 

・次のとおりログをトリミングする： 

自動的にトリミングされるサイズやパーセンテージを指定します。指定したサイズでトリミン

グが開始され、そのサイズを維持するために定期的に実行されます。デフォルト値は

5000KB、25%です。 

変更する際は上/下矢印を使用するか、任意の値をテキストボックスに入力してください。 

＊このパラメータはテキストログを有効にした場合のみ有効です 

 

・データベースロギングを有効化する： 

有効にするとログが外部データベースに書き込まれます（デフォルトは無効）。「設定」ボタンで接

続先データベースを設定できます。 

＊既存データベースのみ指定可能です 

AutoMate はログの開始時にデータベース内のテーブルを自動的に作成し管理します。 

ログは[AutoMate タスク アドミニストレーター]の AutoMateEventViewerで表示するかデータベ

ースサーバーから照会できます 

＊このパラメータを有効化すると、以下のパラメータが有効になります 

・AutoMate のイベントログを自動的にトリミングする： 

有効にすると、ログは自動的にデータベースでトリミングされます。トリミングする時間、日

または月を設定しその値によりトリミングが実行されます(デフォルトは 6 ヶ月です)。 

＊このパラメータはデータベースログを有効にした場合のみ有効になります 
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(5)バックアップと復元 

 

アーカイブファイル（.ama）に管理タスクやオプションの設定値のバックアップを取得できます。 

データを定期的にバックアップすることでコンピューターに何らかの事態が発生した場合に、データ

の損失を防ぐことができます。 

複数のコンピューターで作業する場合、特定のタスクのバージョンを変更する場合などに重要な

AutoMate ファイルをあるコンピューターから別のコンピューターに転送する場合にも使用できま

す。 

全てのアーカイブファイルは復元機能を使用して復元が可能です。 

 

[実行するアクション：] 

・バックアップ……バックアップを実行します。 

・復元………………以前のバックアップを復元します。 

 

＜バックアップの環境設定＞ 

・アーカイブの場所（ローカルコンピュータのみ）： 

バックアップファイル(.ama)を保存する場所を指定します。 

[デフォルト] 

%USERPROFILE%\Documents\AutoMate 11 backup.ama 

別の場所を指定するにはフォルダーアイコンをクリックして指定するかテキストボックスにパスと

ファイル名を入力します。 

 

・タスクとトリガーのバックアップ： 

有効にすると（デフォルト）、タスクとそれに関連付けられたトリガーの両方がバックアップされ

ます。 

 

・定数とシステム環境設定を含める： 

有効にすると、定数とシステム設定がバックアップされます（デフォルトは無効）。 

 

・バックアップ： 

バックアップ設定を設定後、このボタンをクリックしてバックアップを実行します。 
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＜復元の環境設定＞ 

・アーカイブの場所（ローカルコンピュータのみ）： 

復元するバックアップファイル(.ama)の場所を指定します。 

[デフォルト] 

%USERPROFILE%\Documents\AutoMate 11 backup.ama 

別の場所を指定するにはフォルダーアイコンをクリックして指定するかテキストボックスにパスと

ファイル名を入力します。 

 

・タスクとトリガーの復元（現在のタスクを上書きする）： 

有効にすると（デフォルト）、タスクとそれに関連付けられたトリガーが復元されます。 

 

・定数とシステム環境設定の復元： 

有効にすると、定数とシステム設定が復元されます（デフォルトは無効）。 

 

・復元： 

復元設定を設定後、このボタンをクリックして復元処理を実行します。 

 

 

(6)イベント モニター ユーザー 

 

イベント モニターが使用するユーザー コンテキストを設定します。 

 

・イベント モニターのユーザー コンテキスト： 

・最初にログオンしたユーザー……コンピューターに最初にログオンした 

ユーザーのコンテキストを使用します（デフォルト）。 

・コンソール…………………………コンソールユーザーのコンテキストを使用します。 

・指定されたユーザー（以下で指定）……指定されたユーザーのコンテキストを使用します。 

・イベントモニターのユーザー名： 

コンテキストを使用するユーザー名を指定します。 

指定するユーザー名は、ログオンプロパティで使用されてい

るユーザー名と一致する必要があります 

注：大文字と小文字は区別されます。 

・無効…………………………………ユーザーコンテキストの使用が無効になります。 
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(7)定数 

 

定数の作成・定義ができます。 

定数は、変数と同様にタスクのデータを表すために使用されます。ただし、変数とは異なりタスク間

で同じ値を維持し、実行中のタスクから値を変更することはできません。 

作成・定義した定数は、エクスプレッションビルダーの[Constants]に表示されます。 

 

[定数設定セクション：] 

・名…………定数名が表示されます。タスク内で参照されます。 

注：定数名の指定は以下制約に準拠します。 

・文字で始まること 

・使用可能文字は、文字と数字のみで、特殊文字は含まないこと 

・スペースを含まないこと 

・値…………定数に含まれる値が表示されます。 

・コメント…定数に関する記述が登録されている場合表示されます。 

コメントは参照時の説明としてのみ機能し、実際の定数自体には影響しません。 

・有効………定数の有効/無効を設定できます。チェックを外すと定数は無効になります。 

 

[使用可能なボタン：] 

・新規：新しい定数を追加します。 

・変更：既存の定数を選択し「変更」をクリックすると、選択した定数の編集ができます。 

・消去：既存の定数を選択し「消去」をクリックすると、選択した定数を削除できます。 

 

 

(8)SQL接続 

 

データベースに接続するために必要な SQL接続定義を作成します。 

 

[SQL接続設定セクション：] 

・名前………SQL接続定義名が表示されます。プロパティ内で参照されます。 

・値…………SQL接続定義に含まれる値が表示されます。 

  設定値： 

・データリンク： 

データリンクのプロパティウィンドウを開き SQL接続定義を作成します。  
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・マニュアル： 

テキストボックスに手動入力して SQL接続定義を作成します（デフォルト）。 

・プレーンテキストとして保存する： 

SQL接続定義の暗号化の有無を設定します。有効にすると（デフォルト）、AML ビ

ューとレジストリは平文で保存されます。無効にすると、AML ビューとレジスト

リは暗号化されます。 

・コメント…SQL接続定義に関する記述が登録されている場合表示されます。 

コメントは参照時の説明としてのみ機能し、実際の定義自体には影響しません。 

・有効………SQL接続定義の有効/無効を設定できます。 

チェックを外すと定義は無効になります。 

 

[使用可能なボタン：] 

・新規：新しい SQL 接続定義を追加します。 

・変更：既存の SQL 接続定義を選択し「変更」をクリックすると、 

選択した定義の編集ができます。 

・消去：既存の SQL 接続定義を選択し「消去」をクリックすると、 

選択した定義を削除できます。 

 

 

(9)負荷管理 

 

同時実行を許可するタスクの総数や、実行待ち行列に投入できるタスクの総数を管理できます。 

 

・同時実行タスクの最大合計数： 

設定した数に達するとタスクは開始されず、実行中のタスク数がこの値を下回るまで「待機中のタ

スク」キューに投入されます。デフォルトは 20 です。 

 

・キューに入れることができるタスクの最大合計数： 

実行待ち行列に投入できるタスクの総数を指定します。投入されたタスクは、先入れ先出しで実行

されます。デフォルトは 15です。 
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(10)SNMP 

 

SNMPのためのファイルの場所および設定を指定できます。 

この設定は、SNMPアクションおよび SNMPトリガーで使用されます。 

 

・MIB ファイルの場所： 

.mib ファイルの場所を指定します。 

 

・ローカル ポートのトラップをリッスンする： 

SNMPトラップをリッスンするローカルポートを指定します。デフォルトは 162 です。 

 

 

(11)サービスユーザー 

 

共有ネットワークやセキュリティ保護されたリソースにアクセスできるユーザーがローカルユーザー

と異なる場合、指定されたユーザーで実行ユーザーを偽装することができます。 

ブランク（デフォルト）の場合、タスクは AutoMateサービス起動時のローカルユーザーで実行され

ます。 

注：通常、この設定はブランクの状態で AutoMate を稼働させるようにしてください。 

 

・サービス ユーザー名： 

ユーザー名を指定します。ユーザー名/ドメインの組み合わせ(i.e. sparky@networkautomation.com)

で指定することもできます。 

 

・サービス ユーザー パスワード： 

指定したユーザーのパスワードを設定します。パスワードが無い場合は空白で設定できます。 

 

・サービス ユーザー ドメイン/マシン名： 

ユーザーが属しているドメインまたはマシン名を指定します。 

ユーザー名にドメインが含まれていない場合、マシンのワークグループが１つだけの場合は空白に

することができます。 

  



37 

 

(12)実行 

 

タスクの実行速度や実行時のウィンドウの表示制限を管理します。 

 

・タスク実行速度： 

1 ステップ毎の遅延時間を設定できます（ミリ秒単位）。デフォルト値は 0ミリ秒(遅延なし)です。

遅延時間を指定すると、デバッグ実行、トリガー実行に関わらずタスクの実行速度を制限します。 

 

・Windowsフォアグランドタイムアウトを無効にする： 

チェックが入っていない場合（＝「Windows フォアグランドタイムアウト」が有効。デフォル

ト）、タスク実行時に人間の操作を妨げないようにウィンドウをバックグラウンドで起動し、タス

クトレイで点滅させます。これによりタスク実行中にユーザーがフォーカスを奪うことを防ぎま

す。 

チェックを入れた場合、この「Windows フォアグランドタイムアウト」制御は無効になります。 

注：通常、この設定はチェックを入れた状態で AutoMateを稼働させるようにしてください。 

 

 

(13)休日 

 

地域ごとの休日や独自のイベント日などを作成・削除・編集できます。 

 

・カテゴリー： 

指定したい地域を選択します。 

カスタムの設定を行う場合は「追加」でカスタム設定を作成できます。削除・編集する場合はカテ

ゴリーを選択し、「削除」または「編集」をクリックします。 

 

・祝日の名前： 

カテゴリーで選択した項目に対応する休日の名前と日付を指定します。 

カテゴリーと同様「追加」「削除」「編集」ボタンで値の追加・削除・編集が可能です。 
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5.4.3 デフォルト プロパティ 

