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1

はじめに

本書は、AutoMate Plus/Ultimate 11 を使用するためのユーザーガイドです。
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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 の製品の構成と説明を記載します。
AutoMate Plus/Ultimate(Enterprise)版は、[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]の３つの GUI から構成されます。
【管理コンソール】
AutoMate 稼働環境全般の管理・ワークフローデザイナーの起動・タスクビルダーの起動を行いま
す。また、各エージェント (ライセンスにおけるボット)の管理・実行結果の確認などを行います。
【ワークフローデザイナー】
ワークフローの開発を行うアプリケーションです。管理コンソールから呼び出します。ワークフロ
ーのテスト・タスクを実行するエージェントの選択・タスクの処理分岐・グローバル変数の作成等
を行います。
【AutoMate タスクビルダー】
AutoMate のタスクを組み立てます。管理コンソールおよびワークフローデザイナーから呼び出し
ます。
管理コンソールの[レポジトリ]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。
ワークフローデザイナーからタスクを選択し、[編集]を実行することでも起動できます。
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2.2

AutoMate Plus/Ultimate 用語説明

本項目では、AutoMate Plus/Ultimate の用語を説明します。
【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、管理コ
ンソールから行います。
【エージェント(ライセンスにおけるボット)】
タスクを実行する専用のモジュールです。サーバー本体だけでなく、ネットワークで相互通信可能
な PC・サーバーにインストールし、サーバー本体から遠隔でタスクを実行させることが可能で
す。
【ワークフロー】
1 つ以上のタスクから構成される一連の自動化処理を指します。エージェント A で実行した結果を
もとにエージェント B でタスク B を実行するなど、より高度な処理を実現することが可能です。
【コンディション(トリガー)】
タスクの自動起動条件です(デスクトップ版におけるトリガーです)。
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、当該ワークフローが
実行される条件を規定できます。手動実行のみで、コンディションを設定しないことも可能です。
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3

AutoMate Plus/Ultimate の開始と終了

本項目では、AutoMate Plus/Ultimate の開始と終了の手順を記載します。

3.1

AutoMate Plus/Ultimate のサービス起動確認

本項目では、AutoMate Plus/Ultimate のサービス起動確認方法を記載します。
注：下図はエージェント(ライセンスにおけるボット)をサーバー本体と異なる環境にインストールした
場合に表示される画面です。
同環境にインストールしている場合も同様の手順で実施します。
①

まずサーバーのサービス起動状況を確認します。

サーバーにおいて「サービス」画面を起動します。
「Windows」キーを押しながら「R」を押すと「ファイル名を指定して実行」画面が表示されま
す。

②

画面が表示されたら「services.msc」と入力します。

「OK」で実行します。
※「管理ツール」から「サービス」を選択することでも同様に起動できます。
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③

以下の画面が表示されます。

「Automate Enterprise 11 Execution Server」と「Automate Enterprise 11 Management Server」の
サービスが「実行中」であることを確認します。
（※）
「実行中」となっていない場合は、
「Automate Enterprise 11 Execution Server」
「Automate
Enterprise 11 Management Server」の順に開始させます。
※デフォルトの設定では、サーバーOS 起動時に自動で開始する設定となっています。

（→サーバー本体とエージェント(ライセンスにおけるボット)を同環境にインストールしている場
合は手順④に進みます。
）
確認後、右上「×」をクリックし「サービス」画面を閉じます。
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④

次にエージェント(ライセンスにおけるボット)のサービス起動状況を確認します。

エージェントがインストールされている環境で手順①を再度行い、以下の画面を表示します。
表示後、
「Automate Enterprise 11 Agent」が「実行中」であることを確認します。

⑤

サービスの起動確認後、開発用端末において「Automate Enterprise 11 Management

Console」
を起動します。
起動方法は「4.AutoMate Enterprise11 管理コンソールの起動」をご参照ください。
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3.2

AutoMate Plus/Ultimate の終了

本項目では、AutoMate Plus/Ultimate の終了手順を記載します。
3.2.1 管理コンソールの終了
管理コンソールを終了するには、右上の「×」ボタンをクリックします。

ただし、管理コンソールはタスクビルダーやワークフローデザイナーが開いている状態では終了する
ことができません。それらを先に閉じてから管理コンソールを閉じます。
3.2.2 エージェント(ライセンスにおけるボット)・サーバーのサービス終了
エージェント(ライセンスにおけるボット)・サーバーにおいてサービスを終了させるには、サービス
一覧から
エージェントは「Automate Enterprise 11 Agent」を、サーバーは「Automate Enterprise 11
Management Server」
「Automate Enterprise 11 Execution Server」の順にサービスを停止します。
なおエージェントの PC とサーバーをシャットダウンする場合は、シャットダウン時にサービスが停
止されるため手動での停止操作は必要ありません。
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3.3

AutoMate Plus/Ultimate のサービス/プロセス/ポート

本項目では、AutoMate Plus/Ultimate のサービス/プロセス/ポートを記載します。
AutoMate Plus/Ultimate 版のサービス/プロセス/ポートは以下です。
・サーバー本体
サービス・プロセス：AutoMate Enterprise 11 Execution Server（AMExecution11）
AutoMate Enterprise 11 Management Server（AMManagement11）
・エージェント(ライセンスにおけるボット)環境
サービス：AutoMate Enterprise 11 Agent（AMAgent11）[BPA_TS.exe]
プロセス：AutoMate Enterprise 11 Event Monitor [BPAEM.exe]
・SQL Server
サービス：SQL Server ＜インスタンス名＞（SQL＜インスタンス名＞）
※AutoMate のレポジトリサーバーとして設定したデータベースのインスタンス名
・TCP ポート
9700, 9702, 9703, 9708, 9710, 9715, 9717, 9718, 9725
※サーバー側でのみ TCP ポートの開放が必要となります。エージェント・開発ツール側では TCP ポ
ートの開放は不要です。
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4

AutoMate Enterprise 11 管理コンソールの起動

本章では、管理コンソールの起動方法を記載します。
管理コンソールはタスクやワークフローの作成、サーバー・エージェント(ライセンスにおけるボット)毎
の設定などを行う管理コンソールです。
① スタートメニューから、[Automate Enterprise 11 Management Console]を選択し起動します。

② 管理コンソールが立ち上がります。認証を聞かれた場合は、AutoMate Plus/Ultimate のユーザー/パ
スワードを入力します。

③ この画面から、タスク・ワークフローの作成、各種設定を行います。
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5

管理コンソールのメニューについて

本章では、管理コンソールのメニューの説明を記載します。
管理コンソールの項目は、以下の通りです。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

① ワークフロー
ワークフローの管理・設定を行います。
② レポジトリ
タスク・コンディション(トリガー)・プロセスの管理・設定を行います。
ワークフローデザイナーを経由せずにタスクやコンディションなどを確認・修正できます。
③ ユーザー
各管理コンソール上のユーザー管理・設定を行います。
④ エージェント
各エージェントの管理・設定を行います。
⑤ ダッシュボード
ダッシュボードから各種リソースの使用率、ワークフローとタスクの実行状態などを確認できます。
⑥ カレンダー
カレンダーから、ワークフロー・タスクの実行履歴・実行予定を確認できます。
⑦ レポート
ワークフロー・タスクの実行結果・実行履歴・実行されたエージェントなどを確認できます。
⑧ オプション
AutoMate の実行環境に関する各種設定を行います。
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6

ワークフロー

本章では、ワークフローの作成方法および設定方法について説明します。
[ワークフロー]タブを選択します。

① ワークフローの作成
ワークフローを作成するには、[ワークフロー]タブを選択し、トップパネル上の「新規」をクリックし
ます。なお、[レポジトリ]タブを選択→[タスク]を選択→トップパネル「新規」をクリック→作成した
タスクを選択し「編集」をクリック→タスクビルダーでタスクを作成→ワークフローデザイナーからワ
ークフローを構築する、という流れで構築することも可能です。
② タスクビルダーの起動
ワークフローデザイナーよりタスクを作成または選択して[編集]をクリックするとタスクビルダーが
起動します。または[レポジトリ]タブからタスクを編集することでも起動します。
③ ワークフローデザイナー
ワークフローを選択し、トップパネル上の「編集」をクリックするとワークフローデザイナーが起動し
ます。
④ プロパティ
ワークフローをダブルクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューからプロパティを選択
することで、ワークフローのプロパティ設定を変更できます。デフォルトでは、サーバー設定を継承す
る設定になっています(その際、
「継承された」と表示されます)。サーバーの設定を上書きして個別に
設定する際は、
「値を無視して上書きするにはここをクリック」をクリックして設定します。
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6.1

ワークフローデザイナーの画面

本項目では、ワークフローデザイナーの画面の説明を記載します。

①
②
③

⑤

⑥
④
① クイックアクセスツールバー
ワークフローの上書き保存などを行います。
② リボンタブ
ワークフローの実行・一時停止などの操作を行います。
③ ワークフローオブジェクト
タスク・コンディション・分岐の矢印・式の評価など、ワークフロー上に定義できるオブジェクトです。
ここから⑤メインワークスペースの領域にドラッグ&ドロップします。新規でタスクやトリガーを作成
する場合は「新規構築」
、既存のタスクやオブジェクトを使用する場合は「既存に関連付ける」を選択
します。なお、タスクを選択し「編集」をクリックすると、タスクビルダーが起動します。
④ オブジェクト・レポジトリタブ
Object/Repository のタブ切り替えを行います。
⑤ メインワークスペース
ワークフローを定義するスペースです。ここにタスクやトリガーを配置し、矢印で繋げてワークフロー
を作成します。
⑥ 結果表示/共有オブジェクトパネル
ワークフロー実行結果の表示や、ワークフロー内で共通変数・配列・データセットを定義できます。ワ
ークフロー実行時・完了後は、ここから共通変数・配列・データセットの内容を確認できます。
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⑦

