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1 はじめに 

本書は、AutoMate 11 タスクビルダー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 製品の構成と用語の説明を記載します。 

 

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(Professional/Premium/Desktop)は、[タスク アドミニストレーター]と[タス

ク ビルダー]から構成されます。 

AutoMate サーバー版(Enterprise/Plus/Ultimate)は、[管理コンソール]と[ワークフロー デザイナー]と

[タスク ビルダー]から構成されます。 

 

[タスク アドミニストレーター]または[管理コンソール]から[タスクビルダー]を起動し、作成した

タスクは「管理タスク」となります。 

[タスク ビルダー]を単独起動し、任意のフォルダパス上に作成したタスクは「管理タスク」にはな

りません。トリガーや各種オプション機能を設定できるのは「管理タスク」に対してのみです。タ

スク保存後に作成タスクを[タスク アドミニストレーター]または[管理コンソール]にインポートした

場合は管理タスクになるため、AutoMate トリガー等が設定できるようになります。 

※「サーバー版」では「デスクトップ版」と異なり、[タスクビルダー]単体で起動することはでき

ません。 

 

【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）。 

 

[タスク アドミニストレーター]または[管理コンソール]からタスクの編集を選択すると、[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。 
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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/コンディション】 

タスクの自動起動条件です。デスクトップ版では「トリガー」、サーバー版では「コンディション」と呼

ばれます。 

スケジュールで実行、特定のフォルダ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]または「管理コンソール」から設定を行います。 
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3 AutoMate タスク ビルダーの起動 

本章では、[AutoMate タスク ビルダー]の単体での起動方法を記載します。 

 

※以降、デスクトップ版においてタスクビルダーを起動した場合を例としております。画面表記や一部機能に

おいてサーバー版と異なりますが、基本的な機能はライセンス共通となっております。 

 

※[AutoMate タスク アドミニストレーター]経由で起動する手順は、『AutoMate 11 ユーザーガイド タスク

アドミニストレーター』をご参照ください。 

「管理コンソール」経由で起動する手順は、『AutoMate PlusUltimate 11 ユーザーガイド』をご参照ください。 

 

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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4 AutoMate 11 タスク ビルダー画面について 

本章では、[AutoMate 11 タスク ビルダー]の項目を記載します。 

 

 

① Actions Panel (アクションパネル) 

[AutoMate タスク ビルダー]画面左側に表示され、「My Actions (マイ アクション)」ビューと「Action (アク

ション)」ビュー、「Search Dialog (検索ボックス)」が表示されます。 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

Ribbon 

Step Panel 

Actions Panel 

Debug Panel 
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② Steps Panel (ステップパネル) 

[AutoMate タスク ビルダー]画面中央に表示され、アクションパネルから選択されたアクション/アクティビ

ティがステップ形式で表示されます。 

 

 

③ Ribbon (リボン)/Title Bar (タイトルバー) 

[AutoMate タスク ビルダー]画面上部に表示され、タスクの構築中に一般的なコマンドやコントロールにす

ばやくアクセスできるように設計されたコンテキストインターフェイスです。 

 

 

④ Debug Panel (デバッグパネル) 

[AutoMate タスク ビルダー]画面下部に表示され、タスク実行中に詳細なリアルタイム情報をチェックでき

るさまざまなデバッグ機能が含まれています。 
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4.1 アクションパネル 

本項目では、「アクション」パネルの各セクションについて記載します。 

 

「アクション」パネルでは、実行されるステップを構成する、使用可能なすべてのアクションと関連アクティ

ビティが表示されます。 

 

 

(1)マイ アクション 

よく使用されるアクション/アクティビティのジャンプリストが表示されます。 

 

 

＊AutoMate インストール後、デフォルトで「お気に入り」にいくつかのアクション/アクティビティが登録され

ています。もし、これらのアクション/アクティビティが不要な場合は、マイアクションビュー上で右クリックし

表示されたコンテキストメニューから「マイ アクションのすべてをクリアする」を実行してクリアすることがで

きます。  

(1) 

(2) 

(3) 
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・お気に入り： 

よく使用されるアクション/アクティビティのジャンプリストを管理できます。 

ステップパネルまたはアクションパネルに表示されているアクション/アクティビティを選択して「お気

に入り」にドラッグ＆ドロップするか、右クリックで表示されるコンテキストメニューから「お気に入

りに追加」を実行することで登録できます。 

 

 

登録されたアクション/アクティビティは、通常と同じようにステップパネルの任意の位置にドラッグ＆

ドロップするか、またはダブルクリックで「アクション プロパティ」を表示し、追加できます。 

アクション/アクティビティをダブルクリックで実行し「アクション プロパティ」を表示した場合は、

タスクの最後尾(デフォルト)に追加されます。 

追加した「お気に入り」は他のタスクでも使用できます。 

 

・スニペット： 

複数のタスクで同一の操作を実行する場合、一連の流れのアクション/アクティビティを事前定義された

プロパティと設定を保持した状態で一つの処理として保存できます。 

ステップパネルに表示されている 1 つ以上のアクション/アクティビティを選択してドラッグ＆ドロップ

するか、右クリックで表示されるコンテキストメニューから「スニペットとして追加」を実行すること

で登録できます。 

また、「スニペット」を選択し、右クリックで表示されるコンテキストメニューから「フォルダの作成」

を実行することでスニペットをフォルダ＆ファイルの形式で管理することもできます。 

登録したスニペットには、任意の名称を設定できます。 

 