[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]の管理タスクに関するデフォルト設定を管理できま

す。ここで設定した項目は、各タスクのデフォルト設定として継承され、ここを変更することにより

一括で変更を反映できます。設定値はコンピューターごとに固有です。 

 

(1)デフォルト ユーザー 

 

タスクでログオンユーザーが指定されていない場合のデフォルトユーザーを設定できます。 

 

・デフォルト ユーザー名： 

デフォルトユーザーの名前を指定します。 

 

・デフォルト ユーザーパスワード： 

デフォルトユーザーのログオンパスワードを指定します。パスワードが無い場合は空白で設定でき

ます。 

 

・デフォルト ユーザードメイン/マシン名： 

デフォルトユーザーのドメインまたはマシン名を指定します。ユーザー名にドメインが含まれてい

ない場合、マシンのワークグループが１つだけの場合は空白にすることができます。 

 

 

(2)Email 

 

エラーが発生した際メール通知に使用するメールサーバーを設定できます。 

通知メッセージが有効になっている場合に使用されます。 

 

・SMTP： 

・サーバー：STMP サーバーの IPまたはホスト名を指定します。 

・ポート：ポート番号を指定します。デフォルトは 25 です。 

・認証タイプ：認証タイプを指定します。 

・セキュリティ：SSLの有無を指定します。  

(1) (2) (3) (4) 
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・Microsoft Exchange： 

・プロトコル：Exchangeサーバープロトコルの設定をします。 

・メールアドレスまたはユーザーネーム：Exchange に接続するための Eメールアドレスを指定し

ます。 

・パスワード：パスワードを指定します。 

・ドメイン（オプション）：Exchange サーバーのドメインを指定します。 

・サーバー：接続する Exchange サーバーを指定します（server.domain.com）。Office365 の場合、

outlook.office365.com になります。 

・無効なサーバー証明書を無視する：チェックを入れた場合、無効または期限切れの SSL サーバー

証明書が検出されても無視されます。チェックが入っていない場合（デフォルト）、無効なサー

バー証明書が見つかった時にはサーバー上のセキュリティ証明書が無効であることを示すエラー

を表示させます。 

＊プロトコルタイプパラメータが[EWS（Exchange 2007 以降、オンライン）]に設定されている場合にのみ使用

できます 

・認証タイプ：認証タイプを指定します。 

＊プロトコルタイプパラメータが[WEBDAV（Exchange 2003,2007）]に設定されている場合にのみ使用できま

す 

 

・なし： 

デフォルトのメールサーバーを指定しません。 

 

 

(3)プロキシ 

 

インターネット関連のアクションが実行されるときに使用するデフォルトのプロキシサーバーを指定

できます。 

 

・プロキシ タイプ： 

プロキシタイプを指定します。「なし」（デフォルト）を選択している場合、個別に設定されていな

い場合 TCP/IP 通信にプロキシを使用しません。 

・プロキシ ホスト： 

使用するプロキシのホスト名またはホストアドレスを指定します。 

＊このパラメータは「プロキシ タイプ」で「なし」以外を選択した場合のみアクティブになり

ます  
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・プロキシ ポート： 

使用するプロキシサーバーのポートを指定します。デフォルトは 1028 です。 

＊このパラメータは「プロキシ タイプ」で「なし」以外を選択した場合のみアクティブになり

ます 

・認証を使用する： 

チェックを入れた場合、指定されたユーザー/パスワードでプロキシ要求を認証します。チェッ

クを入れない場合（デフォルト）、認証なしでプロキシサーバーへ接続します。 

＊このパラメータは「プロキシ タイプ」で「なし」以外を選択した場合のみアクティブになり

ます 

＊このパラメータを有効にすると、以下の他のパラメータが有効になります 

・ユーザーID：プロキシサーバーへの認証に使用するユーザーを指定します。 

・パスワード：プロキシサーバーへの認証に使用するユーザーのパスワードを指定します。 

 

 

(4)タスクエラー 

 

タスクがエラーで失敗した際のメール通知設定を指定できます。 

注：[オプション]→[デフォルト プロパティ]→[Email]でメール通知に使用する SMTP サーバー情報が登

録されている必要があります。 

 

・すべてのタスクについて E メールでエラーを通知する： 

有効にすると、タスクのエラー時にメールで通知します。 

＊このパラメータを有効にすると、以下の他のパラメータが有効になります 

・To：エラー通知の送信先メールアドレスを指定します。 

複数のメールアドレスを指定するにはセミコロン「;」で区切ります。 

・From：エラー通知メールの送信元メールアドレスを指定します。 

・タスクファイルを添付する：チェックを入れた場合（デフォルト）、メールにタスクファイルを

添付します。 

 

・エラー時にタスクを実行する： 

エラー時に実行するタスクを指定できます。 
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5.4.4 ライセンス 

AutoMate のライセンス管理を行います。 

ライセンスキーの適用の他、マシン名/ハードウェア ID/ライセンスキー/有効期限などが確認できま

す。 

 

 

ライセンスキーの申請/適用手順については、それぞれ『AutoMate ライセンスキー申請手順書』、

『AutoMateライセンスキー適用手順』をご参照ください。 
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6 トリガー 

本章では、トリガーの設定方法及び各トリガーの内容について記載します。 

 

6.1 トリガーの設定(任意) 

本項目では、トリガーの設定方法について記載します。 

トリガーは複数条件を設定することができ、設定されたトリガーはOR条件として評価されます。 

以下トリガーの設定方法です。 

 

1) タスクのプロパティ、またはタスクを右クリックして表示されるコンテキストメニューから

[トリガーを編集する]をクリックすると、以下の画面が表示されます。下記画面の状態で「追

加」ボタンをクリックします。 

 

 

2) 「追加」ボタンをクリックすると、設定可能なトリガーの一覧が表示されます。 
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3) 下記は[ファイル システム]を選択した場合の例です。条件を指定します。 

トリガー条件を設定し終えたら、[OK]をクリックします。 

 

 

4) [OK]ボタンをクリックすると以下のようにトリガーが追加されたことを確認することができ

ます。 

さらにトリガーを追加する場合は、[追加]をクリックし、手順 1)に戻ります。 

トリガーの設定を終了する場合は、[戻る]をクリックします。 
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6.2 トリガーの詳細 

本項目では、各トリガーの設定内容などについて記載します。 

 

 

注意：ライセンスされていないトリガーはグレーアウトして表示され、ダブルクリックするとエラーに

なります。 

 

(1)スケジュールトリガー 

スケジュールトリガーでは指定された日付、時刻、または間隔でタスクを起動します。 

また、スケジュールトリガーには再スケジュール機能も含まれており、サーバー/ワークステーションの

電源が切れている、または応答しない AutoMate Task Serviceが原因でスケジュールされた日時に起動で

きなかったタスクを処理することができます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

インターバル テキスト(選択式) スケジュールの基準となる時間の間隔を設定します。

例えばタスクを毎日実行する必要がある場合は、

[日]、週に 1 回金曜日に実行する必要がある場合は、

[週の特定の日]、月に 2 回実行する必要がある場合

は、[月の特定の日]を選択します。パラメータは、選

択した間隔によって異なります。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・日-X 日ごとに 1 回起動します([除外]プロパティで

設定された除外に一致する日付/時刻を除く) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
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・時間-X 時間ごとに 1 回起動します([除外]プロパテ

ィで設定された除外に一致する日付/時刻を除く) 

・分-X 分ごとに 1 回起動します([除外]プロパティで

設定された除外に一致する日付/時刻を除く) 

・秒-X 秒ごとに 1 回起動します([除外]プロパティで

設定された除外に一致する日付/時刻を除く) 

・週の特定の日-指定した日に X 週間ごとに 1 回起動

します([除外]プロパティで設定された除外に一致す

る日付/時刻を除く) 

・月の特定の日-指定した日に X か月ごとに 1 回起動

します([除外]プロパティで設定された除外に一致す

る日付/時刻を除く) 

・カスタム-タスクは指定されたカスタム日付と時刻

で実行されます。タスクが自動的に再スケジュール

する定期的な間隔がない場合は、このオプションを

使用します 

・休日-タスクは、指定の休日に実行されます 

毎 数字 [インターバル]パラメータで選択されたオプション

に対応する数値を設定します。 

次の開始日 日付/時刻 このトリガーが最初に起動する日付/時刻を設定しま

す。また、特定の間隔で実行するように設定されてい

るタスクの相対的な起動日時を決定します。現在の日

付と時刻を使用するには、[今]をクリックします。こ

れにより、タスクが保存されるとすぐに除外設定関係

なくトリガーされます。 

注意：カスタム日付が選択されている場合、このパラ

メータは存在しません。 
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除外 

プロパティ タイプ 説明文 

次の日付は除外する - 現在のスケジュールから除外する特定の間隔を選択

します。例えば、特定の曜日(例:火曜日を除外)、特定

の日(例:毎月 1 日を除外)といった形で指定できます。 

除外を設定するには、[追加]ボタンをクリックし、[起

動しない特定の時間または日付を選択してください]

パラメータで除外のタイプを選択します。表示される

エントリは、選択されている間隔によって異なる場合

があります。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・特定の日に-タスクは指定された日に実行されませ

ん。[式]チェックボックスを有効にして、日付式を

入力することができます。[今日]ボタンを押して、

今日を除外することができます。[From]および[To]

パラメータに目的の時間範囲を入力します 

・特定の時間帯に-タスクは指定された時間範囲の間

は実行されません。[From]および[To]パラメータ

に、省略したい時間範囲を入力します。[式]チェッ

クボックスを有効にして、時間の式の入力すること

ができます 

・週の特定の日に-タスクは指定された曜日には実行

されません。省略したい曜日にチェックを追加しま

す。[From]および[To]パラメータに、省略したい時

間範囲を入力します。[式]チェックボックスを有効

にして、時間の式の入力することができます 

・月の特定の日に-タスクは指定された月の日に実行

されません。このオプションを選択すると、より具

体的なオプションを選択できます。[From]および

[To]パラメータに、省略したい時間範囲を入力しま

す。[式]チェックボックスを有効にして、時間の式

の入力することができます 
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  ・休日-タスクは選択した特定の休日には実行されま