⑧

⑨
⑦ Repository(Repository タブに切り替えた場合表示される)
作成されたワークフローおよびタスク、コンディション等はレポジトリに登録され、使用中の
AutoMate ユーザーに権限がある限りはどのワークフローからでも参照・利用可能です。なお、複数の
ワークフローで共通のレポジトリを使用する際、同じオブジェクトを参照しているため、一つのワーク
フロー内でレポジトリを編集した場合、他のワークフローにも影響を与えます。
⑧ エージェントの選択
トリガー条件の対象となるエージェント、およびタスクを実行するエージェントを割り当てます。な
お、使用中の AutoMate ユーザーにエージェントに対しての権限が無い場合、それらのエージェントは
指定できません。デフォルトでは、サーバー設定で決められたデフォルトエージェントが割り当てられ
ます。
⑨ ワークフロー内共通変数(変数タブに切り替えた場合)
ワークフロー内のタスク同士でデータのやりとりが可能な共通変数を定義・確認できます。ここで変数
を作成するには、このタブ内で右クリック→「変数を追加」を選択して定義します。なお、タスクビル
ダーでこの変数を参照するには、ワークフローデザイナーからタスクビルダー を開き、エクスプレッ
ションビルダーの「Task Variables」から参照可能です。
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7

レポジトリ

本章では、ワークフローの作成方法および設定方法について説明します。
[レポジトリ]タブを選択します。
ここから、タスクおよびトリガーを編集できます。ここからタスクを編集する際は、ワークフローデザイ
ナーを経由せずにタスクビルダーを起動できます。

なお、以下の点においてデスクトップ版と異なります。
タスクを手動実行した場合、タスクを実行する前に、タスクを実行するエージェントを選択する画面に
なります。ここでタスクを実行するエージェントおよびエージェントグループを選択し、タスクを実行
します。

デフォルトでは、サーバー設定を継承する設定になっています(その際、項目名の下部に「継承された」
と表示されます)。
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8

ユーザー

本章では、ユーザー項目について記載します。
[ユーザー]タブを選択します。
AutoMate Plus/Ultimate では、ユーザー及びユーザーグループを作成し、ユーザーごとに閲覧・編集・
実行等の権限を管理できます。初期ユーザーは、Administrator のみです。
① ユーザー
ユーザーを作成するには、左上の「新規」をクリックします。

ユーザー名、およびパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
※管理コンソールログイン認証に必要です。

新規作成したユーザーが追加されることを確認します。
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② ユーザーグループ
ユーザーグループを作成するには、画面左の「ユーザー グループ」フォルダーをクリックし、左上
の「新規」ボタンをクリックします。

新しいユーザーグループが作成されます。名前をつけて確定します。

ユーザーグループを選択して右クリック→「編集」から、ユーザーグループに所属するユーザーを追
加または削除します。
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9

エージェント(ライセンスにおけるボット)

本章では、エージェント(ライセンスにおけるボット)について記載します。
[エージェント]タブを選択します。
エージェントとは、AutoMate Plus/Ultimate においてトリガーの監視及びタスクを実行するマシンのこ
とを指します。タスクを実行するには、対象のマシンにエージェントがインストールされており、なおか
つ管理サーバーと相互に通信できる必要があります。

① エージェントの各種設定につきましては、
「11.2.2 デフォルトプロパティ」にて説明します。デフ
ォルトの設定は、サーバー設定を継承する設定です(その際、項目名の下部に「継承された」と表示
されます)。なお、定数および SQL 接続については、継承する設定に加え、エージェント固有の設
定も定義できます。
② エージェントグループ
AutoMate Plus/Ultimate では、エージェントグループを作成し、その中でタスクの割り振り方法・タ
スク実行方法を指定できます。エージェントグループを編集するには、対象のエージェントグループを
選択し、ダブルクリックします。
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「“エージェントグループ名”を編集」をダブルクリックします。

この画面から、グループから追加・削除するエージェントを選択し、確定するには「更新」をクリッ
クします。

なお、エージェントグループの割り振り方法は、ワークフローデザイナー「選択」タブまたは各ワー
クフローのプロパティ画面より「エージェントグループの配布」から規定します。サーバー全体の設
定は管理コンソールの「オプション」タブ、
「デフォルトプロパティ」の「エージェントグループの
配布」から指定します。

21

10 カレンダー
本章では、カレンダーについて記載します。
[カレンダー]タブを選択します。
カレンダーから、過去のワークフロー/タスク実行履歴、およびワークフローの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。

また、各イベントをダブルクリックすることで、各ワークフロー及びタスクの実行時間・結果などの詳細
を確認できます。
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11 オプション
本章では、AutoMate Plus/Ultimate の環境設定について説明します。
[オプション]タブを選択します。

11.1 ローカル
本項目では、管理コンソールのインストールされている PC における設定を行います。
11.1.1

設定

① ログ出力

実行イベント:
ワークフロー・タスク・トリガーの起動に関するリアルタイム情報を「Output」パネルに出力す
るか、手動で実行したイベントをログに記録するかどうかを規定します。
・ なし – 実行イベントを出力しません
・ このアプリケーションインスタンスによって生成されたイベントを表示する(デフォルト) –
手動で実行したイベントのみ出力されます
・ すべてのイベントを表示する – 手動で実行したイベントおよびトリガーで実行されたイベン
トすべてが「出力」パネルに出力されます
無効なワークフローのトリガーに関するイベントを表示する:
有効にすると、無効化されたワークフローに関するトリガーイベントも記録されます。これは「す
べてのイベントを表示する」が選択されている場合のみ有効です。
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一般イベント:
エージェントによる接続・ユーザーの接続・他のコンソールで発生したイベントを記録するかどう
かを規定します。設定値は下記のいずれかです。
・ なし – それらのイベントは出力されません
・ このアプリケーションインスタンスによって生成されたイベントを表示する(デフォルト) –
現在使用しているコンソールで生成されたイベントのみ出力します
・ すべてのイベントを表示する – 他のコンソールで生成されたイベントも出力します
監査イベント:
ワークフロー・タスクの作成・編集・削除など、監査イベントの記録に関する設定を規定します。
設定値は下記のいずれかです。
・ なし(デフォルト) – 監査イベントを出力しません
・ このアプリケーションインスタンスによって生成されたイベントを表示する – このコンソ
ールで生成された監査イベントのみ出力します
・ すべてのイベントを表示する – 全てのコンソールで生成されたイベントを出力します
② その他

コンソールの挙動に関する設定をします。
アイテムをダブルクリックすると、次のようになります:
アイテムをダブルクリックしたときの挙動です。設定値は下記のいずれかです。
・ プロパティを表示する(デフォルト) – そのアイテムのプロパティを表示します
・ エディターを起動する – そのアイテムのエディターを起動します
・ 実行 – そのアイテムを実行します
アイテムを削除するときに確認する:
アイテムを削除する前にプロンプトを表示します。無効になっている場合、プロンプト無しで削除
します。
グリッドビューで色付きの行を交互に表示する:
管理コンソールのメインパネルがグリッド表示に設定されているときに、交互のデータ行の外観
を設定できます。有効にすると、グリッドビューに色付きの行が表示されます。
常に認証を促す:
オブジェクトを変更または削除する前に認証を実行するかどうかを指定します。有効にすると、ダ
イアログボックスが表示され、オブジェクトを変更または削除する前に適切なユーザー名とパス
ワードを入力するように求められます。無効にすると、認証は不要です。
このプログラムの実行中のインスタンスを 1 つだけ許可する:
有効にすると、一度に起動できるコンソール（管理コンソール）が 1 つだけになります。
高オブジェクト数のため高速パネルを使用する:
有効にすると、メインパネルの表示設定が「詳細」に変更され、ローディング時間が短縮されます。
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新しいワークフローの作成時にウィザードを使用する:
新しいワークフローを作成する際、ウィザードを使用します。
トップパネルをここに表示する:
コンソールのトップパネルの表示方法を規定します。設定値は下記のいずれかです。
・ ノーマルモード – 標準のサイズで表示します
・ コンパクトモード – コンパクトモードで表示します
③ 製品のバージョンを確認する

製品のアップグレードを管理コンソールのスタートアップ時に行うかどうか・および行う場合の
チェック間隔を指定します。
※この設定で通知される新バージョンは、日本語環境での動作が担保されません。
そのためこの設定はチェックを外しての運用をお願いします。日本語環境での動作を確認し次第
弊社 AutoMate 製品の News ページ<https://automate.sct.co.jp/category/news/>にてご案内いた
します。

11.1.2

接続

この項目では、この管理コンソールに登録するサーバーおよび接続情報、デフォルトの接続先を
指定できます。
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11.2 サーバー
この項目では、サーバー設定、ワークフロー/タスク/エージェントのデフォルト設定、およびライセ
ンスの設定を行います。
11.2.1

サーバーの設定

この項目では、管理サーバー本体の設定を行います。
① データ保管

AutoMate Plus/Ultimate のレポジトリが格納されるデータベースを規定します。デフォルトでは、
インストール時に指定した SQL Server が指定されます。
② SSL

AutoMate Plus/Ultimate のコンポーネント間（管理コンソール、エージェントとサーバー間）通
信に SSL を使用するかどうかを設定します。なお、この設定を使用するには、管理サーバーに有
効な証明書がインストールされていなければなりません。
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③ Email

エラー時のメール通知などに使用するメールサーバーを指定します。これらのオブジェクトの[デ
フォルト プロパティ]セクションに代替メールサーバーが指定されていない場合、ワークフロー
とタスクのデフォルトメールサーバーとしても機能します。
・ SMTP
・ サーバー

– SMTP 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

・ 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
・ プロキシ

– プロキシの設定をします

・ Microsoft Exchange
・ メールアドレス – 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

・ Exchange Server – Exchange サーバーを指定します。Office365 の場合、outlook.office365.com
になります
④ ログ管理

ログデータの処理方法を制御します。 以下のパラメータは、特定の期間内にログに記録された実
行データを消去するかどうか、およびどの期間を設定するかを決定します。 また、ログデータを
削除するオプションも含まれています。
⑤ ステージング