 

登録されたスニペットは、ステップパネルの任意の位置にドラッグ＆ドロップするか、またはダブルク

リックでタスクの最後尾(デフォルト)に追加できます。ステップパネルに追加されると、そのコンテン

ツは通常のアクション/アクティビティのステップとして機能するため、自由に編集/削除ができます。 

追加した「スニペット」は他のタスクでも使用できます。 
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・最近使った/よく使う： 

AutoMate は、頻繁に使用されるアクション/アクティビティの履歴を自動的に保存し、直近で使用され

たアクション/アクティビティを「最近使った」フォルダに、頻繁に使用されるアクション/アクティビ

ティを「よく使う」配下のジャンプリストに表示させます。 

それぞれ最大 10 件分のエントリが表示されます。これは、別のタスクからも参照できます。 

 

 

表示されているアクション/アクティビティは、通常と同じようにステップパネルの任意の位置にドラッ

グ＆ドロップするか、またはダブルクリックで「アクション プロパティ」を表示し、追加できます。 

アクション/アクティビティをダブルクリックで実行し「アクション プロパティ」を表示した場合は、

タスクの最後尾(デフォルト)に追加されます。 

 

 

(2)アクション 

AutoMate で使用できるアクションとアクティビティ(サブアクション)が階層形式で表示されます。 
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アクティビティ(サブアクション)のリストを表示するには、関連アクションの左側にある小さな▷アイコ

ンをクリックするか、「＋」アイコンの「すべて展開」オプションを使用します。展開されたリストをたた

む場合は、反対に関連アクションの左側にある小さな▶アイコンをクリックするか、「－」アイコンの「す

べてを折りたたむ」オプションを使用します。 

また、アクションをカテゴリ毎にグループ化させる場合は「カテゴリ」アイコンを、カテゴリグループ

や、アクションの表示順序をアルファベット降順/昇順で切り替える場合は「ソート」アイコンをクリック

します。 

 

 

＊ライセンスのないアクションはグレーアウトして表示されます。 

 

  

アクション 

アクティビティ 

カテゴリ 

ソート 
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アクション/アクティビティは、クリックしたままステップパネルの任意の位置にドラッグ＆ドロップする

か、またはダブルクリックで「アクション プロパティ」を表示できます。 

 

 

表示された「アクション プロパティ」で設定値を指定し、「OK」をクリックすると、ステップパネルに 1

行アクションが追加されます。 

アクション/アクティビティをダブルクリックで実行し「アクション プロパティ」を表示した場合は、タ

スクの最後尾(デフォルト)に追加されます。 

 

 

(3)検索ボックス 

アクションパネルの下部に表示され、アクション/アクティビティの動的検索フィルタリングをサポートし

ます。アクション名のすべてまたは一部を入力して、一致するテキストを含むアクションのみを表示できま

す。 

 

 

アクション/アクティビティの検索を行う場合、検索ボックス内をクリックするか、キーボードで[Ctrl + 

Shift + F]キーを実行し、検索語句を入力します。 

検索語句をクリアするには、検索ボックス右横の「×」アイコンをクリックするか、キーボードの

[Escape]キーを実行します。  
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4.2 ステップパネル 

本項目では、「ステップ」パネルの各セクションについて記載します。 

 

「Task Functions/Variables(タスク関数/変数)」パネルで「関数」タブが選択されている場合、「ステップ」

パネルでは、「アクション」パネルから選択されたアクション/アクティビティが表示されます。 

 

 

(1)タスク関数/変数パネル 

ステップパネル上部に表示され、「タスク関数」「イベント」「タスク変数」といったサブルーチン設定の管

理画面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。 

 

 

・「関数」タブでは、タスク関数の編集画面が表示されます。 

通常、タスクはデフォルトの「Main」関数上で追加されたステップを元に実行されます。しかし Main 関

数以外のタスク関数を作成し、Main 関数から呼び出して実行することも可能です。  

(1) 

(2) 

(3) 
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「Add new function」アイコンをクリックすると、タスク関数を追加できます。「Delete selected 

function」アイコンをクリックすると、選択されているタスク関数を削除できます。 

プルダウンから、編集対象のタスク関数を選択できます。 

 

 

タスク関数名左横の▶アイコンをクリックすると、タスク関数のプロパティが表示されます。 

＊デフォルトの「Main」関数は読み取り専用のため、設定値の変更及び削除はできません。 

 

 

・名称：タスク関数名を指定します。デフォルトでは「AmFunction*」です。 

・戻り値の型：[パラメーター]の戻り値の形式を指定できます。デフォルトは「なし」です。 

・なし…………… 値は返されません。 

・変数…………… 戻り値は変数の形式になります。 

・配列…………… 戻り値は配列の形式になります。 

・データセット… 戻り値はデータセットの形式になります。 

・アクセス：現在はサポートされておりません。 

・パラメーター：引数を指定できます。 

「＋」アイコンをクリックすると引数を追加するためのダイアログが表示されます。「Is 

Optional」にチェックが入っていない場合（デフォルト）、対象の引数はオプションでは

なく必須のパラメーターとなります。タスクの柔軟性のため通常はチェックを入れます

(＝引数はオプション)。引数のタイプは「変数」「配列」「データセット」から選択できま

す。表示されたダイアログで「✓」アイコンをクリックすると設定が保存され、引数が追

加されます。 

 