せん。休日は、[システム]-> [オプション]-> [休日]タ

ブに移動してカスタマイズできます。[From]および

[To]パラメータに、省略したい時間範囲を入力しま

す。[式]チェックボックスを有効にして、時間の式の

入力することができます 

注意：複数の除外が指定されている場合、OR 条件が

適用されますが、除外された間隔のどの条件に到達し

てもタスクは実行されません。 

 

終了日 

※終了日を指定すると、指定された日付にスケジュール起動が自動的に無効となります。 

プロパティ タイプ 説明文 

終了日 日付/時刻 有効にすると、選択した日付/時刻が発生するとトリ

ガーが自動的に無効になります。トリガーアクティビ

ティをすぐに終了するには、[今]をクリックします。 

 

再スケジュール 

プロパティ タイプ 説明文 

起動が遅れた場合 - スケジュールトリガーが遅れた場合に何をするかを

指定します(スケジュールトリガーの起動が遅れる場

合、コンピューターの電源がオフになっているか、

AutoMate サービスが停止していることが原因です)。

使用可能なオプションは次のとおりです。 

・直ちに実行する-有効にすると、システムが利用可

能になるとすぐにトリガーが起動します 

・無視して再スケジュールする-有効にすると、シス

テムが利用可能になったときにトリガーが起動せ

ず、以下のトリガーパラメータセットの再スケジュ

ールで選択したオプションに関連してそれ自体を再

スケジュールします 

・トリガーを無効にする-トリガーは無効になり、ト

リガーされません 

トリガーを再スケジュー

ルする 

- 選択する再スケジュールオプションを指定します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 
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・元の予定時刻を基準にする-トリガーは、起動する

ように設定された元のスケジュールを基準にして再

スケジュールされます 

・起動した時間に合わせる-トリガーは、起動された

時間を基準に再スケジュールされます 

・トリガーを無効にする-トリガーは無効になり、ト

リガーされません。通常のスケジュールどおりに実

行するには、ユーザーが再度有効にする必要があり

ます 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定すると、トリガーは作成時にすぐに有効

になります。[いいえ]に設定すると、トリガーは手動

で有効にするまで無効のままになります。 
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(2)ファイル システムトリガー 

指定したフォルダーで 1 つ以上のファイルが追加、変更、または削除されたときに、タスクを起動しま

す。また、ファイル数が指定された量を超えた場合、1 つのファイルサイズが指定された量を超えた場合、

または監視対象フォルダーの合計サイズが指定された量を超えた場合にも、実行をトリガーできます。 

 

注 1：ターゲットシステムがドメインの一部であり、AutoMateが存在するコンピューターに監視対象の

リモートフォルダーへの読み取りアクセス権がある場合にのみ、ネットワークドライブと共有で機能し

ます(ユーザーの指定は[ユーザー]タブにて指定可能です)。ネットワークフォルダーは、マップされたド

ライブの代わりにUNCパスを介して指定する必要があります。 

(例:Z:\PathName\FolderName は\\ServeNname\PathName\Foldername) 

 

注 2：トリガー対象となるファイルが同時に 20 以上発生する可能性がある場合は、システムの負荷を制

御するため、代わりにスケジュールトリガーを使用したバッチ処理を検討してください。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

フォルダー テキスト このトリガーが監視するフォルダーを設定します。フ

ォルダーアイコンをクリックして監視するフォルダ

ーに移動するか、テキストボックスにフルパスとフォ

ルダー名を手動で入力することで設定可能です。 

サブフォルダーを含む はい・いいえ [はい]に設定した場合、ターゲットフォルダー([フォ

ルダー]パラメータで指定)に存在するサブフォルダ

ーも監視されることを指定します。[いいえ]に設定す

ると、サブフォルダーは無視されます。 

ファイルがアクセス可能

になるのを待つ 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、ターゲットファイルがアクセ

ス可能になり、「ロック」状態でなくなるまでトリガ

ーがタスクの実行を遅らせることを指定します。アク

セス不可能なファイルやロックされたファイルは、ユ

ーザー、アプリケーション、またはその他のシステム

リソースによって使用されています。ファイルが使用

されなくなるとすぐに、トリガーがアクティブになり

ます。[いいえ]に設定すると、ファイルのアクセス可

能性は無視されます。 
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ポーリングモードを使用 はい・いいえ [はい]に設定した場合、5 秒ごとに 1 回該当フォルダ

ーの評価を行います。ポーリングモードは 5 秒ごとに

変更事項を一括でかつ変更分をまとめて評価したい

際に使用されます。[いいえ]に設定した場合、ポーリ

ングモードは使用されません。 

 

前提条件 

注意；下記条件を 2 つ以上選択した場合、トリガーは各選択をOR文として評価します。 

プロパティ タイプ 説明文 

ファイルが追加された時 はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは、ターゲットフ

ォルダーに追加される指定されたファイルを監視し、

タスクを開始します。[いいえ]に設定すると、ファイ

ルの追加は無視されます。 

フォルダーが追加された

時 

はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは、ターゲットフ

ォルダーに追加される指定されたフォルダーを監視

し、タスクを開始します。[いいえ]に設定すると、フ

ォルダーの追加は無視されます。 

ファイルが消去された時 はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは、指定したファ

イルがターゲットフォルダーから削除されるのを監

視し、タスクを開始します。[いいえ]に設定すると、

ファイルの削除は無視されます。 

フォルダーが消去された

時 

はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは、指定されたフ

ォルダーがターゲットフォルダーから削除されるの

を監視し、タスクを開始します。[いいえ]に設定する

と、フォルダーの削除は無視されます。 

ファイルの名前が変更さ

れた時 

はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは指定されたファ

イルの名前変更を監視し、タスクを開始します。[い

いえ]に設定すると、ファイル名の変更は無視されま

す。 

フォルダーの名前が変更

された時 

はい・いいえ [はい]に設定すると、このトリガーは指定されたフォ

ルダーの名前変更を監視し、タスクを開始します。[い

いえ]に設定すると、フォルダーの名前変更は無視さ

れます。 
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ファイルが変更された時 はい・いいえ [はい]に設定すると、指定したファイルに加えられた

変更を監視し、トリガーがタスクを開始します。ファ

イルの変更には、内容の変更または属性の変更が含ま

れます。[いいえ]に設定すると、ファイルの変更は無

視されます。 

フォルダーが変更された

時 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、トリガーは、指定されたフォ

ルダーに加えられた変更を監視し、タスクを開始しま

す。変更には、内容の変更または属性の変更が含まれ

ます。[いいえ]に設定すると、フォルダーの変更は無

視されます。 

下記のファイル数を超え

た時 

数字 ターゲットフォルダー内のファイルの総数が入力し

た値を超えると、タスクの実行が開始されます。値を

入力しない場合、このパラメータは無視されます。 

下記のフォルダー数を超

えた時 

数字 ターゲットフォルダー内のフォルダーの総数が入力

した値を超えると、タスクの実行が開始されます。値

を入力しない場合、このパラメータは無視されます。 

1 つのファイルが下記の

サイズを超えた時 

数字 ターゲットフォルダーにある単一のファイルのサイ

ズが入力した量(キロバイト単位)を超えると、タスク

の実行が開始されます。値を入力しない場合、このパ

ラメータは無視されます。 

合計フォルダーが下記の

サイズを超えた時 

数字 監視されているフォルダーの合計サイズが入力され

たキロバイトの量を超えると、タスクの実行が開始さ

れます。値を入力しない場合、このパラメータは無視

されます。 

 

マスク 

プロパティ タイプ 説明文 

含めるマスク テキスト 検索に含める必要のあるフィルターを指定します。こ

のパラメータは、完全パスとファイル名のエントリ

(例 :c:\temp\filename.txt)とワイルドカード文字

(例:c:\temp\*txt)の使用をサポートします。さらに、

パイプ(|)文字を使用して各ファイルを区切ることに

より、複数のフィルターを指定できます 

(例:C:\temp\*.txt|*.jpg|*.xls)。 
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除外するマスク テキスト 検索から除外するフィルターを指定します。このパ

ラメータは、フルパスとファイル名のエントリ

(例:C:\Temp\filename.txt など)のほか、ワイルドカ

ード文字(例:c:\temp\*.txt など)の使用をサポートし

ています。さらに、パイプ(|)文字を使用して各フィ

ルターを分離することにより、複数のフィルターを

指定できます(例:C:\Temp\*.txt|C:\Temp\*.jpg| 

C:\:myFolder\*.xls)。 

 

ユーザー 

ネットワーク共有またはドライブ上のフォルダーまたはファイルの場所、またはアクセスが制限されて

いるか制限されている場所を監視するように設定されている場合、共有に対する適切な権限を持つユー

ザーが必要です。 

注意：このオプションはWindows8.1、Windows10、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 に

てサポートされています。 

プロパティ タイプ 説明文 

ユーザーは不要 はい・いいえ [はい]に設定した場合、指定したドライブまたは共有

にアクセスするためのユーザーアカウントは必要あ

りません。[いいえ]に設定した場合、有効なユーザー

が必要です。 

デフォルトのエージェン

ト ユーザーを使用する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、[デフォルトユーザー]プロパテ

ィに入力したユーザーが使用されます。 

指定したユーザーを使用

する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、以下に入力したユーザーアカウ

ントが使用されます。このアカウントは、常に[デフ

ォルトのユーザーを使用]オプションを上書きしま

す。 

ユーザー名 テキスト このトリガーがネットワーク共有またはドライブ上

のフォルダーまたはファイルの場所、またはアクセス

が制限されているか制限されている場所にアクセス

するために使用するユーザー名を設定します。 

パスワード テキスト このトリガーがネットワーク共有またはドライブ上

のフォルダーまたはファイルの場所、またはアクセス

が制限されているか制限されている場所にアクセス

するために使用するパスワードを設定します。 

ドメイン テキスト 監視されている場所のドメインまたはコンピュータ

ー名を設定します。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガーが有効である

ことを指定します。[いいえ]に設定すると、トリガー

は無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、トリガーは起動時にすでに存在

する条件で動作します。[いいえ]に設定すると。既存

の条件は無視されます。例えば、このトリガーの作成

時または起動時に、監視するファイルがすでにターゲ

ットフォルダーに存在するとします。[はい]の場合は

すぐにタスクを起動しますが、[いいえ]の場合は起動

しません。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、タスクが開始される前にトリ

ガー条件が満たされる必要がある回数を指定します。 
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(3)Window トリガー 