新規に作成されたワークフローの開発ステータスを規定できます。開発中, テスト中, プロダクシ
ョン, アーカイブの 4 種類から選択可能です。また、実行できるワークフローの開発ステータスを
規定できます。
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⑥ 定数

すべてのエージェントにおいて使用可能な定数を作成できます。なお、定数は読み取り専用であ
り、タスク・ワークフロー内で書き換えることはできません。
⑦ SQL 接続

全てのエージェントにおいて使用可能な SQL 接続定義を作成できます。
⑧ システム セキュリティ

ユーザー・ユーザーグループごとに、権限設定が出来ます。なお、権限設定の衝突があった場合は、
権限の低い設定が優先されます。設定は以下の通りです。
・ フルコントロール– 以下の権限についてすべて許可/拒否の設定をします。Allow を選択した
場合、すべてのラジオボタンが「許可」設定され、
「拒否」を選択した場合、すべてのラジオ
ボタンが Deny に設定されます
・ エージェントを展開する – エージェントをリモートコンピューターにデプロイする権限を
設定します
・ レポートを表示する – レポートの閲覧権限を設定します
・ 環境設定を表示する – プリファレンスの閲覧権限を設定します
・ 環境設定を編集する – プリファレンスの編集権限を設定します
・ サーバー設定を表示する – サーバー設定の閲覧権限を設定します
・ サーバー設定を編集する – サーバー設定の編集権限を設定します
・ デフォルト プロパティを表示する – デフォルトプロパティの閲覧権限を設定します
・ デフォルト プロパティを編集する – デフォルトプロパティの編集権限を設定します
・ ライセンスを表示する – ライセンスの閲覧権限を設定します
・ ライセンスを編集する – ライセンスの編集権限を設定します
・ トリガーを切り替える – グローバルトリガーのオン/オフの操作権を設定します
・ ダッシュボードを表示する – ダッシュボードの閲覧権限を設定します
・ ダッシュボードを編集する – ダッシュボードの編集権限を設定します
・ カレンダーを表示する – カレンダーの閲覧権限を設定します
・ リビジョン管理を見る – リビジョンの閲覧権限を設定します
・ リビジョン管理の編集 – リビジョンの編集権限を設定します

28

・ ごみ箱を見る – ごみ箱の閲覧権限を設定します
・ 資格情報の表示 – 資格情報の閲覧権限を設定します
・ 資格情報の編集 – 資格情報の編集権限を設定します
⑨ 負荷管理

サーバーの負荷管理を設定します。同時実行できるワークフロー数の制限・および AutoMate サー
バー起動直後にワークフローを実行しない時間を設定できます。
⑩ 休日

地域ごとの休日を規定できます。カテゴリーを追加してカスタム日付を規定したり、既存の休日に
追加・削除をしたりできます。
⑪ 管理コンソール セッション

コンソールセッションに関する設定を行います。
・ ユーザーのロックアウトを有効にする
有効にすると、ユーザーのロックアウトを行います。ロックアウトするまでのログオン試行回
数・無効なログオンとみなす時間などを規定します。
・ セッションタイムアウトを有効にする
操作がない時のセッションタイムアウト時間を規定します。
・ 同じユーザーからの同時ログインを無効にする
有効にすると、現在接続中のユーザーと同じユーザーでログオンできなくなります。
⑫ API セキュリティ

Rest API による AutoMate Plus/Ultimate の操作のオン/オフおよびユーザーごとの API 使用権限
の設定を行います。なお、Rest API による操作はデフォルトではオフになっています。
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⑬ リビジョン管理

タスク/ワークフローなどのアイテムのバージョン管理を行うかどうか設定を行います。「リビジ
ョン管理を有効にする」パラメータにチェックを入れることにより当該機能が使用できます(デフ
ォルトでは無効になっています)。また、過去のバージョンの世代管理の条件もここで規定します。
⑭ 認証情報

資格情報変数を設定します。特定のグループやユーザーに関連する値を公開せずにタスクがアクセ
スできる変数を作成することができます。※バージョン 11.5 以降
⑮ 認証接続

※現時点で、本機能は日本ではサポート対象外です。
すべてまたは特定のユーザーやグループ間で関連する値を公開せずに、タスクがアクセスできるサ
ードパーティのクレデンシャルソースへの接続を作成して共有できます。
※本機能に対応している製品は CyberArk Privileged Access Manager のみです
※バージョン 11.7 以降
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11.2.2

デフォルト プロパティ

この項目では、エージェント・ワークフロー・コンディション・タスク・ワークフローアイテムの
デフォルト設定を規定します。ここで設定した項目は、各アイテム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。
① デフォルト ユーザー

タスクのログオンプロパティにユーザーが指定されていない際のデフォルトユーザーを指定しま
す。
・ デフォルトのユーザー名 – デフォルトユーザーの名前を指定します
・ デフォルトのユーザー パスワード – デフォルトユーザーのパスワードを指定します
・ デフォルトユーザードメイン/マシン名(オプション) – 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
② インジケーター

エージェント上でタスクが動いている際の可視性を設定します。
・ トレイに AutoMate エージェントアイコンを表示する:
Windows のタスクトレイに AutoMate エージェント(ライセンスにおけるボット)のアイコン
を表示するかどうかを規定します
常時 – 常に表示します
タスクの実行中に – タスク実行中に表示します
しない – タスクトレイにアイコンを表示しません
・ トレイアイコンの右クリックメニューを有効にする – 有効になっている場合、アイコンを右
クリックした際にメニューを表示します
・ 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 – 有効になっている場合、タスク
実行中に進捗ウィンドウを表示します
・ [実行中のタスク]ウィンドウにタイトルバーを表示する – 有効の場合、”Running task”ウィ
ンドウにタイトルバーを表示します
・ [実行中のタスク]ウィンドウを常に上にする – 有効の場合、“Running Task”ウィンドウを常
に最前面に表示します
・ 透明なウィンドウを使用 – 有効にすると、“Running Task”ウィンドウが半透明で表示されま
す
・ タスク中断ホットキーを有効にする – 有効の場合、下の” タスク中断ホットキー”で指定さ
れたキーにより実行中のタスクを中断できます
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③ SNMP

SNMP のためのファイルの場所および設定を指定します。この設定は、SNMP アクションおよび
SNMP トリガーのために使用します。
・ MIB ファイルの場所 - .mib ファイルの場所を指定します
・ トラップをリッスンするローカルポート – 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
④ Email

11.2.1 ③と同様です。
⑤ プロキシ

プロキシの設定で”System default”が選択されている際のプロキシサーバーを指定します。
⑥ ステージング

11.2.1 ⑤と同様です。
⑦ 負荷管理

同一エージェントにおいて同時に並行稼動させることのできるタスクの最大数を規定します。
⑧ タスクエージェントの除外条件

エージェントにおいてタスクを実行しない(トリガー条件を実行しない)期間を規定します。
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⑨ その他

エージェントに関する挙動を規定します。
・ Automate エージェントポート – AutoMate サーバーとの通信に使用するポートを指定しま
す。デフォルトは 9700 です
・ タスクキャッシュのファイルパス– タスクキャッシュファイルを配置する場所を指定します
・ イベント モニターのユーザー コンテキスト – 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
注：通常、この設定はデフォルトのまま変更しないようにしてください。

・ Windows フォアグラウンドタイムアウトを無効にする – ウィンドウを立ち上げた際に、人間
の操作を妨げないようにウィンドウを裏で立ち上げ、タスクトレイで点滅させる設定を無効
にします
・ タスク実行中のエージェント接続状態を継続的に監視 – タスクの実行中に接続が失われた
場合、そのタスクをすぐに失敗するように設定します。※バージョン 11.7 以降
注意：このオプションを無効にしてタスクが終了する前にエージェント接続が再開されない
場合、タスクは終了せず無期限にハングアップします。
⑩ プロセス エージェントの除外条件

プロセスエージェントにおいて、トリガーを実行しない期間を規定します。
⑪ デフォルトエージェント

タスクを実行するデフォルトのエージェントを指定します。ワークフローデザイナーからタスク
を追加した際、ここで指定されたエージェントに割り振られます。
⑫ ワークフロー エラー

ワークフローがエラーになった際のイベントを規定します。
・ このワークフローについて E メールでエラーを通知する
有効にすると、ワークフローがエラーになった際に通知メールを送付します
ただし、”Email”プロパティにサーバーが指定されている必要があります
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・ 次回実行時に障害の発生した時点からワークフローを再開する – 次回実行時は、失敗したタ
スクから実行します。この設定は、失敗点の前の実行結果が後のタスクおよび条件に影響しな
い場合のみ利用できます
・ 障害発生時のワークフローを無効にする – ワークフローがエラーになった場合、そのワーク
フローを無効にします
・ 失敗時に再試行 -ワークフロー
⑬ ワークフローのタイムアウト

ワークフローのデフォルトタイムアウト時間を指定します。デフォルトではタイムアウトは設定
されていません。タイムアウトを設定するには、「タイムアウトを使用する」にチェックを入れ、
タイムアウト時間を設定します。
⑭ ワークフローの除外条件