 

Add new function 

Delete selected function 
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「×」アイコンをクリックすると選択されている引数を削除できます。 

「✏」アイコンをクリックすると、選択されている引数を編集できます(名称は変更でき

ないため、名称を変更したい場合は一度引数を削除してから再度引数を追加してくださ

い)。 

 

追加したタスク関数を Main 関数から呼び出す場合、「タスク」アクションの「関数の呼び出し」アクティ

ビティを使用します。「呼び出す関数名」に対象のタスク関数名を指定します。 

「タスク」アクションが指定されているステップで登録されているタスク関数が呼び出され、タスク関数

内の処理が完了すると、Main 関数の後続の処理が続行されます。 

 

 

・「イベント」タブでは、あらかじめ定義された特定のイベントによって呼び出されるサブルーチンを管理

できます。 

タスクの開始/終了、エラーの有無によって特定の処理を実施するよう定義できます。 

トリガーとなるイベントはプルダウンから選択できます。 
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・OnStepStart： 

このイベントでは、ステップが実行されるたびに定義された処理を実行します。 

 

・OnStepEnd： 

このイベントでは、ステップが完了するたびに定義された処理を実行します。 

 

・OnStepError： 

このイベントでは、タスクステップがエラーを生成するたびに定義された処理を実行します。 

 

・OnTaskFailure： 

このイベントでは、タスクエラーが発生すると定義された処理を実行します。 

 

・OnTaskStart： 

このイベントでは、タスクが開始されると定義された処理を実行します。これは通常、タスクの実行が

開始されたときに最初に発生するイベントです。 

 

・OnTaskEnd： 

このイベントでは、タスクが終了すると定義された処理を実行します。 

 

・「タスク変数」タブでは、タスク全体に共通する変数であるタスク変数を管理できます。 

タスク関数内で定義されるローカル変数ではなく、タスク変数を利用する利点として、タスク全体での値

の保持が可能である点が挙げられます。 

タスク関数を使用すると、Main 関数とサブルーチンとして定義されたタスク関数間で変数を共有できま

す。変数をフラグとして使用する場合やデバッグ実行の際に有効です。 

また読み取り専用オプションを使用することで”ローカルの定数”として使用できます(通常定数は

[AutoMate タスク アドミニストレーター]上で定義されます)。 

 

「＋」アイコンをクリックすると、タスク変数を追加するためのダイアログが表示されます。「×」アイコ

ンをクリックすると、選択されているタスク変数を削除できます。 

「✏」アイコンをクリックすると、選択されているタスク変数を編集できます(名称は変更できないた

め、名称を変更したい場合は一度タスク変数を削除してから再度タスク変数を追加してください)。 
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表示されたダイアログで「✓」アイコンをクリックすると設定が保存され、タスク変数が追加されます。 

 

 

・名称：タスク変数名を指定します。 

・タイプ：タスク変数の形式を指定します。デフォルトは「変数」です。 

・変数…………… タスク変数は変数の形式になります。 

・配列…………… タスク変数は配列の形式になります。 

・データセット… タスク変数はデータセットの形式になります。 

・初期値：タスク変数の初期値を指定できます。 

・説明：タスク変数についての説明を記述できます。 

・Public/Private：外部アクセスに対しての許可設定を指定できます。 

・Public……… 外部タスクにも公開され、アクセス可能です（デフォルト）。 

・Private………外部タスクからは見えず、アクセスできません。 

・自動/テキスト/数：タスク変数内の値の形式を指定できます。 

・自動………… 値の形式は指定しません（デフォルト）。 

・テキスト…… 値の形式は文字列である必要があります。 

・数…………… 値の形式は数値である必要があります。 

 

 

(2)ステップパネル 

ステップパネル中央に表示され、タスクの作成に関する主な操作を行うワークスペースです。 
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「アクションパネル」から「ステップパネル」にアクションがドラッグ＆ドロップされると、「アクション 

プロパティ」画面が表示されます。 

 

 

「アクション プロパティ」で値を設定し保存すると、ステップパネルに 1 行処理が追加されます。 

 

 

対象のタスクを選択し、右クリックして表示されるコンテキストメニューから「アクション プロパティ」

の編集やステップの操作を実行できます。 
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「アクション プロパティ」画面の左側ペインには、そのアクションで定義できるアクティビティが一覧で

表示されます。画面上部のタブでは、設定内容を選択できます。 

 

 

・プロパティ： 

操作ファイルのパスや変数の指定等、選択したアクション/アクティビティに関する設定を行います。 

 

 

・説明： 

「カスタムステップの説明を使用」にチェックを入れることで、処理についての説明を記述でき、ステップ

パネル上では記述した説明文でステップが表示されます。 
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・エラーの原因： 

エラー発生時のエラーコードの指定やタイムアウト時間を定義できます。 

 

 

・エラーメッセージとエラーコード： 

AutoMate で定義された対象のアクションの失敗原因のメッセージについて、表示するものを選択/選択

解除します。指定したエラーが発生した時、「エラー時」タブで設定した処理が実行されます。 

 