指定されたウィンドウが開く、閉じる、フォーカスされる、またはフォーカスを失うタイミングでタスク

を起動します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

次の時にトリガーを起動

する 

テキスト(選択式) 監視するウィンドウの状態を指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・ウィンドウが開かれた時-指定されたウィンドウが

開いたときに、トリガーが起動します 

・ウィンドウが閉じられた時-指定したウィンドウが

閉じた場合に、トリガーが起動します 

・ウィンドウがフォーカスされた時 -フォーカスさ

れたウィンドウ -指定されたウィンドウがフォーカス

された(前面に移動した)場合にトリガーが起動しま

す 

・ウィンドウがフォーカスされていない時-指定され

たウィンドウがフォーカスを失った場合(背景に移動

した場合)にトリガーが起動します 

最初のウィンドウが開か

れた時に一度トリガーを

起動する 

はい・いいえ 有効な場合、監視されているウィンドウで実行される

アクションは、そのウィンドウが最初に開いたときに

一度だけ発生し、他のインスタンスを無視することを

指定します。例えば、このトリガーにてメモ帳が閉じ

るまで待機するように設定されている場合、このオプ

ションを有効にすると、トリガーはメモ帳の最初のイ

ンスタンスが開いてアクティブになるのを監視し、最

初のインスタンスが閉じたときにのみアクティブに

なります。メモ帳の 2 番目のインスタンスが最初のイ

ンスタンスの前に開いたり閉じたりした場合、そのア

クションは無視されます。 

注 1:このオプションは、トリガーの[次のときにトリ

ガーを起動する]パラメータが[ウィンドウが開かれ

た時]に設定されている場合にのみ使用できます 
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最後のウィンドウが閉じ

られたときに一度トリガ

ーを起動する 

はい・いいえ 有効な場合、監視されているウィンドウで実行される

アクションは、そのウィンドウが最後に閉じたときに

一度だけ発生し、他のインスタンスを無視することを

指定します。例えば、このトリガーにてメモ帳が開く

のを待機するように設定されている場合、このオプシ

ョンを有効にすると、トリガーはメモ帳の最初のイン

スタンスが閉じてアクティブになるのを監視し、最初

のインスタンスが開いたときにのみアクティブにな

るようにします。メモ帳の 2 番目のインスタンスが最

初のインスタンスの前に閉じて開いた場合、そのアク

ションは無視されます。 

注 1:このオプションは、トリガーの[次のときにトリ

ガーを起動する]パラメータが[ウィンドウが閉じら

れた時]に設定されている場合にのみ使用できます 

フォーカスをホールドす

る 

はい・いいえ 有効になっている場合、トリガーを起動させたフォー

カスされたウィンドウがフォアグラウンドで(他のす

べてのウィンドウの上に)保持され、他のすべてのウ

ィンドウがフォーカスをとることを防ぎます。 

注 1:このオプションは、トリガーの[次のときにトリ

ガーを起動する]パラメータが[ウィンドウがフォー

カスされた時]に設定されている場合にのみ使用でき

ます 

ウィンドウ タイトル テキスト 有効な場合、監視するウィンドウのタイトルを指定し

ます。値は大文字と小文字が区別されません。このパ

ラメータは、ワイルドカード文字(*および？等)をサ

ポートします。例えば、「*Internet Explorer*」 と入力

すると、Internet Explorer を含むすべてのウィンドウ

が含まれます。 
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ウィンドウ クラス テキスト 有効な場合、監視するウィンドウのクラスを指定しま

す。ウィンドウクラスは、システムがウィンドウを作

成するためのテンプレートとして使用する属性のセ

ットです。すべてのウィンドウはウィンドウクラスの

メンバーです。すべてのウィンドウクラスはプロセス

固有です。値は大文字と小文字が区別されません。こ

のパラメータは、ワイルドカード文字(*および？等)

をサポートします。例えば、「*Explore*」と入力する

と Explorerを含むすべてのウィンドウが含まれます。 

ウィンドウ ハンドルから テキスト 有効な場合、監視するウィンドウのハンドルを指定し

ます。ウィンドウハンドルは、開いているウィンドウ

を一意に識別するコードです。 

ウィンドウは子ウィンド

ウです 

はい・いいえ 有効な場合、監視するウィンドウが子ウィンドウであ

ることを指定します。子ウィンドウは通常、アプリケ

ーションのメインの全体的なウィンドウ内に表示さ

れる画面上のセカンダリウィンドウです。子ウィンド

ウは、次のプロパティを持つウィンドウです。 

・親ウィンドウがある 

・常に親ウィンドウのクライアント領域にとどまる

(外部に表示することはできません) 

・親ウィンドウが移動すると、子ウィンドウも同じ

ように移動する(親ウィンドウのクライアント領域に

対する相対位置は変わりません) 

・親ウィンドウが消えるとウィンドウが消える 

注 1:このオプションは、[次のときにトリガーを起動

する]パラメータが[ウィンドウがフォーカスされた

時]または[ウィンドウがフォーカスされていない時]

に設定されている場合にのみ使用できます 
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コンテンツ 

プロパティ タイプ 説明文 

ウィンドウには次のオブ

ジェクトを含む 

はい・いいえ 一意のオブジェクト、コントロール、プロパティ等の

追加条件を指定してウィンドウを識別するために使

用されます。追加の要素を識別するには、[ウィンド

ウに次のオブジェクトを含める]を有効にし、[追加 ]

をクリックして[オブジェクトエディター]ダイアロ

グを開きます。 

Toolkit テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、ツールキット(GUI 用の基本的なビルディングユ

ニットのセット)が検査されることを指定します。無

効にすると、ツールキットは無視されます。 

Type テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを判別するときに

オブジェクトのタイプ(ボタン、チェックボックス、

トラックバー)を調べるように指定します。無効にす

ると、タイプは無視されます。 

Class テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトのクラス(例:XTPToolBar、

SysTreeView、MDIClient)が検査されることを指定

します。無効にすると、クラスは無視されます。 

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

に、オブジェクトのフレームワーク ID(オブジェクト

の作成に使用されるフレームワークテクノロジー)が

検査されることを指定します。無効にすると、フレー

ムワーク ID は無視されます。 

Name テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトの名前(オブジェクトの一意の識別子)

が検査されることを指定します。無効にすると、名前

は無視されます。 

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

に、オブジェクトのオートメーション ID(オブジェク

トの一意の識別子)が検査されることを指定します。

無効にすると、オートメーション IDは無視されます。 
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Value テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの値(通常は Name プロパティと一

致)が検査されることを指定します。無効にすると、

値は無視されます。 

Role テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの Role タイプ(Java Accessibility 

Bridge によって提供されるコントロールタイプ)が検

査されることを指定します。無効にすると、ロールタ

イプは無視されます。 

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

に、オブジェクトの説明(オブジェクトに与えられた

説明)が検査されることを指定します。無効にすると、

説明は無視されます。 

X 数字 有効になっている場合、一致するオブジェクトを決定

するときに、オブジェクトの X 座標を調べるように

指定します。無効にすると、X 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は、全スクリーンではなく、指定された

ウィンドウの相対座標です 

Y 数字 有効になっている場合、一致するオブジェクトを決定

するときに、オブジェクトの Y 座標を調べるように指

定します。無効にすると、Y 座標は無視されます。 

注 1:X/Y 座標は、全スクリーンではなく、指定された

ウィンドウの相対座標です 

Width 数字 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセル幅が検査されることを指定

します。無効にすると、ピクセルの幅は無視されます。 

Height 数字 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するときに

オブジェクトのピクセルの高さが検査されることを

指定します。無効にすると、ピクセルの高さは無視さ

れます。 

IndexInParent テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、親番号のオブジェクトのインデックス(親オブジ

ェクト内にある子オブジェクトの数値識別子)が検査

されることを指定します。無効にすると、親番号のイ

ンデックスは無視されます。 
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ParentPath テキスト 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの親パス(オブジェクトにつながる

一連のコントロールタイプ識別子)が検査されること

を指定します。無効にすると、親パスは無視されます。 

Occurrence 数字 有効な場合、一致するオブジェクトを決定するとき

に、オブジェクトの出現(オブジェクトの数値識別子)

を調べることを指定します。無効にすると、発生は無

視されます。 

 

詳細 

プロパティ タイプ 説明文 

ウィンドウの解析前の待

機による遅延 

数字 ウィンドウの解析を遅らせて、Window トリガーがウ

ィンドウの状態をすぐにチェックするのを防ぎます。

例えば、ページの内容が完全にダウンロードされる前

に Internet Explorer ウィンドウが表示される場合等

において役立ちます。デフォルト値は 1000 ミリ秒で

す。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガーが有効である

ことを指定します。[いいえ]に設定すると、トリガー

は無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、トリガーは起動時にすでに存在

する条件で動作します。[いいえ]に設定すると。既存

の条件は無視されます。例えば、このトリガーの作成

時または起動時に、監視するファイルがすでにターゲ

ットフォルダーに存在するとします。[はい]の場合は

すぐにタスクを起動しますが、[いいえ]の場合は起動

しません。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、タスクが開始される前にトリ

ガー条件が満たされる必要がある回数を指定します。 
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(4)キーボードトリガー 

ホットキーの組み合わせが押された場合、または特定の単語がキーボードで入力された場合にタスクを

起動します。さらに、特定のアプリケーションがアクティブであるか、フォーカスがある場合にのみイベ

ントが発生するように構成することができるトリガーです。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

ホットキー テキスト 有効にした場合、監視するホットキーの組み合わせを

指定します。デフォルト値は[Alt+A]です。監視する

ホットキーを指定するためには、使用したいホットキ

ーを押します。 

ホットキーでアプリケー

ションを続行する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、開いているアプリケーションで

ホットキーの組み合わせが引き続きアクティブにな

ることを指定します。[いいえ]に設定すると、ホット

キーの組み合わせは自動化以外のアプリケーション

には影響しません。このパラメータは、[ホットキー]