ワークフローを実行しない(トリガーしない)期間を設定します。
⑮ コンディションの除外条件

トリガーを実行しない期間を指定します。
⑯ ログオン

マシンがログオフ・ロックされている際のタスク実行方法を規定します。
・ ワークステーションがログオンされている場合:
マシンがログオンされている状態における挙動を規定します
ログオンしたユーザー – ログオンされたユーザーとして実行します
バックグラウンドユーザー(以下で定義) – “指定されたユーザー”で指定されたユーザーを使
用しバックグラウンドで実行します。この際、マウス・キーボードの操作など対話型セッショ
ンが必要なアクションは失敗します
・ ワークステーションがログオフされている場合:
マシンがログオフされている状態における挙動を規定します
実行しない – タスクを実行しません
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バックグラウンドユーザーとして実行 (以下で定義) – “指定されたユーザー”で指定されたユ
ーザーを使用しバックグラウンドで実行します。この際、マウス・キーボードの操作など対話
型セッションが必要なアクションは失敗します
ログオン指定ユーザー (以下で定義) - “指定されたユーザー”で指定されたユーザーを使用し
ログオンします
・ ワークステーションがロックされている場合:
マシンがロックされた状態における挙動を規定します
実行しない – タスクを実行しません
現在ログオン中のユーザーとして実行 – 現在のユーザーとしてタスクを実行します。FTP な
ど、対話型セッションを必要としないアクションのみ実行できます
バックグラウンドユーザーとして実行 (以下で定義) – “指定されたユーザー”で指定されたユ
ーザーを使用しバックグラウンドで実行します。この際、マウス・キーボードの操作など対話
型セッションが必要なアクションは失敗します
指定したユーザーを使用してロック解除 (以下で定義) - “指定されたユーザー”で指定された
ユーザーを使用しロックを解除します
・ 指定されたユーザー
エージェントプロパティの”デフォルトユーザー”を使用するか、ユーザーを指定するかを選
択します
・ 最大権限で実行する
ユーザーアカウント制御(UAC)が有効の場合、タスクの実行に Administrator の権限が必要に
なります。このオプションを有効化することで、タスクを管理者として実行します
⑰ 優先度

タスク実行中に次のタスクが実行されようとした場合など、タスクの競合に関する設定を行いま
す。以下のいずれかの値を設定します。
・ 常にタスクを実行する – 他の実行中のタスクと並行してただちに実行します。ただし、既に
実行中のタスクが”他のタスクがエージェント上で実行されていない場合にタスクを実行す
る”の優先度で実行されている場合、ただちに実行することはできません
・ 実行中のタスク インスタンスの数がしきい値を下回っている場合に、タスクを実行する –
同じタスクを実行できるしきい値を超えていなければ、タスクを実行します。しきい値はこの
オプションを選択すると指定できます
・ すべての実行中タスクのインスタンス数がしきい値を下回っている場合に、タスクを実行す
る - 現在実行中のタスクの合計数が実行中のインスタンスのしきい値パラメータで設定され
た値を下回る場合に限り、タスクが実行されます。 値が入力されたしきい値を超えた場合、
選択された優先順位の競合アクション（下記「上記の条件が最初にパラメータと一致しない場
合」で説明されています）が実行されます
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・ 他のタスクがエージェント上で実行されていない場合にタスクを実行する - 他のタスクがエ
ージェント上で実行されていない場合に限り、タスクが実行されます。
・ 実行中のインスタンスのしきい値 – “実行中のタスクインスタンスの数がしきい値を下回っ
ている場合に、タスクを実行する”または”実行中のタスク数がしきい値を下回っている場合
に、タスクを実行する”を選択すると設定できます。実行できる最大のタスク数を規定します
・ 上記のコンディションが満たされない場合:
実行できる条件をすぐに満たさなかった場合の挙動を規定します
コンディションを満たすまでタスクをホールドする - タスクは、他のすべての優先タスクが
完了するまで待ちタスクの待ち行列に入れられます。キューに入れられたタスクは、キューに
入れられた順序で実行されます（先入先出）
タスクをホールドし、満たない場合はタスクを中止する - タスクは待ちタスクの待ち行列に
入れられ、条件を満たすまで一定の時間が割り当てられます。条件が満たされる前に時間が経
過すると、タスクはキューから自動的に削除され、破棄されます。スケジュールイベントが最
初にタスクを起動するように設定されている場合、スケジュールイベントの再スケジューリ
ングプロパティに基づいて再スケジュールされます
タスクをホールドし、実行中のすべてのタスクを中断してから、タスクを実行する - タスク
はキューに入れられ、条件が満たされるのを待つために一定の時間が割り当てられます。条件
が満たされる前に時間が経過すると、エージェント上で現在実行中のすべてのタスクが強制
終了され（強制的に停止され）
、その後すぐにこのタスクが開始されます。 '単独で実行'優先
条件と組み合わせて使用すると、最上位の実行優先順位が得られます
実行中の全てのタスクを中断してから、タスクを実行する - 実行中のすべてのタスクが中断
され、このタスクがすぐに開始されます
実行中のタスク インスタンスを中断してから、タスクを実行する - 現在実行中のタスクと
同名のインスタンスがすべて中断され、このタスクがすぐに開始されます
タスクを実行しない - タスクは実行されません。スケジュールイベントがタスクを開始する
ように設定されている場合は、イベントの再スケジューリングパラメータに基づいて再スケ
ジュールされます
⑱ 実行

タスクの実行速度を規定します。デフォルトでは、ステップ間の遅延なしでタスクを実行します。
・ タスク実行速度 – ステップ間の遅延時間を指定します
・ ユーザーはこのタスクを停止できる – 有効にすると、ユーザーは実行中のタスクを停止でき
ます
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⑲ タスクの除外条件

タスクを実行しない期間を設定します。
⑳ タスクエラー

タスクにエラーが発生した場合、メールで通知を行うかどうかを規定します。
なお、メールを送るには、エージェントプロパティの”Email”においてサーバーが設定されている
必要があります。
㉑ プロセスの除外条件

プロセスを実行しない期間を設定します。
㉒ エラーの原因

この項目では、ワークフロー上のアイテムがエラーだと判断する条件を指定できます。どのイベ
ントをエラーと見なし、どのイベントをエラーとは見なさないかを指定します。
・ タスク/プロセス/サブ ワークフロー – タスク・プロセス・サブワークフローオブジェクト
がエラーを返す条件を指定します
無効 - 有効（デフォルト）の場合、オブジェクトの詳細プロパティで指定されているように、実
行中に無効状態にあると判断されたタスク、プロセス、またはサブワークフローがエラーを返
し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。無効にすると、エラーは無視
され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができます
未構築 – まだ作成されていないタスク、プロセスまたはサブワークフロー（つまり、レポジト
リオブジェクトを含まないワークフロー、コマンドを含まないプロセスまたはステップを含まな
いタスク）を通った時にエラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行され
ます。無効にすると、エラーは無視され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフ
ローを進めることができます
実行エラー - 有効になっている場合（デフォルト）
、実行時にエラーが発生したタスク、プロセ
ス、またはサブワークフローはエラーを返し「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行
されます。無効にすると、実行時発生したエラーは無視され、オブジェクトの実行は成功したも
のとして扱われ、ワークフローを進めることができます
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停止 - 有効にすると、実行中に手動で停止したタスク、プロセス、またはサブワークフローがエ
ラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。無効にすると（デフ
ォルト）
、タスク、プロセス、またはサブワークフローを手動で停止した場合にエラーを返さ
ず、実行が成功してワークフローを進めることができます
除外対象時間 - 有効（デフォルト）の場合、オブジェクトの除外プロパティで指定されている現
在の日付、時間、または時間間隔で実行から除外されているタスク、プロセス、またはサブワー
クフローを通った場合、エラーを返します。実行されるエラープロパティ。無効にすると、エラ
ーは無視され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができま
す
・ コンディション – コンディション(トリガー)がエラーを返す条件を指定します
無効 - 有効（デフォルト）の場合、オブジェクトの詳細プロパティで指定されているように、
実行中に無効状態にあると判断されたタスク、プロセス、またはサブワークフローを通った場
合、エラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。無効にする
と、エラーは無視され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフローを進めること
ができます
未構築 – まだ作成されていないタスク、プロセスまたはサブワークフロー（つまり、レポジト
リオブジェクトを含まないワークフロー、コマンドを含まないプロセスまたはステップを含まな
いタスク）を通った場合にエラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行さ
れます。無効にすると、エラーは無視され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワーク
フローを進めることができます
ネガティブな評価- 有効（デフォルト）の場合、負の値（つまり FALSE）だと評価される条件
は、
「エラー時」のプロパティで指定された命令を実行するエラーを返します。無効にすると、
エラーは無視され、実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができます
停止 - 有効にすると、実行中に手動で停止したタスク、プロセス、またはサブワークフローが
エラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。無効にした場合
（デフォルト）
、手動で停止したタスク、プロセス、またはサブワークフローはエラーを返さ
ず、実行が成功してワークフローを進めることができます
タイムアウト - 有効（デフォルト）の場合、実行中にタイムアウトするとエラーが発生し、On
Error プロパティで指定された命令が実行されます。無効にすると、タイムアウトしてもエラー
は発生せず、実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができます
除外対象時間 - 有効（デフォルト）の場合、オブジェクトの除外プロパティで指定されている
現在の日付、時間、または時間間隔で実行から除外されているタスク、プロセス、またはサブワ
ークフローを通った場合、エラーを返します。
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実
行されます。無効にすると、エラーは無視され、オブジェクトの実行は成功として処理され、ワ
ークフローを進めることができます
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・ エージェント – エージェントがエラーを返す条件を指定します
無効 - 有効（デフォルト）の場合、実行するオブジェクトを割当てたタスクまたプロセスエー
ジェントが実行中に無効状態になっている場合にエラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指
定された命令を実行します。無効にすると、エラーは無視され、指定されたエージェントでのオ
ブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができます
利用不可 - 有効（デフォルト）の場合、実行中に使用できない（つまりオフライン）タスクま
たはプロセスエージェントはエラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令を実行
します。無効にすると、エラーは無視され、指定されたエージェントでのオブジェクトの実行は
成功として処理され、ワークフローを進めることができます
ステージング - 有効（デフォルト）の場合、タスクレベルまたはステージレベルで実行できな
い条件またはタスクを含むタスクまたはプロセスエージェントは、
「エラー時」のプロパティで
指定された命令を実行するエラーを返します。無効にすると、エラーは無視され、実行は成功と
して処理され、ワークフローを進めることができます
互換性がない - 有効（デフォルト）の場合、互換性のないオブジェクトを含むタスクエージェ
ントまたはプロセスエージェント（つまり、タスクエージェントで実行するように設定されたプ
ロセスオブジェクトまたはプロセスオブジェクトで実行するように設定されたタスク）はエラー
を返し、「エラー時」のプロパティで指定された命令を実行します。無効にすると、エラーは無
視され、エージェント上のアイテムの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることが
できます
除外対象時間 - 有効（デフォルト）の場合、現在の日付、時間、または時間間隔（オブジェク
トの除外プロパティで指定されている）で実行から除外されたタスクまたはプロセスエージェン
トは、
「エラー時」のプロパティで指定された命令を実行します。無効にすると、エラーは無視
され、指定されたエージェントでのオブジェクトの実行は成功として処理され、ワークフローを
進めることができます
・ エージェント グループ – エージェント グループがエラーを返す条件を指定します
無効 - 有効（デフォルト）の場合、オブジェクトの詳細プロパティで指定されているように、
実行中に無効とマークされたエージェントグループはエラーを発生させ、
「エラー時」のプロパ
ティで指定された命令を実行します。 無効にすると、エラーは無視され、指定されたエージェ
ントグループの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができます
中身無し - 有効（デフォルト）の場合、実行中に個々のエージェントを含まないエージェント
グループがエラーを返し、
「エラー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。 無効に
すると、エラーは無視され、指定されたエージェントグループの実行は成功として処理され、ワ
ークフローを進めることができます
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サブセットエラー - 有効（デフォルト）の場合、”Agent Group Subset”で指定された条件を満
たすとエラーを返します。 無効にすると、”Agent Group Subset”のエラーは無視され、指定さ
れたエージェントグループでの実行は成功として処理され、ワークフローを進めることができま
す。 使用可能なオプションは次のとおりです:
すべてのエラー - 実行中にグループに含まれるエージェントで発生したエラーは、「エラー
時」のプロパティで指定された命令を実行するエラーを返します
より大きいまたは同等の場合 X エラー - グループ内のすべてのエージェントが原因で発生し
たエラーの合計数が入力された値以上である場合、エラーが返されて「エラー時」のプロパテ
ィで指定された命令が実行されます。たとえば、エージェントグループに 5 つのエージェン
トを含む際、入力された値が 3 の場合、5 つのエージェントのうちの 3 つがエラーを引き起こ
すと、エラーが返されます。ただし、5 つのエージェントのうちの 2 つだけがエラーを引き起
こした場合、エラーは返されません
より大きいまたは同等の場合 X エラーの割合 - グループ内のすべてのエージェントによって
発生したエラーの合計数が入力されたパーセンテージ値以上であればエラーが返され、「エラ
ー時」のプロパティで指定された命令が実行されます。たとえば、エージェントグループには
5 つのエージェントが含まれています。入力された値が 60％の場合、5 つのエージェントのう
ちの 3 つがエラーを引き起こすと、エラーが返されます。ただし、5 つのエージェントのうち
2 つだけがエラーを引き起こす場合、このオプションは無視されエラーは返されません
・ エージェント グループのサブセット – エージェント グループのメンバーにおけるエラー
を指定します。項目は”エージェント”と同様です
㉓ エラー時