・タイムアウト後に失敗： 

ここにチェックを入れると、指定された時間の経過後に当該アクションのステータスをエラーにし、「エ

ラー時」タブで設定した処理が実行されます。 
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・エラー時： 

エラー発生時に実行するアクションを定義できます。 

ユーザーは、エラー発生時に指定した回数、間隔(ミリ秒)でステップをリトライさせたり、エラー処理を実

行させたりすることができます。 

 

 

・次のエラー処理を実行します： 

「追加」ボタンをクリックすると、エラーになった際のアクションとして、以下を規定出来ます。 

・タスクを開始する………………………別のタスクを開始させます。 

・変数を設定する…………………………変数に値をセットします。 

・メールの送信……………………………E メールを送付します。 

・音を出す…………………………………音声を再生します。 

・Windows イベントログに書き込む… Windows イベントログにエントリを書き込みます。 

・AutoMate ログに書き込む……………AutoMate ログにエントリを書き込みます。 

 

・エラーイベントの後： 

アクションがエラーとなった後の処理について以下を規定出来ます。 

・タスクを停止する………… タスクを終了させます。 

・次のステップに進む……… 次のステップへ進みます。 

・ループをブレイクする…… 現在の Loop を Break します。 

・ラベルに移動……………… 指定のラベルまで飛びます。 

・ステップに移動…………… 指定のステップへ飛びます。 
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(3)タスク切り替えパネル 

ステップパネル下部に表示され、複数タスクを一つのタスクビルダー上で切り替えて編集できます。 

 

 

「リボン」上部の「ファイル」タブ、またはショートカットキー「Ctrl + O」からタスクを表示すると、一

つのタスクビルダー上でタブを切り替えて複数のタスクを編集することができます。ただし、タスクビルダ

ーを「AutoMate 11 Task Builder」から直接起動した場合に限ります。 

 

 

4.3 リボン 

本項目では、「リボン」の各セクションについて記載します。 

 

「リボン」パネルでは、タスク構築中に使用される一般的な機能にアクセスするための、コンテキストインタ

ーフェイスが表示されます。 

 

1)タイトルバー 

[AutoMate タスク ビルダー]最上部に表示され、タスクタイトルを表示したり、タスクビルダーのウィン

ドウサイズを変更したり、よく使用される機能へのクイックアクセスツールバーが表示されます。 

 

 

(1)  

(2) 

クイックアクセス ツールバー 
全画面 

閉じる 

ウィンドウメニュー タスクタイトル 最小化 
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・クイックアクセスツールバー： 

一般的に使用される機能へのワンクリックショートカットを提供します。 

「Customize Quick Access Toolbar」から表示するショートカットや表示位置を変更することができます。

デフォルトでは以下の機能が表示されます。 

・保存する (Ctrl + S)…編集中のタスクを保存します。 

既存タスクの場合、上書き保存されます。新規タスクの場合、標準の Windows

エクスプローラーダイアログが表示され、タスク（.AML）ファイルの保存先フ

ォルダを選択できます。 

・検索 (Ctrl + F)………特定の単語またはフレーズの検索や置換を行うことができます。 

  

・実行 (F5)…………… タスクのデバッグ実行を行います。 

・取り消す (Ctrl + Z)…編集した内容を取り消します。 

・やり直す (Ctrl + Y)…取り消された編集内容を戻します。 

 

 

(2)リボン 

[AutoMate タスク ビルダー]上部に表示され、「ファイル」「ホーム」「アクション」の 3 つのコンテキスト

タブが表示されます。 

 

【ファイル】 

ファイルタブでは、既存タスクの表示、編集中タスクの保存/印刷、環境設定等を行うことができます。 

 

  



25 

 

＊「ファイル」タブで表示されるメニューは、タスクビルダーを[AutoMate タスク アドミニストレータ

ー]から起動するか、[AutoMate タスク ビルダー]単体で起動するかで異なります。 

 

【[AutoMate タスク アドミニストレーター]経由で起動した場合】 

 

 

【[AutoMate タスク ビルダー]単体で起動した場合】 
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・新規： 

新しいタスクを作成します。 

このオプションを選択すると、「ステップパネル」ペインに新しいタブが追加されます。 

＊「新規」オプションでタスクを作成した場合、タスクは管理対象外のタスクとして作成されます。 

 

・開く： 

既存のタスクを開きます。 

標準の Windows エクスプローラーダイアログが表示され、タスク（.AML）ファイルを選択して開く

ことができます。 

 

・保存する： 

編集中のタスクを保存します。 

既存タスクの場合、上書き保存されます。新規タスクの場合、標準の Windows エクスプローラーダ

イアログが表示され、タスク（.AML）ファイルの保存先フォルダを選択できます。 

 

・名前をつけて保存： 

編集中のタスクファイルのコピーを保存するか、タスクファイルを別の形式で保存します。 

標準の Windows エクスプローラーダイアログが表示されタスク（.AML）ファイルの保存先フォルダ

を選択できます。 

 

・すべて保存： 

オープンされているタスクファイルをすべて保存します。 

既存タスクの場合、上書き保存されます。新規タスクの場合、標準の Windows エクスプローラーダ

イアログが表示され、タスク（.AML）ファイルの保存先フォルダを選択できます。 

 

・Print： 

編集中のタスクのステップを「ステップパネル」ペインに表示されているとおりに印刷します。 
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・送信： 