パラメータが有効になっている場合にのみ使用でき

ます。 

テキスト テキスト 有効にすると、トリガーは入力する指定されたテキス

トまたはフレーズを監視します。 

後でテキストを消去する はい・いいえ [はい]に設定すると、監視されているテキストは、タ

スクをトリガーする前にドキュメントまたはアプリ

ケーションから消去されます。入力したテキストを開

いているアプリケーションまたはドキュメントに表

示する場合は、このパラメータを[いいえ]に設定しま

す。このパラメータは、[テキスト]パラメータが有効

になっている場合にのみ使用できます。 

次のプロセスがアクティ

ブな場合のみ 

テキスト 有効にすると、ユーザーが指定したホットキー、単語、

またはフレーズを入力している間、システムで選択し

たプロセスがアクティブな場合にのみトリガーが有

効になります(プロセスへのフルパスが必要です)。ド

ロップダウン矢印は、選択する実行中のプロセスのリ

ストを表示します。または、[フォルダー]アイコンを

使用して目的のプロセスに移動できます。 
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ウィンドウ プロセスがフ

ォーカスされている必要

があります 

はい・いいえ [はい]に設定すると、アクティブなウィンドウプロセ

スがフォーカスされているかフォアグラウンドにあ

る場合にのみ、トリガーが有効になります。[いいえ]

に設定すると、ウィンドウプロセスがフォーカスされ

ているかバックグラウンドにあるかに関係なく、トリ

ガーが有効になります。このパラメータは、[次のプ

ロセスがアクティブな場合のみ]パラメータが有効に

なっている場合にのみ使用できます。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガーが有効である

ことを指定します。[いいえ]に設定すると、トリガー

は無効になります。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、タスクが開始される前にトリ

ガー条件が満たされる必要がある回数を指定します。 

 

  



62 

 

(5)プロセストリガー 

指定されたプロセスが開始、終了、または応答を停止した場合にタスクを起動します。プロセス名の一部

を示すには、ワイルドカード文字(*または？)を使用します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

プロセスの状態 テキスト(選択式) 監視するプロセスアクションを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・応答の停止-指定されたプロセスが応答を停止また

はハングすると、トリガーがアクティブになります 

・開始-指定されたプロセスが開始すると、トリガー

がアクティブになります 

・終了-指定したプロセスが終了するとトリガーがア

クティブになります 

プロセス名 テキスト このトリガーが監視するプロセスを示します。組み合

わせリストボックスは、手動のテキスト入力か、プロ

セスを開いているプロセスのドロップダウンリスト

から選択できます。[フォルダー]ボタンを使用して、

目的のアプリケーションに移動することもできます。

ファイル名またはフルパスとファイル名のいずれか

を入力できます。ワイルドカード文字(*および？)、部

分的なプロセス名を示すために使用できます。例え

ば、e*.exe と入力すると、e で始まるすべてのプロセ

スが監視されます。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガーが有効である

ことを指定します。[いいえ]に設定すると、トリガー

は無効になります。 
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スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、トリガーは起動時にすでに存在

する条件で動作します。[いいえ]に設定すると。既存

の条件は無視されます。例えば、このトリガーは、特

定のプロセスが応答を停止したときにタスクを起動

するように設定されています。このパラメータが[は

い]に設定されていて、指定されたプロセスが起動時

に応答しない場合、タスクを起動します。[いいえ]に

設定すると、このトリガーは起動時にプロセスの現在

の状態を無視し、次にプロセスが応答しなくなったと

きに処理を実行します。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

はい・いいえ [はい]に設定した場合、タスクが開始される前にトリ

ガー条件が満たされる必要がある回数を指定します。 
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(6)サービストリガー 

指定されたサービスが開始、停止、一時停止、再開、または応答を停止した場合にタスクを起動します。

ドロップダウンから現在実行中のサービスを選択するか、サービス名を手動で入力できます。部分的な

サービス名を示すために、ワイルドカード文字(*または？)を使用できます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

サービスの状態 テキスト(選択式) 監視するサービスアクションを指定します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・応答が停止-指定されたサービスが応答を停止、ハ

ング、クラッシュすると、タスクが実行されます 

・開始された-指定されたサービスが開始されると、

タスクが実行されます 

・停止された-指定したサービスが停止するとタスク

が実行されます 

・再開された-指定されたサービスが再開されたとき

にタスクが実行されます(一時停止された後に再開さ

れます) 

・一時停止された-指定したサービスが一時停止する

と、タスクが実行されます 

・インストールされた-指定したサービスがインスト

ールされると、タスクが実行されます 

・消去された-指定したサービスが削除されたときに

タスクが実行されます 

サービス名 テキスト 監視するサービスの名前を指定します。提供されてい

る組み合わせリストボックスは、手動でテキスト入力

するか、サービスを開いているサービスのドロップダ

ウンリストから選択できます。ワイルドカード文字(*

および？)を部分的なサービス名を示すために使用で

きます。例えば、e*.exe と入力すると、e で始まるす

べてのプロセスが監視されます。 

リスト内のデバイスとフ

ァイル システム ドライ

バーを含める 

はい・いいえ [はい]に設定すると、デバイスとファイルシステムの

ドライバーがサービスのリストに含まれます。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ 有効にすると、システムは現在のトリガーの起動時に

すでに存在する条件に基づいて動作します。例えば、

デスクトップでメモ帳ウィンドウが既に開いている

場合、新しく作成されたウィンドウトリガーは、メモ

帳ウィンドウの存在を監視するように設定されてお

り、結果としてすぐにタスクを起動します。無効にす

ると、トリガーは起動時に開いているメモ帳ウィンド

ウを無視します。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。例えば、ウ

ィンドウトリガーがメモ帳ウィンドウの外観を監視

するように設定されており、このパラメータが 3 に設

定されている場合、デスクトップにメモ帳の 3 番目の

インスタンスが表示されるまでタスクは起動しませ

ん。 
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(7)データベーストリガー 

SQL または Oracle データベースで特定のコマンドまたは操作が実行された場合に、タスクを起動しま

す。 

 

重要:Oracleデータベースをご利用の方は以下の要件を満たしている必要があります。 

A) Oracle データベースのライセンス 

Oracleデータベースのライセンスに Oracle TimesTen Application-Tier Database Cacheオプションが必

要です。 

オプションの機能の 1つである「Transaction Log API (XLA) for change notification」をトリガーが利用

します。 

 

参考 Oracle TimesTen Application-Tier Database Cacheオプションについて（1.2.3オプション機能表） 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-

Information.html#GUID-68A4128C-4F52-4441-8BC0-A66F5B3EEC35 

 

B) Oracleデータベースのバージョン 

Oracleデータベースのバージョンが 11g Release 1 (11.1)以降である必要があります。 

 

C) CHANGE NOTIFICATION 

データベーストリガーが Oracle データベースに接続する際に使用するユーザーに CHANGE 

NOTIFICATION の権限を事前に付与しておきます。 

SQL文「grant change notification to <ユーザー名>」を実行します。 

 

参考 CHANGE NOTIFICATION について 

https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/java.112/e16548/dbchgnf.htm#JJDBC28816 

 

D) DBMS_CHANGE_NOTIFICATION 

データベーストリガーが Oracle データベースに接続する際に使用するユーザーに

DBMS_CHANGE_NOTIFICATION パッケージの実行権限を事前に付与しておきます。 

SQL文「GRANT EXECUTE ON DBMS_CHANGE_NOTIFICATION to <ユーザー名>」を実行します。 

 

参考 DBMS_CHANGE_NOTIFICATION について 

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/B14251_01/adfns_dcn.htm 

  

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-68A4128C-4F52-4441-8BC0-A66F5B3EEC35
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-68A4128C-4F52-4441-8BC0-A66F5B3EEC35
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/java.112/e16548/dbchgnf.htm#JJDBC28816
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/B14251_01/adfns_dcn.htm
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E) OLE DB（ODACパッケージ） 

データベーストリガーはOLE DB を利用し、Oracle データベースに接続します。 

開発元の推奨ODACパッケージは 64-bit Oracle Provider for OLE DB です。 

ODACパッケージは下記のURL からダウンロード可能です。 

 

参考  ODAC パッケージダウンロードリンク 

https://www.oracle.com/database/technologies/odac-downloads.html 

 

F）データベース通知をリスニングするポートの設定 

ポート番号はアプリケーションごとに一意に設定する必要があります。 

データベース通知をリスニングするポート番号設定は構成ファイルにて変更可能です。 

構成ファイルの詳細は下記URL をご参照ください。 

 

参考 データベース通知をリスニングするポートの設定について 

https://docs.oracle.com/database/121/ODPNT/InstallConfiguringPort.htm#ODPNT161 

 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

データベース タイプ テキスト(選択式) 監視するデータベースのタイプを指定します。使用可

能なオプションは次の通りです。 

・SQL -MS SQL データベースが監視されます 

・Oracle -Oracle データベースが監視されます 

サーバー テキスト 監視対象のデータベースサーバー名を指定します。 

ユーザー名 テキスト データベース認証に使用されるユーザー名を指定し

ます。 

パスワード テキスト データベース認証に使用されるパスワードを指定し

ます。 

データベース テキスト 監視対象のデータベース名を指定します。このパラメ

ータは[データベース タイプ]が[SQL]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

通知ポート 数字 通知リスナーがデータベース通知をリッスンするポ

ート番号を示します。ポート番号が「-1」に設定され

ている場合、起動時にランダムなポート番号がリスナ

ーに割り当てられます。このパラメータは、[データ

ベース タイプ]パラメータが[Oracle]に設定されて

いる場合にのみ有効になります。 

https://www.oracle.com/database/technologies/odac-downloads.html
https://docs.oracle.com/database/121/ODPNT/InstallConfiguringPort.htm#ODPNT161
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前提条件 

プロパティ タイプ 説明文 

テーブル テキスト 監視するデータ要素を保持するデータベーステーブ

ルを指定します。この値には、次の形式で入力された

ドット(.)で区切られたスキーマ名とテーブル名を含

める必要があります(大括弧を除く)。 

[Schema_Name] . [Table_Name]. 