ワークフロー内のアイテムがエラーとなった際の挙動を規定します。
・ アイテムの実行開始前にエラーが発生した場合
継続 (デフォルト) - ワークフローは、アイテムの 1 つがエラー原因プロパティで指定されたエ
ラーを発生させた場合に、このエラーを無視して次のアイテムの処理を継続します。このオプシ
ョンは、決してエラーの「修正」は行いません。エラーが発生していないかのようにワークフロ
ーに指示するだけです
再試行してから続行 - ワークフローは、アイテムの 1 つがエラー原因プロパティで指定された
エラーを発生させた場合に、再度同じ処理を実行します。 使用可能なオプションは次のとおり
です:
再試行する時間 - 再試行回数を指定します
再試行間の遅延（秒） - 再試行の間隔を指定します
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・ アイテムの実行が終了する前にエラーが発生した場合
継続 (デフォルト) - ワークフローは、アイテムの 1 つがエラー原因プロパティで指定されたエ
ラーを発生させた場合に、このエラーを無視して次のアイテムの処理を継続します。このオプシ
ョンは、決してエラーの「修正」は行いません。エラーが発生していないかのようにワークフロ
ーに指示するだけです
現在の分岐を停止する - ワークフロー項目のエラーが発生した場合、エラーの原因となった項
目の分岐点で直ちに処理を停止します。ただし、同じワークフロー内に他の有効な実行経路（ア
クティブブランチ）が存在する場合は、そのコースを継続します。 1 つのブランチのみが存在
する場合、ワークフローの動作は[ワークフローを止める]オプションと同等で、エラーの原因と
なったアイテムですぐに処理が停止します
他の分岐を停止する - ワークフロー項目のエラーが発生した場合、エラーの原因となった特定
の項目を含むブランチが処理されます。ただし、同じワークフローに含まれている他のアクティ
ブブランチ（存在する場合）は停止します。単一のブランチのみが存在する場合、このオプショ
ンの動作は[継続]オプションと同等になり、ワークフローはエラー発生時に通常の処理を継続し
ます
ワークフローを止める - ワークフローの実行は、エラーの原因となった項目で直ちに停止しま
す。すべてのブランチが停止します
・ ワークフローを失敗させる - 有効になっている場合、ワークフローの実行は、そのアイテ
ムの 1 つがエラーを引き起こした場合に「失敗」として記録されます。
無効（デフォルト）の場合、実行は「成功」として記録されます。これは、ワークフロー項
目エラーのプロパティで指定されたワークフローの進行には影響しません。 たとえば、こ
のオプションが有効で、[ワークフローアイテムエラー時]パラメータが[続行]に設定されて
いる場合、このワークフローの実行は「失敗」と記録されますが、ワークフローは通常のコ
ースを継続します
未処理のエラーでのみ失敗する – 有効になっている場合、「失敗」後の有効な実行経路（アクテ
ィブブランチ）が存在しない場合にのみワークフローをエラーとしてマークします
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㉔ エージェントグループの配布

この項目では、Agent Group におけるタスクの割り振り方法・実行方法について規定します。以
下のいずれかから選択します。
すべてのエージェントで実行 - 指定したタスクは、グループに含まれるすべてのエージェント
上で同時に実行されます。同様に、任意の条件は、グループ内のすべてのエージェントによって
同時に評価されます。ワークフローは、タスクの実行または評価がグループ内のすべてのエージ
ェントによって完了されるまで、指定されたタスクまたは条件オブジェクトで停止します。デフ
ォルトでは、成功条件が真でワークフローが次のオブジェクトに進むためには、グループ内のす
べてのエージェントでタスクまたは条件が正常に完了する必要があります。グループ内の 1 つ
または複数のエージェントでタスクの実行または条件評価が失敗した場合、ワークフローは失敗
条件に従って処理されます
成功するまで各エージェントで順番に実行する - 特定のエージェントで成功した結果が出るま
で、指定されたタスクはグループに含まれる各エージェントで一度に 1 つずつ実行されます。
同様に、指定した条件は、成功した結果が得られるまで、各エージェントによって一度に 1 つ
ずつ評価されます。残りのエージェント（ある場合）は無視されます。実行順序は、各エージェ
ントが管理コンソールのエージェントグループセクションを介してグループにどのように配置さ
れているかによって決まります。リストの最初のものが開始エージェントになります。ワークフ
ローの実行は、特定のエージェントで実行が正常に完了するまで、指定されたタスクまたは条件
オブジェクトで一時停止します。デフォルトでは、成功条件が真でワークフローが次のワークフ
ローオブジェクトに進むためには、グループ内の少なくとも 1 つのエージェントでタスクまた
は条件が正常に完了する必要があります。グループ内のすべてのエージェントでタスク/条件が
失敗すると、ワークフローは失敗条件に従って処理されます
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ラウンドロビン方式で単一エージェントで実行 - 各ワークフロー実行中に、指定されたタスク
はグループ内の単一のエージェント上で実行されます。同様に、各ワークフローの実行中に、指
定した条件がグループ内の単一のエージェントによって評価されます。実行は、各エージェント
が管理コンソールのエージェントグループセクションを介してグループ内でどのように配置され
るかによって決定されるラウンドロビン方式で設定されます。リストの最初のエージェントが開
始エージェントになります。ワークフローの実行は、実行または評価が完了するまで、タスクま
たは条件オブジェクトで一時停止します。成功または失敗は、エージェントの実行結果によって
決まります。
このオプションは、各ワークフローの実行中に単一のエージェントでのみ実行されることに注意
することが重要です。たとえば、ワークフローの最初の実行時に、指定されたタスクはエージェ
ント 1（グループ内の開始エージェント）上でのみ実行されます。その他のエージェントはすべ
て無視されます。ワークフローの 2 回目の実行では、指定されたタスクはエージェント 2（リス
トの次のエージェント）でのみ実行されます。その他のエージェントはすべて無視されます。
レポジトリは、グループ内のどのエージェントが最新の実行を実行したか（その実行が成功した
か失敗したかを問わず）常に考慮します。したがって、後続の実行は常に適切なエージェントに
よって実行されます。 Automate Enterprise11 Execution Server または Automate Enterprise11
エージェント(ライセンスにおけるボット)サービスが再起動された場合、またはサーバーまたは
エージェントコンピュータが再起動された場合でも、これは当てはまります
最も CPU 使用率に空きがあるエージェントで実行 -各ワークフローの実行中に、指定されたワ
ークフローアイテムは、CPU 使用率が最も低いグループの単一のエージェントで実行され、
CPU 使用率が高いエージェントは無視されます。ワークフローアイテムの実行時に複数のエー
ジェントの CPU 使用率が同じである場合、エージェントグループにリストされている最初のエ
ージェントが選択されます
パフォーマンスメトリックを満たすすべてのエージェントで実行 - タスクは、選択したパフォ
ーマンス条件に設定されたパフォーマンス基準を満たすグループ内のエージェントでのみ実行さ
れます。同様に、条件は、指定されたパフォーマンス基準を満たすエージェントのみによって評
価されます。基準を満たさないエージェントは無視されます。ワークフロー実行は、該当するす
べてのエージェントで実行が完了するまで、タスクまたは条件オブジェクトで一時停止します。
デフォルトでは、成功条件が真でワークフローが次のワークフローオブジェクトに進むために
は、グループ内のすべての該当するエージェントでタスク/条件を正常に完了する必要がありま
す。タスク/条件が 1 つ以上のエージェントで失敗した場合、ワークフローは失敗条件に従って
処理を進めます
㉕ タイムアウト