指定した受信者に編集中のタスクを電子メールで送信します。 

 

 

・タスクをメールで送信する： 

メール本文に AML 形式で編集中のタスクを記述して送信します。 

 

 

・タスクをメールで送信する（添付ファイルとして）： 

編集中のタスクをタスクファイルとしてメールに添付して送信します。 

 

・全てのタスクをメールで送信する（添付ファイルとして）： 

オープンされている全てのタスクをタスクファイルとしてメールに添付して送信します。 
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・オプション： 

タスクビルダー上の色、アイコン、フォントの設定、表示オプション、デバッグ設定、フォーマットと

いった環境設定を管理できます。 

 

 

・一般： 

[AutoMate タスク ビルダー]の基本的な動作や、デフォルトの管理タスクの場所を定義できま

す。 

 

 

・[スタートアップ時に開く] 

[AutoMate タスク ビルダー]起動時の動作を定義できます。 

＊このオプションは、Windows のスタートメニューまたは Program Files ディレクトリ

(C:\Program Files\AutoMate 11\AMTB.exe)から手動起動した場合に有効です。 

・新規タスク…………………………………新規のタスクを表示します。 

・前回のセッションで選択されたタスク…前回終了時に編集中だったタスクを表示します。 

・前回のセッションのすべてのタスク……前回終了時にオープンされていたすべての 

タスクを表示します。  



29 

 

・[アクションが選択されたとき] 

コメントを追加した時、アクション/アクティビティをダブルクリックで追加した時にステップ

を挿入する位置を選択できます。 

・タスクの最後にステップを追加する……表示されているタスク関数上のステップの 

最後尾に追加します。 

・現在の選択範囲にステップを挿入する…選択ステップの前の行に追加します。 

 

・[ビジュアル ビューにエラーの説明を含む] 

VISUAL モードでの表示時に「エラー時」タブの内容を表示するか定義できます。 

・常時………………………………常に表示します。 

・デフォルトと異なる場合のみ…デフォルト値と異なる値が設定されている場合のみ 

表示します。 

・しない……………………………エラー時の説明は表示しません。 

 

・[タスクビルダーの自動保存オプション] 

[タスクを 2 分ごとに自動保存する]を有効化すると、関連するファイルとともにタスクが 2 分

ごとに自動保存されます。 

注意:変更を有効にするには、タスクビルダーを再起動する必要があります。 

※この機能はバージョン 11.5 以降において使用可能です。 

 

・デフォルトのタスクファイルの場所： 

[AutoMate タスク アドミニストレーター]管理対象外のタスクのデフォルトの保存場所を指定

できます。デフォルトでは＜%USERPROFILE%\Documents\AutoMate 11 Tasks＞に保存さ

れます。保存先を変更する場合は、パス表示欄の右横にあるフォルダアイコンをクリックし

て、保存先を指定します。 

＊ネットワーク上のフォルダを指定する場合は UNC パスで指定します。

(\\SERVERNAME\FOLDERNAME) 
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・フォーマット： 

ステップパネル上でステップのブロックを表す書式設定を定義できます。 

 

 

・「ステップテキストの折り返し」： 

有効にした場合、ステップパネルに表示されるテキストは、ウィンドウの右端からはみ出さ

ないように自動的に折り返されます。これにより、右にスクロールする必要なく、すべての

テキストを表示できます。 

 

・「ステップレベルのオートコンプリート」： 

有効にすると、ステップのブロックの開始アクティビティを指定すると自動で終了のアクテ

ィビティが追加されます。例えば： 

―有効にすると、If ステートメントの後に自動的に End If ステップが追加されます。無効

にした場合、End If ステップを手動で追加する必要があります。 

―有効にすると、Loop ステップの後に End Loop ステップが自動的に追加されます。無効

にした場合は、手動で End Loop ステップを追加する必要があります。 

―有効にすると、Case ステートメントの後に自動的に End Case ステップが追加されま

す。無効にした場合は、手動で End Case ステップを追加する必要があります。 

 

・「既存のステップを新しく挿入されたブロックで囲む」： 

有効にすると、既にステップパネル上に存在しているステップを新しく挿入されたステ

ップのブロックで自動的に囲みます。 

＊このオプションは、「ステップレベルのオートコンプリート」および[一般]>[アクショ

ンが選択されたとき]>[現在の選択範囲にステップを挿入する]オプションが有効になっ

ている場合にのみ使用できます。 
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・「ドラッグ中にビジュアル エフェクトを表示する」： 

有効にすると、ドラッグされているアイテムの視覚的なオーバーレイがステップパネルに表

示されます。 

 

・「ドラッグ中にステップをアニメーション化する」： 

有効にすると、ステップパネルでドラッグ＆ドロップ操作を実行すると、影響を受けるすべ

てのステップが現在の操作に応じて位置を変更するアニメーションが表示されます。 

たとえば、2 つのステップ間にアクティビティをドラッグすると、元あったステップはそれ

ぞれ上下に分かれて移動し、ドラッグソース用のスペースを確保します。 

 

・「ブロック内でステップをシェードする」： 

有効にすると、ステップのブロックの開始を選択した時に、ブロックの間に含まれるすべて

のステップがシェーディングされます。 

 