Insert はい・いいえ [はい]に設定すると、INSERT コマンドはタスクの実

行をトリガーします。このステートメントは、データ

の新しい行をテーブルに追加するために使用されま

す。 

Drop はい・いいえ [はい]に設定すると、DROP コマンドはタスクの実行

をトリガーします。DROP コマンドは、データベース

からテーブルを完全に削除するために使用されます。 

Delete はい・いいえ [はい]に設定すると、DELETE コマンドはタスクの

実行をトリガーします。このステートメントは、テー

ブルから行を削除するために使用されます。 

Alter はい・いいえ [はい]に設定すると、ALTER コマンドはタスクの実

行をトリガーします。ALTER コマンドを使用して、

列の定義を変更することにより、テーブルの定義(構

造)を変更します。 

Update はい・いいえ [はい]に設定すると、UPDATE コマンドはタスクの

実行をトリガーします。このステートメントは、テー

ブル内の既存の行を変更するために使用されます。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。例えば、ウ

ィンドウトリガーがメモ帳ウィンドウの外観を監視

するように設定されており、このパラメータが 3 に設

定されている場合、デスクトップにメモ帳の 3 番目の

インスタンスが表示されるまでタスクは起動しませ

ん。 
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(8)イベント ログトリガー 

監視対象のイベントがWindowsイベントログに書き込まれた場合にタスクを起動します。 

Windowsイベントログに送信されるシステムまたはアプリケーションで生成されたエラー、警告、成功、

または失敗に応答して AutoMateを機能させるためにのみ使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

ログ テキスト(選択式) 監視するイベントログのタイプを指定します。デフォ

ルトのオプションは[アプリケーション]ですが、リス

トボックスを展開して他のログタイプを選択するこ

とも、手動でログタイプを入力することもできます。 

ソース テキスト(選択式) 監視するイベントのソースを指定します。デフォルト

のオプションは[すべてのソース]ですが、リストボッ

クスを展開すると、システムで利用可能なすべてのソ

ースが表示され、そこから選択したりイベントソース

を手動で入力したりできます。 

タイプ テキスト(選択式) 監視するイベントのタイプを指定します。使用可能な

オプションは次のとおりです。 

・すべて-すべてのイベントタイプが監視されます 

・インフォメーション-アプリケーション、ドライバ

ー、またはサービスの正常な動作を説明するイベン

トを指します 

・警告-必ずしも重要ではないが、起こり得る将来の

問題を示す可能性があるイベントを指します 

・エラー-データの損失や機能の損失などの重大な問

題を示すイベントを指します 

・成功した監査-成功した監査済みのセキュリティア

クセス試行を記録するイベントを指します 

・失敗した監査-失敗した監査済みのセキュリティア

クセス試行を記録するイベントを指します 

カテゴリー テキスト(選択式) 監視するイベントカテゴリを指定します。使用できる

オプションは、[すべてのカテゴリー]のみです。 

説明 テキスト イベントの説明をオプションで入力できます。部分的

な説明を監視するには、ワイルドカード文字(*また

は？)を使用します。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。例えば、ウ

ィンドウトリガーがメモ帳ウィンドウの外観を監視

するように設定されており、このパラメータが 3 に設

定されている場合、デスクトップにメモ帳の 3 番目の

インスタンスが表示されるまでタスクは起動しませ

ん。 
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(9)パフォーマンストリガー 

システムまたはプロセスのしきい値(CPU 使用率やメモリ使用量など)に達したときにタスクを起動しま

す。 

 

注意：AutoMate は、Windows パフォーマンスモニター(perfmon.exe)で使用されるのと同じシステム情

報を収集します。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

ローカル コンピューター

を使用する 

- 有効にすると、トリガーはローカルマシンのパフォー

マンスを監視します。 

リモート コンピューター

を使用する 

- 有効にすると、トリガーはリモートマシンのパフォー

マンスを監視します。リモートマシンを指定するに

は、表示されたフィールドにホスト名または IP アド

レスを入力します。このパラメータを有効にすると、

[ローカル コンピューターを使用する]パラメータは

無視されます。 

カテゴリー テキスト 監視するシステムカテゴリ(プロセッサー、メモリ、

ページングファイルなど)を指定します。カテゴリー

は、パフォーマンスカウンターを論理ユニットにカタ

ログ化します。 

カウンター 数字 監視するカテゴリーに関連するカウンターを指定し

ます。パフォーマンスカウンターはカテゴリーの下で

結合されます。これらは、ディスクの転送速度や、プ

ロセッサーの場合はプロセッサー時間の消費量など、

パフォーマンスのさまざまな側面を測定するために

使用されます。選択したシステムパフォーマンスカテ

ゴリに応じて、このセクションに特定のカウンターが

入力されます。 

インスタンス テキスト 監視するカテゴリーに関連するインスタンスを指定

します。パフォーマンスカウンターはプロセス、スレ

ッド、物理ユニットなどのインスタンスに分割できま

す。 

次のときトリガーを起動

する 

数字 選択したカテゴリー、カウンター、インスタンスの値

に関連する監視対象のパフォーマンスしきい値と期

間を指定します。 
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追加情報を表示する はい・いいえ [はい]に設定すると、項目ごとに詳細な説明が表示さ

れます。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定にすると、システムは現在のトリガーの

起動時にすでに存在する条件に基づいて動作します。

例えば、メモリが特定のしきい値に達したときにタス

クを起動するようにこのトリガーが設定されている

場合、起動時にそのしきい値にすでに達していると、

このトリガーは結果としてタスクを起動します。[い

いえ]に設定すると、このトリガー起動時に現在のし

きい値を無視し、代わりにしきい値が満たされた次の

インスタンスで動作します。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。例えば、メ

モリが特定のしきい値に達したときにこのトリガー

がタスクを起動するように設定されていて、このパラ

メータの値が 3 に設定されている場合、タスクを起動

するには、しきい値に 3 回別々に到達する必要があり

ます。 
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(10)WMI トリガー 

エージェントマシンで実行された WQL クエリが true または 0 を超える行を返した場合にタスクを起動

します。WQLを使用して構築されたクエリは、WMI サービスの管理と制御に使用されます。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

WQL テキスト 実行する必要がある WMI クエリを指定します(例え

ば、「Win32_PerfRawData_PerfProc_Process」から

IDProcess を選択して、name='iexplore'にします)。 

名前空間 オプション クエリを実行する WMI 名前空間を指定します

(例:root\CIMV2)。下矢印をクリックして、使用可

能な名前空間のドロップダウンリストから選択しま

す。 

ローカル コンピューター

を使用する 

- 有効にすると、トリガーはローカルマシンを監視しま

す。 

リモート コンピューター

を使用する 

- 有効にすると、トリガーはリモートマシンを監視しま

す。入力欄には監視するリモートコンピューターのコ

ンピューター名または IP アドレスを指定します。こ

のパラメータは、[リモート コンピューターを使用す

る]オプションが選択されている場合にのみ有効にな

ります。 

指定したユーザーを使用

する 

はい・いいえ [はい]に設定されている場合、エージェントに接続す

るにはユーザー名/パスワードが必要であることを示

します。 

ユーザー名 テキスト リモートエージェントへの接続に使用されるユーザ

ー名を指定します。このパラメータは[指定したユー

ザーを使用する]パラメータが[はい]に設定されてい

る場合にのみ有効になります。 

パスワード テキスト リモートエージェントへの接続に使用するパスワー

ドを指定します。このパラメータは[指定したユーザ

ーを使用する]パラメータが[はい]に設定されている

場合にのみ有効になります。 

監視間隔 数字 このトリガーがリソース値を監視する頻度を指定し

ます。監視間隔は、各ステータスチェックの前の最大

経過時間(秒単位)です。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定にすると、システムは現在のトリガーの

起動時にすでに存在する条件に基づいて動作します。

[いいえ]に設定すると、既存の条件は無視されます。

例えば、このトリガーの作成時または起動時に、監視

するファイルがすでにターゲットフォルダーに存在

するとします。[はい]に設定した場合、すぐにタスク

を起動しますが、[いいえ]に設定した場合は起動しま

せん。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。 
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(11)SNMP トラップトリガー 

SNMP(Simple Network Management Protocol)トラップを受信した場合にタスクを起動します。このト

リガーは、特定のトラップをモニターするために指定できるフィルターを受け入れます。 

 

重要：SNMPトリガーを使用するには、SNMP、その必須プロトコルデータユニット(PDU)、およびNMS

や MIB などの関連用語の基本的な理解が必要です。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

エージェント IP アドレス テキスト(選択式) トリガーが反応する必要のある SNMP トラップのタ

イプを示します。使用可能なオプションは次のとおり

です。 

・すべて-タスクは、IP アドレス制限のないホストか

ら SNMP トラップを受信したときに実行されます 

・特定-トリガーは、指定された IP アドレス範囲内

のホストから受信した SNMP トラップにのみ反応し

ます。(許容 IP アドレスの範囲内で)開始 IP アドレ

スと終了 IP アドレスを[IP レンジ スタート]および

[IP レンジ エンド]パラメータに入力します 

IP レンジ スタート 数字 受け入れ可能な IP アドレスの範囲内の開始 IP アド

レス。トリガーは、IP 範囲の開始 値と IP 範囲の終了

値の間にある IP アドレスから受信した SNMP トラ

ップに作用します。このパラメータは、[エージェン

ト IP アドレスパラメーター]が特定のホストに設定

されている場合にのみ有効になります。 

IP レンジ エンド 数字 受け入れ可能な IP アドレスの範囲内の終了 IP アド

レスを指定します。トリガーは、IP 範囲の開始 値と

IP範囲の終了値の間にある IPアドレスから受信した

SNMP トラップに作用します。このパラメータは、

[エージェント IP アドレス]パラメータが特定のホス

トに設定されている場合にのみ有効になります。 
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コミュニティ テキスト(選択式) 発信元のコミュニティに関して、トリガーがどの