ワークフローアイテムにおけるタイムアウト時間を設定します。
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11.2.3

ライセンス

ここでは、ライセンス情報が確認できます。確認できる情報は、ライセンス有効期限、開発ツール
の同時接続可能数、同時接続可能なエージェント数です。
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11.3 ワークフローデザイナー 基本操作
本項目では、ワークフローデザイナーの基本操作方法を記載します。
① ワークフローデザイナーから新しいタスクを作成
以下の手順で作成します
1）[Objects]→[タスク]をワークスペースにドラッグ&ドロップします。

２）
「未構築タスク」に名前をつける
未構築タスクが作成されます。
「未構築タスク」をシングルクリックすると名前を変更できます。
名前をつけた後、右クリック→「編集」からタスクを編集します(タスクビルダーが立ち上がり
ます)。

② 成功・失敗で処理を分岐
「Object」→「フローコントロール」配下の「成功」または「失敗」の矢印でタスク同士を連結しま
す。連結した際、
「Not connected」となっていないことを確認します。
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③ タスク実行した結果の共通変数による条件分岐
条件(変数の中身など)によって条件分岐する際は、
「評価」オブジェクトを使用します。

・簡易および複合:
指定された条件が True(真)であるか False(偽)であるかを判定します
・この変数の値:
指定の共通変数の値により処理を分岐します。これは後の「結果」オブジェクトとあわせて使用し
ます
条件が「簡易」または「複合」の場合は、
「成功」および「失敗」を使用することが出来ます。この
場合、真ならば「成功」に、偽ならば「失敗」に分岐します。
設定例：
評価結果が TRUE になると、ワークフローは Task1 を実行します。 FALSE の場合、ワークフロー
はそのコースを変更し、代わりに Task2 を実行します（この場合、値 7 <8 の結果が TRUE になる
ため、タスク 1 が実行されます）。
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④ 「結果」オブジェクト使用方法
結果オブジェクトをドラッグ&ドロップし、ダブルクリックすることにより分岐条件を変更します。
なお、結果オブジェクトは、評価オブジェクトから他のオブジェクト(タスクなど)に接続することを
想定しています。

・はい/真
評価が真のときにこの矢印を通ります
・いいえ/偽
評価が偽のときにこの矢印を通ります
・値
評価が「値」のとき、その変数の値が指定の値であればこの矢印を通ります。ここで評価可能な変
数は共通変数のみです
・他すべての値
その他の場合、この矢印を通ります
設定例：
以下のワークフロー例では、評価オブジェクトは 1 月の値を保持し、3 つの別々の結果矢印に接続
されています。
タスク 1 に繋がった結果は、「値」パラメータが December と設定されています。
タスク 2 に繋がった結果は、「値」パラメータが February と設定されています。
タスク 3 に繋がった結果は、その他のすべての値（デフォルト）と設定されています。
実行時には December でも February でもないため、ワークフローは「他すべての値」と判断しタ
スク 3 を実行します。
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⑤ 「Wait」オブジェクト
複数のタスクが終了しなければ次のタスクを実行させてはならない場合、このオブジェクトで制御
します。
設定例：
タスク「Analyze Data」と「Process Data」の両方が成功しないと「Transmit Data」および「Broadcast
updates」を行わない。また、
「Transmit Data」と「Broadcast updates」の両方が成功しないと「Create
Daily Report」を行わない

⑥ イベントオブジェクト・コンディションオブジェクト(トリガー)
新規タスクを作成する場合と同様にして、新規トリガー条件を設定することが可能です。なお、これ
らのオブジェクトからは「成功」の矢印以外を他のオブジェクトに接続させてはなりません。
⑦ レポジトリの使用方法
AutoMate Plus/Ultimate では、作成したタスクやコンディション(トリガー)、評価をレポジトリと
して使用することが出来ます。Repository タブに切り替えることで、既に作成されたタスクやトリ
ガーを利用できます。
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⑧ エージェントの割り当て
コンディションオブジェクトおよびタスクについては、コンディションを認識させるエージェント
およびタスクを実行させるエージェントを割り当てます。
なお、デフォルトではサーバー設定における「デフォルト エージェント」が選択されております。
また、権限の無いエージェントを指定することは出来ません。

⑨ ワークフロー共通変数・データセット・配列の設定
ワークフロー内で共通変数・データセット・配列を作成するには、該当するタブを選択したのち、右
クリックから「変数の追加」を選択します。なお、ワークフロー実行中、これらのタブから現在の値
を確認することが出来ます。
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12 バージョニング
本章では、バージョン管理(バージョニング)について記載します。
AutoMate Plus/Ultimate および AutoMate Enterprise 11.1.10.5 以降のバージョンでは、ワークフロー/
タスクのバージョン管理を行う事が可能です。ただし、この機能はユーザー管理ライセンスが有効な場
合のみ使用可能です。

12.1 バージョン管理有効化
本項目では、バージョン管理を有効化する方法を記載します。
「オプション」→「サーバー設定」→「リビジョン管理」から設定します。
「リビジョン管理を有効にする」にチェックの上、
「OK」をクリックします。

トリミングなし – 過去のバージョンのオブジェクトは削除されず残り続けます
次より古いすべてのリビジョンをトリムする – 指定された日数よりも前のバージョンのものを自
動的に削除します
次を除くすべてをトリム N 最新リビジョン – 指定したバージョン世代数よりも古いバージョンの
ものが自動的に削除されます。
なお、どの設定においても現行バージョンのアイテムは削除されません。
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12.2 バージョン差異比較および過去のバージョンの復元
本項目では、バージョン間の比較および過去バージョンの復元方法を記載します。
レポジトリ内の各アイテム(ワークフロー、タスク、コンディション)においてバージョン間比較およ
び過去のバージョンの復元を行うには、各アイテムのプロパティから、
「リビジョン」を選択しダブ
ルクリックします。

バージョン間の比較：
比較する 2 つのバージョンを同時選択し、赤枠部分の「Differences」をクリックします。枠内に 2 つ
のバージョン間でどのような差異があるかを確認可能です。
(下記の図はワークフローの場合です。タスクの場合は、AML の差異が表示されます)

過去のバージョンの復元：
復元対象のバージョンを選択し、
「復元」をクリックします。
復元後、画面がプロパティ一覧の画面に戻ります。
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13 コンディション(トリガー)
本章では、コンディション(トリガー)の設定方法及び各コンディションの内容について記載します。

13.1 コンディション(トリガー)の設定(任意)
本項目では、コンディション(トリガー)の設定により、定義を行います。
コンディションは複数条件を設定することができ、設定されたコンディションは OR 条件として評価さ
れます。
さらに単一の条件オブジェクトをワークフローの複数のタスクに関連付けることができます。この場合、
指定された条件が発生すると関連するすべてのタスクが優先度の設定に従って実行されます。
① 管理コンソール下段の「レポジトリ」に移動します。

② 「コンディション」配下、コンディションを作成するディレクトリに移動します。
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③ 「新規」ボタンを押下するか、右クリック→「新規」→「コンディション」を選択します。

④ コンディションの種類を選択し、
「OK」をクリックします。
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「OK」を押すと下記のようにコンディションが作成されます。

⑤ コンディション(トリガー)の内容を編集します。コンディション編集するには「編集」ボタンを
押下するか、右クリック→「編集」を選択します。
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⑥ コンディションを新しく設定する場合は「プロパティの設定」をクリックします。

⑦ 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。
コンディションを設定し終えたら、[更新]をクリックします。
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13.2 コンディション(トリガー)の詳細
本項目では、各コンディション(トリガー)の設定内容などについて記載します。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(8)

注意：ライセンスされていないコンディションは不透明に表示され、ダブルクリックをするとエラーが
発生します。
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(1)スケジュールイベント
スケジュールイベントでは指定された日付、時刻、または間隔でタスク/ワークフローを起動します。
また、スケジュールイベント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/ワークフロー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)
・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
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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 1：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。

終了日
注意：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

-

スケジュールコンディションが遅れた場合に何をす
るかを指定します(スケジュールコンディションの起
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ーセットの再スケジ
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
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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。
・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-トリガーは再スケジュール
されず、以前に設定されたスケジュールは削除され
ます。アクティブにするには、トリガーを再度有効
にし、新しいスケジュールを設定する必要がありま
す。
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(2)ファイル システムコンディション
指定したフォルダーでファイルまたはフォルダーの追加、変更、または削除を監視し、指定された条件が
満たされた時に TRUE と評価します。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。
・トリガー要素-ワークフローの最初に配置された場合、監視された条件が TRUE と評価されたときにワ
ークフローを起動します
・要素を待機 -監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
します
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

このコンディション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。
注 1:ファイルマスクを指定するには[フィルター]タ
ブを使用します。

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。
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ファイルがアクセス可能

はい・いいえ

になるのを待つ

[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アクシ
ョンは実行されません。[いいえ]に設定すると、ファ
イルにアクセスできない場合やロックされた状態で
あっても、ファイルに対してアクションが実行されま
す。

ポーリングモードを使用

はい・いいえ

する

[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、指定したフォルダーに追加され
るファイルを監視します。