・「ステップのオートインデント」： 

有効にすると、ステップを自動的にインデントできます。デフォルトのインデント値は、[イ

ンデント間隔のインクリメント]オプションで設定できます。 

・「ブロック区切り文字を表示」： 

有効にした場合、ステップのブロックの開始と終了を指定する垂直線が表示されます。 

＊このオプションは、[ステップのオートインデント]オプションが有効になっている場

合にのみ使用できます。 

＊区切り記号は、ステップのブロックが展開されている場合にのみ表示されます。ブロ

ックが折りたたまれている場合は表示されません。 

 

・「インデント間隔のインクリメント」： 

インデント値を指定します。 

＊このオプションは、[ステップのオートインデント]オプションが有効になっている場合に

のみ使用できます。 

 

・[ステップ ビジュアル ビュー]： 

・「ステップ タイトルにアクションとアクティビティ名を表示する」： 

有効にすると、ステップパネルの各ステップにアクション/アクティビティ名が表示されま

す。無効にすると、アクション/アクティビティ名は表示されませんが、一意のアイコンと

インラインの説明でステップ内容を確認できます。 

・「インラインの説明を表示する」： 

有効にすると、ステップ内容のインライン説明が表示されます。 
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・フォント： 

ステップパネル上に表示されるフォント(フォントファミリー、スタイル、太さ、サイズ）をビ

ジュアル ビュー/AML ビューそれぞれでカスタマイズできます。 

 

 

・フォントファミリー： 

使用する書体を選択できます。 

AML ビューで使用するフォントは固定幅フォントを推奨します。 

 

・フォント スタイル： 

文字のスタイルを選択できます。 

・Normal：文字は立体で表示されます。 

・Oblique：文字は斜体で表示されます。 

 

・フォントの太さ： 

文字の太さを選択できます。 

「Light」が最も細く、「Bold」が最も太く文字を表示します。 

 

・フォント サイズ： 

文字サイズを指定できます。 

 

・リセット： 

規定値に設定をリセットします。 
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・色： 

ステップパネル上の配色をカスタマイズできます。 

 

 

「名前を付けて保存」ボタンをクリックすると「新規スキーム」ダイアログが表示されます。 

 

 

任意のスキーム名を入力して「OK」をクリックすると、[カラー スキーム]の一覧に追加され

ます。プルダウンからスキームを選択し、カラーバランスをカスタマイズします。 

画面右下の「OK」ボタンをクリックすると、定義した設定が保存され即座に反映されます。 

 

 

・レイアウト： 

パネルレイアウトをリセットできます。 
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「ホーム」タブのリボンからパネルレイアウトをカスタマイズできます。このオプションで

は、カスタマイズしたパネルレイアウトをデフォルトに戻すことができます。 

 

 

 

・デバッガー： 

デバッグ実行時の[AutoMate タスク ビルダー]の動作や「デバッグパネル」上でのログや変数値

の表示について制御できます。 

 

 

・「実行時にタスクを保存」： 

有効にすると、デバッグ実行時にタスクに加えられた変更を自動的に上書き保存します。新規

タスクの場合、デバッグ実行する前にタスクを保存するかどうかを確認するダイアログが表示

されます。 

 

・「実行時の最小化」： 

有効にすると、デバック実行時にタスクビルターを最小化します。 

 

・「一時停止・ブレイクポイント時にタスクビルダーを最前面に表示する」： 

有効にすると、デバッグ実行を一時停止した時に、タスクビルダーを最前面に表示させます。 

インタラクティブなステップ(キーストロークの送信、マウスをオブジェクトへ移動する)また

は他のウィンドウと連動するステップ(ウィンドウの最大化/最小化)をテストする場合は、この

オプションを有効にすることをお勧めします。 
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・「実行時の出力ウィンドウのクリア」： 

有効にすると、デバッグ実行時に「デバッグパネル」の「出力」ウィンドウで表示されている

実行履歴をクリアします。無効にすると、実行ログは実行履歴に追記されていきます。 

 

・「出力パネルのエントリーを制限」： 

有効にすると、「デバッグパネル」の「出力」ウィンドウで表示される行数を制御できます。指

定した行数分の最新ログだけ表示されます。 

 

・「リアルタイムの変数分析」： 

有効にすると、ステップを実行する毎に「デバッグパネル」の「変数」ウィンドウに表示され

ている変数の値を更新します。無効にすると、タスクの終了または一時停止時にのみ更新しま

す。 

＊このオプションを有効にすると、タスクビルダー上でのタスクの実行速度が遅くなる可能性

があります。 

 

・「データセット全体を検査する」： 

有効にすると、デバッグ実行時に、通常は非表示になっている拡張データセットプロパティ(作

成日時、合計行)を「デバッグパネル」の「変数」ウィンドウに表示します。無効にすると、基

本的なデータセットプロパティのみが表示されます。 

＊このオプションを有効にすると、タスクビルダー上でのタスクの実行速度が遅くなる可能性

があります。 

 

・「初期変数値を表示する」： 

有効にすると、「デバッグパネル」の「変数」ウィンドウに、[現在の値]に加えて[初期値]を表

示させます。 

 