SNMP トラップに反応するかを示します。使用可能

なオプションは次のとおりです。 

・すべて-トリガーは、コミュニティの制限なしに、

任意のホストから受信した SNMP トラップに反応し

ます 

・特定-トリガーは、指定されたコミュニティ内のホ

ストから受信した SNMP トラップにのみ反応します 

特定のコミュニティ テキスト タスクをトリガーするためにトラップが発生しなけ

ればならない特定のコミュニティを指定します。この

パラメータは、[コミュニティ]パラメータが[特定]に

設定されている場合にのみ有効になります。 

エンタープライズ OID テキスト(選択式) 発信元のエンタープライズ OID に関して、トリガー

がどの SNMP トラップに反応するかを示します。使

用可能なオプションは次のとおりです。 

・すべて-トリガーは、エンタープライズ OID 制限

なしで、任意のエンタープライズ OID から受信した

SNMP トラップに反応します 

・特定-トリガーは、指定されたエンタープライズ

OID 内のホストから受信した SNMP トラップに反

応します 

特定のエンタープライズ

OID 

テキスト タスクをトリガーするためにトラップが発生する必

要があるエンタープライズ OID を指定します。値を

表示するには、[翻訳]ボタンをクリックします。この

パラメータは、[エンタープライズ OID]パラメータが

[特定]に設定されている場合にのみ有効になります。 
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トラップ  ジェネリック 

タイプ 

テキスト(選択式) フィルタリングする一般的なタイプを対象とした特

定のトラップの選択を示します。使用可能なオプショ

ンは次のとおりです。 

・Any-任意のタイプのイベント 

・Cold start-構成を変更してエージェントを再初期

化します 

・Warm start-構成を変更せずにエージェントを再イ

ンストールします 

・Link down-通信リンクの 1 つに障害が発生してい

る状態 

・Link up-通信リンクの 1 つの復元 

・Authentication failure-正しく認証されていないプ

ロトコルメッセージの受信 

・EGP neighbor loss-EGP プロトコルの EGP 

neighbor 関係の損失 

・Enterprise specific-エンタープライズ固有のイベン

ト 

トラップタイプコード テキスト(選択式) 発信元のコードに関連して、トリガーがどの SNMP

トラップに反応するかを示します。このパラメータは

[トラップ  ジェネリック  タイプ ]パラメータが

[Enterprise specific]に設定されている場合のみ有効

となります。使用可能なオプションは次のとおりで

す。 

・すべて-トリガーは、任意のコードで送信されたト

ラップをリッスンします 

・特定-トリガーはのみで指定されたコードで送信さ

れたトラップをリッスンするトラップの特定の種類

のコードパラメータを指します 

トラップ固有のタイプコ

ード 

テキスト タスクをトリガーするためにトラップが発生しなけ

ればならないトラップコードを指定します。このパラ

メータは、[トラップタイプコード]パラメータが「特

定」に設定されている場合にのみアクティブになりま

す。 
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OID に文字列表記を使用

する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、タイムティック値に文字列表記

が使用されることを指定します。 

タイムテーブルの値に文

字列表記を使用する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、タイムティック値に文字列表記

が使用されることを指定します。 

 

認証 

プロパティ タイプ 説明文 

これらのユーザーからの

認証されたトラップを受

け入れる 

テキスト(選択式) 認証済みトラップを受け入れるユーザーを指定しま

す。[ここをクリックして新しいアイテムを追加]リン

クをクリックして、新しいアイテムを追加します。使

用可能な値は次のとおりです。 

・ユーザー-ユーザー名を入力します 

・認証タイプ -認証タイプを入力します。使用可能な

オプションは次のとおりです 

・すべて 

・MD5 

・SHA 

・SHA2 

・認証パスワード-パスワードを入力します 

・暗号化-暗号化タイプを入力します。使用可能なオ

プションは次のとおりです 

・NOEncryption 

・DES 

・AES 

・3DES 

・AES192 

・AES256 

・プライベートパスワード-暗号化タイプに関連する

プライベートパスワードを入力します 

認 証 さ れ て い な い

SNMPv3 トラップを受け

入れる 

はい・いいえ [はい]に設定すると、認証されていない SNMPv3 ト

ラップが受け入れられます。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であり、発生するトリガーイベントに反応することを

指定します。[いいえ]に設定すると、トリガーは手動

で有効にするまで無効となり、どのトリガーイベント

にも反応しません。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効になっている場合、タスクが開始されるまでに監

視対象イベントが満たされる必要がある回数を指定

します。 
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(12)スタートアップトリガー 

タスクの AutoMate サービス開始時またはユーザーがシステムにログオンした場合にタスクを起動しま

す。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

タスクサービスの起動 - このパラメータを選択すると、タスクは AutoMate タ

スクサービスの起動時に実行されます(これは通常、

コンピューターの起動中にログオン画面が表示され

る前に発生します)。タスクサービスの起動中は、バ

ックグラウンドで実行されるタスクのみを起動でき

ることに注意してください。 

すべてのユーザー ログオ

ン 

- このパラメータを選択すると、タスクは任意のユーザ

ーがログオンしたときに実行されます。 

特定のユーザー ログオン - 指定したユーザーがログオンすると、タスクが実行さ

れます。入力欄にログオン時にタスクを起動するユー

ザー名を指定します。各エントリをセミコロンで区切

ることにより、複数のユーザーを入力できます

(例:User1;User2;User3)。 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 
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(13)アイドルトリガー 

指定された時間内にユーザーの操作がない(例:マウスやキーボードの入力がない)ためにシステムがアイ

ドル状態の場合にタスクを起動します。 

 

注意：システムが特定の時間アイドル状態になると一部のコンピューターがロックされる場合や、スク

リーンセーバーが起動し自動的にコンピューターがロックされる場合があります。このような場合、マ

ウスの移動やキーボード操作など、デスクトップ上にて対話するアクションを含むタスクが失敗します。

回避するためには、該当タスクのロックを解除する必要があります。 

 

一般 

プロパティ タイプ 説明文 

アイドル時間 数字 システムがアイドル状態になってからトリガーをア

クティブにするまでの遅延時間の合計を指定します。 

時間(単位) テキスト(オプション) アイドル時間を測定する時間の単位を指定します。使

用可能なオプションは次の通りです。 

・秒-アイドル時間は秒単位で測定されます 

・分-アイドル時間は分単位で測定されます 

・時間-アイドル時間は時間で測定されます 

・日数-アイドル時間は日数で測定されます 

 

動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。例えば、ウ

ィンドウトリガーがメモ帳ウィンドウの外観を監視

するように設定されており、このパラメータが 3 に設

定されている場合、デスクトップにメモ帳の 3 番目の

インスタンスが表示されるまでタスクは起動しませ

ん。 

  



82 

 

(14)SharePoint トリガー 

SharePoint におけるリストアイテムの操作によってタスクを起動します。 

このトリガーは 64 ビットの AutoMate Plus/Ultimate 版、かつ SharePoint 2013 サーバー(SharePoint

オンプレミス版)でのみサポートされています。そのため、本書では説明を割愛します。 
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(15)Email トリガー 

※このトリガーは旧 AutoMate Professional ライセンスをご利用の方でかつ Premium Actions オプショ

ンにて[Email]を利用されていない方は使用できません。 

特定のルールまたは条件に一致する E メール メッセージの送受信によってタスクを起動します。 

 

プロトコル 

プロパティ タイプ 説明文 

プロトコル テキスト(選択式) 通信する電子メールプロトコルを指定します。選択し

たオプションに応じて、さまざまなパラメータが使用

可能になります。選択したプロトコルに基づいて適切

なプロパティを表示するには、次の表を参照してくだ

さい。使用可能なオプションは次のとおりです。 

・WebDAV(Exchange 2003, 2007) - 

WebDAV(World Wide Web Distributed Authoring 

and Versioning)は IETF(Internet Engineering Task 

Force)で定められた規格に則るプロトコルです。 

・EWS(Exchange 2007 以降, オンライン) - 

EWS(Exchange Web Services)はクライアントアプリ

ケーションが Exchange サーバーと通信できるよう

にする機能を提供します。Microsoft Outlook とほぼ

同様のデータへのアクセスを可能にします。EWS ク

ライアントは Outlook データを Line-of-

Business(LOB)アプリケーションに統合できます。 

・EWS Online - EWS(Exchange Web Services)プロ

トコルに則り、先進認証(Modern Authentication)を

介して Microsoft Exchange Online にアクセスしま

す。※バージョン 11.5 以降 

メールアドレス テキスト 電子メールトランザクションに使用する Exchangeサ

ーバーの電子メールアドレスを指定します。この電子

メールアドレスを使用して、以下の Exchange サーバ

ーパラメータに入力する Exchangeサーバーを検出で

きます。 
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Exchange サーバー テキスト 電子メールトランザクションに使用する Exchangeサ

ーバーを指定します。次のいずれかを選択します。 

・HTTPS-SSL 経由の HTTP または HTTP Secure 

・HTTP -HyperText Transfer Protocol 

次に、[検出]ボタンをクリックして、上の[電子メール

アドレス]パラメータに入力された電子メールアドレ

スに基づいてサーバーを自動的に検出します。 

ユーザー名 テキスト メールサーバーへのログオンと電子メールトランザ

クションの認証に使用されるユーザー名を指定しま

す。このパラメータは、[プロトコル]が

[WebDav(Exchange 2003、2007)]の場合、[認証タ

イプ]パラメータが[ベーシック]または[フォーム]に

設定されている場合にのみ使用できます。 

注 1:入力した差出人アドレスは、認証されたユーザー

のものである必要があります 

パスワード テキスト 上記で入力したユーザー名の認証に使用されるパス

ワードを指定します。このパラメータは、[プロトコ

ル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]の場合、[認証

タイプ]パラメータが[ベーシック]または[フォーム]