フォルダーが追加された

はい・いいえ

時
ファイルが消去された時

[はい]に設定すると、指定したフォルダーに追加され
るフォルダーを監視します。

はい・いいえ

[はい]に設定すると、指定したフォルダーから消去さ
れるファイルを監視します。

フォルダーが消去された

はい・いいえ

時
ファイルの名前が変更さ

れるフォルダーを監視します。
はい・いいえ

れた時
フォルダーの名前が変更

[はい]に設定すると、指定したフォルダーにて名前が
変更されるファイルを監視します。

はい・いいえ

された時
ファイルが変更された時

[はい]に設定すると、指定したフォルダーから消去さ

[はい]に設定すると、指定したフォルダーにて名前が
変更されるフォルダーを監視します。

はい・いいえ

[はい]に設定すると、指定したフォルダーにて変更さ
れるファイルを監視します。

フォルダーが変更された

はい・いいえ

時
下記のファイル数を超え

[はい]に設定した場合、指定したフォルダーにて変更
されるフォルダーを監視します。

数字

た時

指定したフォルダー内のファイルの量が入力した値
を超えると、コンディションは TRUE と評価されま
す。

下記のフォルダー数を超
えた時

数字

指定したフォルダー内のフォルダーの量が入力した
値を超えると、コンディションは TRUE と評価され
ます。
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1 つのファイルが下記の

数字

サイズを超えた時

指定されたフォルダー内のファイルが入力された値
(キロバイト単位)を超えると、コンディション は
TRUE と評価されます。

合計フォルダーが下記の

数字

サイズを超えた時

指定したフォルダーの合計サイズが入力した値(キロ
バイト単位)を超えると、コンディションは TRUE と
評価されます。

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)。

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)。
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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。

デフォルト エージェント

はい・いいえ

ユーザーを使用する

[はい]に設定すると、監視フォルダーが存在するエー
ジェントの[デフォルトタスクエージェント]プロパ
ティに入力されたデフォルトユーザーが使用される
ことを指定します。

指定したユーザーを使用

はい・いいえ

する

[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。ユーザーがドメインのメンバーで
ない場合、またはマシンのワークグループが 1 つしか
ない場合は、このオプションを空白のままにすること
ができます。
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動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

64

スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響し、すぐにワークフローの実行をトリガー
します。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、コンディションを CONDITIONAL オブジェ
クトとして動作させることができます。例えば、上記
のウィンドウコンディションの例を使用して、このオ
プションが有効になっている場合、システムは
Internet Explorer ウィンドウの存在を待機しません。
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(3)Window コンディション
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を監視
し、条件が満たされた時に TRUE と評価します。この条件は、次のワークフロー要素のいずれかとして
設定できます。
・トリガー要素-ワークフローの最初に配置すると、監視されている状態(例:Internet Explorer のブラウ
ザーウィンドウが開いている)が TRUE と評価されたときに、その実行がトリガーされます
・待機要素-監視対象の条件(例:Internet Explorer ウィンドウがフォーカスされる)が TRUE と評価され
るまで、実行中のワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-特定の条件(例:Internet Explorer ウィンドウが閉じる)が TRUE と評価されるかどうか
に応じて、ワークフローのコースを決定します
一般
プロパティ

タイプ

説明文

次の時にトリガーを起動

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

する

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
開くのを監視します
・ウィンドウが閉じられた時-指定したウィンドウが
閉じるのを監視します
・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)ことを監視します
・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(背景に移動した
場合)ことを監視します
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最初のウィンドウが開か

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

れた時に一度トリガーを

アクションは、そのウィンドウが最初に開いたときに

起動する

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。

最後のウィンドウが閉じ

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

られたときに一度トリガ

アクションは、そのウィンドウが最後に閉じたときに

ーを起動する

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
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ウィンドウ タイトルから

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。

ウィンドウ クラスから

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

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

ジェクトが含まれている

追加条件を指定してウィンドウを識別するために使

必要があります

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む]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。

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。
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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。

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。
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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

数字

ウィンドウの解析を遅らせて、Window トリガーがウ

機による遅延

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

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合(FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合)、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成された条件が起動します。AutoMate
Enterprise が開始したとき、またはそれが存在するワ
ークフローが再度有効になったときなど、既存のコン
ディションの起動は条件がアクティブになったとき
に開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。ウィンド
ウがすでにデスクトップに存在するかどうかを判断
します。評価の結果が TRUE の場合、実行は成功と
マークされ、実行は成功(緑)矢印でマークされたパス
に従います。評価の結果が FALSE の場合、実行は失
敗としてマークされ、実行は失敗（赤）矢印でマーク
されたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(4)キーボードイベント
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等、特定の
キーストロークを監視し、イベントが発生すると TRUE と評価します。
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

はい・いいえ

ションを続行する

[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 AutoMate 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

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

ォーカスされている必要

スがフォーカスされているかフォアグラウンドにあ

があります。

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。
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(5)プロセスコンディション
指定されたプロセスが開始、終了、または応答の停止を監視し、条件が発生すると TRUE と評価します。
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。次のワークフロー要素の
いずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件(例:指定されたプロセスの開始)が TRUE と評価されたときにワークフ
ローを起動します
・要素の待機-監視対象の条件(例:指定されたプロセスが停止する)が TRUE と評価されるまでワークフ
ローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件(例:指定されたプロセスが応答を停止した)が TRUE と評価されるかど
うかに応じて、ワークフローのコースを決定します
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。
・応答が停止-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。
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動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\ FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、コンディションを CONDITIONAL オブジェ
クトとして動作させることができます。例えば、上記
のウィンドウコンディションの例を使用して、このオ
プションが有効になっている場合、システムは
Internet Explorer ウィンドウの存在を待機しません。
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(6)サービスコンディション
指定されたサービスが開始、停止、一時停止、再開、または応答の停止になることを監視し、コンディシ
ョンが発生したときに TRUE と評価します。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。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-ワークフローの最初に配置された場合、監視対象の条件(例:指定されたサービスが開始
された)が TRUE と評価されたときにその実行をトリガーします
・待機要素 -監視対象の条件(例:指定されたサービスが開始された)が TRUE と評価されるまで、実行中
のワークフローの実行を一時停止します
条件付き要素 -特定の条件(例:指定されたサービスが開始された)が TRUE と評価されるかどうかに応じ
て、ワークフローのコースを決定します
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
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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

はい・いいえ

ァイル システム ドライ

[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。

バーを含める

動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(7)データベースコンディション
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を監視し、条件が満たされた場合に
TRUE と評価します。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-ワークフローの最初に配置された場合、監視された条件が TRUE と評価されたときにそ
の実行を開始します
・待機要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるまで、実行中のワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-特定の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定しま
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/LicensingInformation.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
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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
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。
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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。

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。
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動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

コンディションが満たさ

はい・いいえ

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。

89

(8)イベント ログコンディション
監視対象のイベントが Windows イベントログに書き込まれるのを監視し、条件が満たされた場合に
TRUE と評価します。
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。次のワークフロー要素のいず
れかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
します
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。
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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。

動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。
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下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

コンディションが満たさ

はい・いいえ

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(9)パフォーマンスコンディション
ローカルまたはリモートコンピューター上で特定の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)を監視し、条件が満たされた場合に TRUE と評価します。次のワークフロー要素のい
ずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
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

-

有効にすると、トリガーはローカルマシンのパフォー

を使用する
リモート コンピューター

マンスを監視します。
-

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。
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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

数字

する

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。

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

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(10)WMI コンディション
エージェントマシンで実行される WQL クエリを監視し、true または 0 を超える行を返し、条件が満た
された場合に TRUE と評価します。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。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件(例:WQL クエリが TRUE を返す)が TRUE と評価されたときにワーク
フローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件(例:WQL クエリが TRUE を返す)が TRUE と評価されるまでワークフロ
ーの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件(例:WQL クエリが 0 以上を返す)が TRUE と評価されるかどうかに応じ
て、ワークフローのコースを決定します
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
リモート コンピューター

有効にすると、トリガーはローカルマシンを監視しま
す。

-

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

はい・いいえ

する

[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。
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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

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。

動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C：\ Temp に存在するときにワークフローの実行を
トリガーするようにファイルシステムコンディショ
ン が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(11)SNMP トラップコンディション
SNMP(Simple Network Management Protocol)トラップ関連のアクションを監視し、条件が満たされた
場合に TRUE と評価します。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件(例: 特定のデバイスからエンタープライズ固有のトラップが受信され
た)が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件(例:任意のデバイスからトラップが受信される)が TRUE と評価されるま
でワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件(例:特定のトラップコードが受信されたとき)が TRUE と評価されるか
どうかに応じて、ワークフローのコースを決定します
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)

監視する 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
レスを指定します。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。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

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

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

テキスト(選択式)

タイプ

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、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

テキスト

ード

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。

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。
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タイムテーブルの値に文

はい・いいえ

字列表記を使用する

[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

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

認証されたトラップを受

す。[ここをクリックして新しいアイテムを追加]リン

け入れる

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

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。

入れる
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動作
プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

コンディションが満たさ

はい・いいえ

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。
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コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(12)ログオンコンディション
特定のユーザーまたは割り当てられたエージェントワークステーションにログオンするユーザーを監視
し、条件が満たされた場合に TRUE と評価します。ワークフローは、AutoMate がエージェントコンピ
ュータのデスクトップを検出したときに開始されます。次のワークフロー要素のいずれかとして設定で
きます。
・トリガー要素-監視対象の条件(例:指定したユーザーのログオン)が TRUE と評価されたときにワーク
フローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件(例:指定したユーザーのログオン)が TRUE と評価されるまでワークフロ
ーの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件(例:指定したユーザーのログオン)が TRUE と評価されるかどうかに応
じて、ワークフローのコースを決定します
一般
プロパティ

タイプ

説明文

すべてのユーザー ログオ

-

有効にすると、監視されているエージェントワークス

ン

テーションにユーザーがログオンすると、コンディシ
ョンが TRUE と評価されます。

特定のユーザー ログオン

-

有効な場合、指定されたユーザーの 1 人が監視対象
のエージェントワークステーションにログオンする
と、コンディションは TRUE と評価されます。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

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。
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下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功（緑）矢印でマーク
されたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(13)アイドルコンディション
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)ことを監視し、条件が満
たされた場合に TRUE と評価します。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
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

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。
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下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\ FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。
代わりに、
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動は条件がアクティブに
なったときに開始されます。
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コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。

コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(14)SharePoint コンディション
SharePoint におけるリストアイテムの操作等によるイベントの発生を監視し、発生時に TRUE と評価し
ます。次のワークフロー要素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
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。
一般
プロパティ