・[エラー時にサウンドを再生する]： 

タスク実行がエラーで停止したときにサウンドを再生するかどうかを選択します。 

・しない…………………………………エラー時にサウンドを再生しません。 

・デフォルトのサウンドを使用する…Windows のシステムエラー音を使用します。 

・このサウンドを使用する……………再生するサウンドを変更できます。 

ファイルパス表示欄の右横にあるフォルダアイコンを

クリックして、ファイルパスを指定します。 

＊WAV ファイルのみ指定可能です。 
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・ツールバー： 

デバッグ実行時に表示されるデバッキングウィンドウや、タスクを停止したり再実行したりする

ためのショートカットキーを制御できます。 

 

 

「デバッキング」ウィンドウには、アクティブなタスクを停止、一時停止、再実行、ステップ実

行するボタンが含まれています。実行中のタスクが完了すると自動的に閉じますが、「x」をクリ

ックしていつでも閉じることができます。 

 

 

・「スクリーンの場所」： 

デバッキングウィンドウを表示する位置を指定できます。 

[Do not show]を選択すると、デバッキングウィンドウを非表示にできます。 

＊デバッキングウィンドウが非表示の場合でも、タスク停止、再実行等のショートカットキー

は有効です。 

 

・「常にトップにする」： 

有効にすると、常にデバッキングウィンドウを最前面に表示します。 

 

・[ツールバーのホットキー]： 

タスクの実行、停止、一時停止、またはステップ実行に使用される特定のショートカットキー

を指定できます。 

 

 

【ホーム】 

ホームタブでは、タスク構築を助ける「クリップボード」「検索」「レイアウト」「タスク」「ステップ」

「View」「挿入」「レコーダー」の 8 つのインターフェースが表示されます。 
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・クリップボード： 

1 つ以上のステップをコピーしてタスクの別のセクションまたは複数のタスクに貼り付けることがで

きます。 

 

 

[コピー]ボタン右の黒三角▼をクリックすると、プルダウンからコピーの形式を設定できます。 

 

 

[コピー(Ctrl + C)]では、実際には各タスクステップに関連付けられた.AML コードをコピーします。 

[説明をコピー(Ctrl + D)]では、VISUAL ビューに表示されているステップの説明をコピーします。 

それぞれコピーしたコードは、貼り付け操作を使用して、Email メッセージやテキストファイルなど

の別のアプリケーションに貼り付けることもできます。 

 

・検索： 

編集中またはオープンされているタスク内の語句を検索したり、置換したりすることができます。 

 

 

[検索(Ctrl + F)]では、検索対象を以下から選択できます。 

・Current task………編集中のタスク(サブルーチンのタスク関数も含む)内で検索します。 

・Current function…編集中のタスク関数内で検索します。 

・Selected steps……選択行の中から検索します。 

・All open tasks……オープンされているすべてのタスク内で検索します。 
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[置換(Ctrl + H)]は、AML ビューの場合のみ実行できます。置換対象を以下から選択できます。 

・Current task………編集中のタスク(サブルーチンのタスク関数も含む)内を置換します。 

・Current function…編集中のタスク関数内を置換します。 

・Selected steps……選択行を置換します。 

・All open tasks……オープンされているすべてのタスク内を置換します。 

＊[コメント]は[置換]機能に対応しておりません。[コメント]の文字列を置き換える場合は、タスク

をコピーし、テキストファイルに貼り付けてから Windows の置換機能を利用します。 

 

 

[選択]では、指定したステップを選択できます。以下の選択方法を指定できます。 

・[すべて選択(Ctrl + A)]……………編集中のタスク関数上のすべてのステップを選択します。 

・[ステップ番号を選択(Ctrl + G)]…指定したステップ番号のステップを選択します。 

・[ラベルを選択(Ctrl + L)]…………指定した[ラベル – 作成]ステップを選択します。 

  

 

＊正規表現を使用することで、より高度な検索と置換操作を行うことができます。 
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・レイアウト： 

タスクビルダー上のレイアウトを定義できます。 

 

 

[パネル レイアウト]ボタン下部の黒三角▼をクリックすると、プルダウンから各パネルの表示/非表

示を設定できます。 

 

 

・タスク： 

タスクのデバッグ実行を制御できます。 

 

 

[実行]ボタンを実行することでデバッグ実行が可能です。[実行]ボタン下部の黒三角▼をクリックす

ると、プルダウンから各種デバッグ実行を選択できます。 

 

 

[実行]では、タスクをはじめから実行します。「実行」ボタンをそのままクリックして実行した場合

は、この方法で実行されます。F5 キーを押下することでも実行できます。 

[選択されたものを実行する]では、選択されているステップのアクションのみ実行します。リージョ

ンを選択して実行すると、選択したリージョンのステップが実行されます。Ctrl+F5 キーを押下する

ことでも実行できます。 

[ここから実行する]では、選択されているステップからタスクを実行します。Ctrl+Shift+F5 キーを押

下することでも実行できます。  
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[ステップ]では、ボタンを実行したタイミングで 1 ステップだけタスクをはじめから実行します。F9

キーを押下することでも実行できます。連続して押下することで 1 ステップ毎に実行結果を確認する

ことができます。 

 

・ステップ： 

ステップパネル上のステップを制御できます。 

 

 

[リージョン]ボタン右の黒三角▼をクリックすると、プルダウンからリージョンの設定ができます。 

 

 

・View： 

各ステップの表示形式を選択できます。 

 

 