に設定されている場合にのみ使用できます。 

ドメイン名 テキスト 認証に使用するドメイン名を指定します。このパラメ

ータは、[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、

2007)]の場合、[認証タイプ]パラメータが[ベーシッ

ク]または[フォーム]に設定されている場合にのみ使

用できます。 

現在のフォルダーパス テキスト このトリガーが監視する必要がある現在のメールボ

ックスフォルダーを指定します。このパラメータに入

力する値は、[フィルター]タブで設定したフィルター

基準に直接対応している必要があります。例えば、送

信メールを監視するようにフィルターが設定されて

いる場合、他の Exchange の既知のフォルダー(例:予

定表、下書き、タスクなど)を示すには、そのフォルダ

ーの Exchange プロパティ名を入力します。サブフォ

ルダーを指定するには、「/」記号 

(例:Inbox/SubFolderName)を使用します。 
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プロキシ タイプ テキスト(選択式) ネットワーク内のクライアントからの要求を受け入

れるために使用されるプロキシプロトコルを指定し

ます。このパラメータで使用する値がわからない場合

は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。後

続のパラメータは、選択したプロキシタイプによって

異なる場合があります。使用可能なオプションは次の

とおりです。 

・なし 

・SOCKS 4 

・SOCKS 4 

・SOCKS 5 

・HTTP 

プロキシ サーバー テキスト プロキシサーバーのホスト名(例:server.domain.com)

または IP アドレス(例:xxx.xxx.xxx.xxx)を指定しま

す。このパラメータは[プロキシタイプ]を

[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]または[HTTP]に

設定した場合のみ使用できます。 

プロキシ ポート 数字 プロキシサーバーへの接続に使用するポートを設定

します。多くのプロキシサーバーはポート 1028(デフ

ォルト)で動作しますが、他のポートで動作するよう

にカスタマイズできます。このパラメータは[プロキ

シタイプ]を[SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5]また

は[HTTP]に設定した場合のみ使用できます。 

プロキシ ユーザー名 テキスト プロキシサーバー経由接続での認証に使用するユー

ザー名を指定します。このパラメータは[プロキシタ

イプ ]を [SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5] または

[HTTP]に設定した場合のみ使用できます。 

プロキシ パスワード テキスト プロキシサーバー経由接続での認証に使用するパス

ワードを指定します。このパラメータは[プロキシタ

イプ ]を [SOCKS4],[SOCKS4A],[SOCKS5] または

[HTTP]に設定した場合のみ使用できます。 
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[プロトコル]が[WebDav(Exchange 2003、2007)]に設定されている場合のみ有効になります 

認証タイプ テキスト(選択式) 管理する WebDAV 認証タイプを指定します。使用可

能なオプションは次の通りです。 

・ベーシック-ベーシック認証スキームは、クライア

ントがユーザー名とパスワードを使用して自身を認

証する必要があるモデルに基づいています。サーバー

は、Request-URI の保護スペースのユーザー名とパス

ワードを検証できる場合にのみ、要求を処理します 

・デフォルト-サーバーのデフォルトの認証タイプを

使用します 

・フォーム-フォーム認証では、クライアント側のリ

ダイレクトを使用して、認証されていないユーザーの

資格情報(通常はユーザー名とパスワード)を入力で

きる HTML フォームに転送します。資格情報が検証

されると、ユーザーは最初に要求したページにリダイ

レクトされます 

プロトコルが[EWS(Exchange 2007 以降、オンライン)]に設定されている場合のみ有効になります 

現在の Windows ユーザー

として認証する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、現在の Windows ユーザー資格

情報が Exchangeサーバーへのアクセスに使用されま

す。 

偽装アクセスを有効にす

る 

はい・いいえ [はい]に設定すると、Exchange の偽装が有効になり

ます。偽装により、呼び出し元は特定のアカウントを

偽装できるため、呼び出し元のアカウントに関連付け

られている権限ではなく、偽装されたアカウントの権

限で操作を実行できます。 

無効なサーバー証明書を

無視する 

はい・いいえ [はい]に設定すると、無効なサーバー証明書は無視さ

れます。場合により、SSL 証明書の有効期限が切れて

いるか無効の状態であるために、例外がスローされる

ことがあります。無効なサーバー証明書を無視するこ

とを選択することで、このような SSL 証明書エラー

を回避できます。 

プロトコルが[EWS Online]に設定されている場合のみ有効になります 

テナント ID テキスト 認証に使用するテナント ID を指定します。このパラ

メータはタスクビルダーでは暗号化されます。 

クライアント ID テキスト 認証に使用するクライアント ID を指定します。この

パラメータはタスクビルダーでは暗号化されます。 
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Client Secret テキスト 認証に使用するクライアントシークレットを指定し

ます。このパラメータはタスクビルダーでは暗号化さ

れます。[メールアドレス][テナント ID][クライアン

ト ID][Client Secret]パラメータをそれぞれ入力し、

「確認」ボタンをクリックすると Exchange Online サ

ーバーへのテスト接続を実行します。 

 

フィルター 

プロパティ タイプ 説明文 

フィルタリング条件を選

択する 

- トリガーをアクティブにするためのルールや基準を

設定します。ここに指定したフィルターを基準にタス

クをトリガーします。2 つ以上のフィルターを適用し

た場合、AND 演算を使用し、すべての条件が TRUE

の場合にトリガーがアクティブになります。 

フィールド名 オプション 監視する E メールのフィールド名を指定します。この

パラメータは[演算子]および[フィールド値]パラメ

ータに設定した値と対応します。指定可能なオプショ

ンはプルダウンより選択します。 

演算子 オプション [フィールド名]と[フィールド値]パラメータの値を

比較する演算子を指定します。使用可能なオプション

は次のとおりです。 

・= - 2 つのオペラント値が等しい場合、TURE を返

します 

・!= - ２つのオペラント値が等しくない場合、TRUE

を返します 

・Contains – [フィールド値]パラメータに指定した文

字または文字列が[フィールド名]に指定したテキス

トフィールドに含まれている場合、TRUE を返します 

・!Contains - [フィールド値]パラメータに指定した文

字または文字列が[フィールド名]に指定したテキス

トフィールドに含まれていない場合、TRUE を返しま

す 

フィールドの値 テキスト 監視するフィールド名の値を指定します。[フィール

ド名]および[演算子]パラメータに対応します。 
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動作 

プロパティ タイプ 説明文 

トリガーを有効にする はい・いいえ [はい]に設定されている場合、トリガー作成時に有効

であることを指定します。[いいえ]に設定すると、ト

リガーは手動で有効にするまで無効になります。 

スタートアップ時にコン

ディションが真の時に起

動する 

はい・いいえ [はい]に設定にすると、システムは現在のトリガーの

起動時にすでに存在する条件に基づいて動作します。

[いいえ]に設定すると、既存の条件は無視されます。

例えば、このトリガーの作成時または起動時に、監視

するファイルがすでにターゲットフォルダーに存在

するとします。[はい]に設定した場合、すぐにタスク

を起動しますが、[いいえ]に設定した場合は起動しま

せん。 

コンディションが満たさ

れた後にトリガーを起動

する 

テキスト 有効な場合、タスクが開始される前にトリガー条件が

満たされる必要がある回数を指定します。 
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6.3 トリガー使用時の注意事項 

本項目では、トリガー使用時の注意事項を記載します。 

 

・トリガーを使用する場合は、タスクアドミニストレーターの画面下部「タスクを起動する」が「ON」

になっていることを確認します。 

 

・トリガーを使用してタスクを起動する場合(特にタスク内に画面操作を使用している場合)にコンピュ

ーターがスリープ/ロック/ログオフされている場合、タスクを自動起動することができません。コンピュ

ーターが上記の場合にタスクを自動起動させたい場合は、ロックを解除してタスクを実行させる必要が

あります。 
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7 Runtime 環境への接続方法(※旧 AutoMate Premium 版ライセンスご利用の方) 

※旧 AutoMate Premiumライセンスをご利用で既に Runtime 版をお持ちの場合のみ 

本章では、Runtime環境への接続方法を記載します。 

 

① Runtime への接続方法 

 

1) AutoMate 開発ツール「AutoMate 11 Task Administrator」が導入されている端末にアクセスします。

「AutoMate 11 Task Administrator」を起動します。 

 

 

2) 「現在の接続」コネクションマネージャーに、Runtime導入端末のホスト名または IP アドレスを

入力し、「接続」をクリックします。 

 

 

3) パスワードを入力し、「OK」をクリックします(Runtime導入時に設定したパスワードを入力して

ください)。 
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4) 接続に成功すると、画面左のツリービューに Runtime 導入マシンが追加されます。 

 

 

② Runtime におけるタスク作成・配置方法 

Runtimeのマシンにタスクを配置する際は、Runtime マシン配下のフォルダーにおいてタスクを作成

するか、タスクを Runtime 配下のフォルダーへコピー&ペーストします。 

 

③ Runtime におけるタスクの手動実行 

Runtimeのマシンでタスクを手動実行するには、[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]から

Runtime配下のタスクを選択し、「実行」を押下します。 

 

④ Runtime における制約事項 

Runtimeエディションでは、以下の制約事項があります； 

 

・Runtime 導入マシンでは、[AutoMate 11 タスク アドミニストレーター]および[AutoMate 11 タ

スク ビルダー]は使用できません。Runtimeはタスク実行専用モジュールのため、タスクの構築お

よび環境設定を Runtime のマシンから行うことは出来ません。 

 

・Runtime と AutoMate Premium のマシンは、ネットワークで相互通信できる必要があります。 

Runtimeの管理およびタスク配置は、すべて AutoMate Premium からネットワーク経由で行うた

め、Runtime 単体で使用することは出来ません。そのため、Runtimeと AutoMate Premium をネッ

トワークが遮断された拠点に配置して使用することはできません。 

＊「スケジュール」を除いた AutoMate トリガー設定がされているタスクは、トリガー設定後は

AutoMate Premium 環境と切り離された環境でも、実行するだけであれば可能です。 

 

・Runtime においては、「ショートカットを作成する」機能は使用できません。 

AutoMate Premium 導入端末であれば、タスクのショートカットを作成しダブルクリックすること

で実行可能ですが、その機能を Runtime で使用することは出来ません。 
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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 

TEL：03-3583-4002 

 