[VISUAL]では、ステップの説明がプレーンテキストで表示されます。[AML]では、AutoMate で使用

される内部言語である AML モードでステップが表示されます。 

 

・挿入： 

変数やコメント、ラベル等を追加できます。 
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・レコーダー(Plus/Ultimate:バージョン 11.5 以上、Desktop:バージョン 11.6 以上)： 

レコーディングや編集、分割機能を使用できます。 

 

 

[新しいレコーディング]では、[レコーダー]を起動します。[編集]では、既存のレコーダーを編集しま

す。[分割]では、指定されたステップで、レコーダーを 2 つに分割します。 

※[レコーダー]機能についての詳細は、『AutoMate 11 ユーザーガイド レコーダー』をご参照くださ

い。 

 

 

【アクション】 

アクションタブでは、アクセスキーと呼ばれるキーボードショートカットが用意されており、マウスを

使用せずにステップパネルの操作を行うことができます。 

 
 

Alt＋a を実行すると、各機能のショートカットキーが表示されます。 
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4.4 デバッグパネル 

本項目では、「デバッグ」パネルについて記載します。 

 

タスク ビルダーでタスクを作成するに当たり、画面下部のタブの内容がタスク作成に役立ちます。各タブ

の機能を説明します。 

 

出力 

各アクションの実行ステータス・および実行結果が表示されます。エラーになった場合は赤文字で原因と

ともに表示されます。 

 

変数 

作成済み変数および dataset に格納されている値が表示されます。 

 

ウォッチ 

タスク実行中、変数や式(Expression)の結果をリアルタイムで監視できます。 

 

コール スタック 

タスクの呼び出しについてトレース結果が表示されます。 

 

ブレイク ポイント 

タスクを一時的に中断させるポイント(Breakpoint)を設定したステップが一覧で表示されます。 

 

ラベル 

設定したラベルが一覧で表示されます。 

 

コメント 

コメント行の一覧が表示されます。 

 

リージョン 

設定されたリージョンとその範囲が一覧で表示されます。 

(※リージョン：指定された範囲のアクションに名前をつけたコメントのようなもの) 
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セッション 

定義されたセッション(ブラウザ、Excel など)の一覧が表示されます。 

 

添付ファイル 

タスクに添付したファイルが表示されます。 
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5 タスクの作成(アクションの追加) 

本章では、アクションを追加してタスクを作成する方法について記載します。 

 

① 画面左側ペインの[アクション]から、構築したい種類のアクションのアクティビティを選択し、右側の

ビルドペインにドラッグ＆ドロップします。 

 

 

② アクティビティに応じた[アクションのプロパティ]が表示されます。 

設定値を入力し、[OK]をクリックします。 
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③ 設定後、アクションが表示されます。 

以下、同様にドラッグ＆ドロップでアクションを追加していきます。 

なお、ドラッグ＆ドロップで任意の場所にアクションを追加できます。 

 

 

④ タスクを実行する場合、画面上部[実行]ボタンより実行します。 

タスクの構築途中にテストする際などに使用します。 
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⑤ 変数について 

一部のアクション(例：「Web ブラウザ – 値の取得」など)では、文字列や数値を変数に格納することが

できますが、値を格納する変数は先に定義する必要があります。 

 

 

以下、変数の定義方法です。 

[アクション]から、「変数 – 作成」を選択し、ドラッグ＆ドロップします。 
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「アクション プロパティ」が表示されます。 

変数名と初期値(無しでも可)を指定し[OK]をクリックします。 

 

 

変数を定義すると、変数を使用する際プルダウンリストに表示されます。 

 

 

なお、「％」で変数名を囲むように記述(例：「%変数名%」)することで、変数を参照できます。 

例として変数”var_A”に値”AutoMate”が入っていたとすると、[%var_A%操作説明]と記述することで、

[AutoMate 操作説明]を表せます。  
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⑥ IF 文、LOOP 文について 

条件式として、IF, LOOP を使うことが出来ます。 

 

 

IF 文の設定例。条件式を設定します。 

 

 

設定後、このような形で表示されます。[End if]はドラッグ＆ドロップで任意の位置へ移動できます。 
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6 保存 

本章では、作成したタスクを保存する方法を記載します。 

 

画面左上の「保存」ボタンをクリックして閉じます。 

 

 

＊[タスク アドミニストレーター]から[タスク ビルダー]を起動している場合は、画面左上の[保存して閉じ

る]をクリックして閉じることもできます。 

 

 

＊タスク編集中は、こまめに Ctrl + S を実行して保存するようにしてください。 
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7 タスクの手動実行、編集 

本章では、タスクの手動実行と編集の方法を記載します。 

 

7.1 タスクの手動実行 

本項目では、タスクの手動実行方法を記載します。 

 

実行するタスクを[AutoMate タスク アドミニストレーター]上から右クリック、[実行]を実行します。 

 

＊デスクトップ版の場合 
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7.2 タスクの編集 

本項目では、タスクの編集方法を記載します。 

 

【[AutoMate タスク ビルダー]単体で起動する場合】 

編集するタスク ファイルをダブルクリックします。 

 

 

【[AutoMate タスク アドミニストレーター]経由で編集する場合】 

編集するタスクを AutoMate タスク アドミニストレーター上から右クリック、[ステップの編集]を実行しま

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 

TEL：03-3583-4002 

 