タイプ

説明文

サイト URL

テキスト

SharePoint でサイトの URL を監視します。

スコープ

テキスト(選択式)

SharePoint モニターの範囲を指定します。使用可能な
オプションは次の通りです。
・Web-Web サイトに含まれるすべてのリストのコ
レクションを指します
・リスト-タイトルで定義された Web サイト内の特
定のリストを指します

リストタイトル

テキスト

監視するリストのタイトルを指定します。このパラメ
ータは[スコープ]パラメータが[リスト]に設定され
ている場合にのみ使用できます。

イベント
注意:複数のオプションを選択すると、各選択肢を OR 文として評価します。
プロパティ

タイプ

説明文

SharePoint 2007 以降にてサポート
アイテムが追加された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストに追加されるアイテムを監視します。

アイテムがアップデート

はい・いいえ

された時
アイテムが削除された時

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストに更新されるアイテムを監視します。

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストに削除されるアイテムを監視します。

アイテムがチェックイン
された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストからチェックインされるアイテムを監視します。

113

アイテムがチェックアウ

はい・いいえ

トされた時

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストからチェックアウトされるアイテムを監視しま
す。アイテムをチェックアウトした場合は、そのアイ
テムを使用できるように予約し、作業中にほかの人が
変更できないようにします。

アイテムがチェックアウ

はい・いいえ

トされていない時

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストからチェックアウトされていないアイテム(破棄
されたチェックアウト)を監視します。チェックアウ
トする前の状態に戻したい場合は、チェックアウトを
解除できます。これにより、アイテムに加えたすべて
の変更が取り消されます。

アイテム ファイルが移動

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、コンディションは、サイト/リ
ストから移動するドキュメントライブラリのアイテ
ムによって表されるファイルを監視します。

アイテムの添付ファイル

はい・いいえ

が追加された時

[はい]に設定した場合、コンディションは、指定した
サイト/リストのリストアイテムに添付ファイルが追
加されるかどうかを監視します。

アイテムの添付ファイル

はい・いいえ

が削除された時

[はい]に設定した場合、コンディションは、指定され
たサイト/リストのリストアイテムから削除される添
付ファイルを監視します。

フィールドが追加された

はい・いいえ

時
フィールドがアップデー

ストに追加されるフィールドを監視します。
はい・いいえ

トされた時
フィールドが削除された

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストで更新されるフィールドを監視します。

はい・いいえ

時

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストから削除されるフィールドを監視します。

SharePoint 2010 以降にてサポート
ワークフローが開始され

はい・いいえ

た時

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストから開始される SharePoint ワークフローを監視
します。

ワークフローが延期され

はい・いいえ

た時

[はい]に設定した場合、コンディションは SharePoint
ワークフローがサイト/リストから延期されるのを監
視します。

ワークフローが完了した
時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストから完了する SharePoint ワークフローを監視し
ます。
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リストが追加された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストに追加されるリストを監視します。このパラメー
タは[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効
です。

リストが削除された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションはサイト/リ
ストから削除されるリストを監視します。このパラメ
ータは[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有
効です。

SharePoint 2013 以降にてサポート
グループが追加された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、指定したサイト/リストに追
加されるグループが監視されます。このパラメータは
[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効です。

グループがアップデート

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、コンディションは指定された
サイト/リストで更新されるグループを監視します。
このパラメータは[スコープ]パラメータが[Web]の
場合のみ有効です。

グループが削除された時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、指定したサイト/リストから
削除されるグループが監視されます。このパラメータ
は[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効で
す。

グループ ユーザーが追加

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、指定したサイト/リストのグ
ループにユーザーが追加されるかどうかが監視され
ます。このパラメータは [スコープ]パラメータが
[Web]の場合のみ有効です。

グループ ユーザーが削除

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、コンディションは指定された
サイト/リストのグループから削除されるユーザーを
監視します。このパラメータは[スコープ]パラメータ
が[Web]の場合のみ有効です。

ロール定義が追加された

はい・いいえ

時

[はい]に設定した場合、コンディションは、指定され
たサイト/リストのアイテムに追加されるロール定義
(またはアクセス許可レベル)を監視します。ロール定
義は、特定のアイテムにバインドされた権限のコレク
ションです。このパラメータは[スコープ]パラメータ
が[Web]の場合のみ有効です。

ロール定義がアップデー
トされた時

はい・いいえ

[はい]に設定した場合、コンディションは、指定され
たサイト/リストで更新されるロール定義(またはア
クセス許可レベル)を監視します。このパラメータは
[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効です。
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ロール定義が削除された

はい・いいえ

時

[はい]に設定した場合、コンディションは、指定され
たサイト/リストのアイテムから削除されるロール定
義(またはアクセス許可レベル)を監視します。このパ
ラメータは[スコープ]パラメータが[Web]の場合の
み有効です。

ロールの割り当てが追加

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、指定したサイト/リストに役
割の割り当てが追加を監視します。このパラメータは
[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効です。

ロールの割り当てが削除

はい・いいえ

された時

[はい]に設定した場合、指定したサイト/リストから
役割の割り当ての削除を監視します。このパラメータ
は[スコープ]パラメータが[Web]の場合のみ有効で
す。

ユーザー
プロパティ

タイプ

説明文

デフォルト エージェント

-

有効にすると、[デフォルトタスクエージェント]プロ

ユーザーを使用する

パティに入力されたデフォルトユーザーが使用され
ることを指定します。

指定したユーザーを使用

-

する

有効にすると、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[デフォルトエージ
ェントユーザーを使用する]オプションを常に上書き
します。このユーザーには、SharePoint サーバーとデ
ータベースに対する適切な権限が必要です。

ユーザー名

テキスト

SharePoint サーバーへアクセスに使用するユーザー
名を指定します。

パスワード

テキスト

上記で入力したユーザー名を認証するためのパスワ
ードを指定します。

ドメイン

テキスト

SharePoint サーバーのドメインを指定します。

プロパティ

タイプ

説明文

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機

動作

します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。
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下記の時間後タイムアウ

数字

ト

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。

スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動はコンディションがア
クティブになったときに開始されます。
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コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。

コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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(15)Email コンディション
特定のルールまたは条件に一致する受信メールまたは送信メールについてメールサーバーをポーリング
し、そのような条件に一致するメールが送受信されたときに TRUE と評価します。次のワークフロー要
素のいずれかとして設定できます。
・トリガー要素-監視対象の条件が TRUE と評価されたときにワークフローを起動します
・要素を待機-監視対象の条件が TRUE と評価されるまでワークフローの実行を一時停止します
・条件付き要素-監視対象の条件が TRUE と評価されるかどうかに応じて、ワークフローのコースを決定
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, Online) 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-ofBusiness(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

E 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[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[SOCKS5]または[HTTP]に設定した場合の
み使用できます。

121

[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

はい・いいえ

として認証する

[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

はい・いいえ

る

[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

はい・いいえ

無視する

[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
Tenant 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。

Client 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

-

トリガーをアクティブにするためのルールや基準を

択する

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

コンディションを待つ

-

ワークフローは、コンディションが発生するまで待機
します。自動化条件がワークフローの最初のトリガー
オブジェクトとして、またはワークフローの途中の待
機オブジェクトとして機能する場合は、このパラメー
タを選択します。

下記の時間後タイムアウ
ト

数字

有効になっている場合、監視対象のコンディションが
TRUE と評価されて実行が続行されるまで、システム
は指定されたオブジェクトでワークフローの実行を
一時停止します。コンディションを WAIT オブジェ
クトとして機能させる場合にこのオプションを選択
します。このオプションでは、時間とリソースをより
効率的に使用できるように、タイムアウト値が必要で
す。ワークフローは無期限に待機するのではなく、タ
イムアウト期間が経過すると中止されます。
注 1：タイムアウトが発生すると、エラーが発生しま
す。したがって、タイムアウトが発生した場合に[失
敗の矢印]を使用して、ワークフローの実行を続行で
きます。
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スタートアップ時にコン

はい・いいえ

有効にすると、システムは起動時にすでに存在するコ

ディションが真のときに

ン デ ィ シ ョ ン に 対 応 し ま す ( 例 え ば 、 AutoMate

起動する

Enterprise サービスが開始したとき、グローバルトリ
ガーがオンになったとき、または指定したワークフロ
ーが再度有効になったとき等）
。例えば、FileA.txt が
C:\Temp に存在するときにワークフローの実行をト
リガーするようにファイルシステムコンディション
が 設 定 さ れ て い る と 想 定 し ま す 。 AutoMate
Enterprise サービスの停止中にこの状態が発生した
場合（FileA.txt が C:\Temp にコピーされた場合）
、サ
ービスが再起動すると、C:\Temp\FileA.txt の現在の
存在に影響します。すぐにワークフローの実行をトリ
ガーします。このパラメータを無効にすると、現在の
C:\Temp\FileA.txt の存在は無視されます。代わりに
コンディションは、X 回パラメータが満たされた後に
トリガーで指定された後続の発生を監視します。
注 1：
「スタートアップ」に関しては、開発者が[更新]
ボタンをクリックしてプロパティを保存するとすぐ
に、新しく作成されたコンディションが起動します。
AutoMate Enterprise が開始したとき、またはそれが
存在するワークフローが再度有効になったときなど、
既存のコンディションの起動はコンディションがア
クティブになったときに開始されます。

コンディションが満たさ

数字

有効になっている場合、システムは、監視されたコン

れた後にトリガーを起動

ディションが指定された回数発生するまで待機し続

する

けます。たとえば、ウィンドウコンディションは、
Internet Explorer ウィンドウの存在を監視するように
設定されています。コンディションが 3 回満たされた
後にこのパラメータがトリガーされるように設定さ
れている場合、システムは Internet Explorer ウィンド
ウ が 表 示 さ れ る 最 初 の 2 回 を 無 視 し 、 Internet
Explorer ウィンドウの 3 番目のインスタンスが表示
された後にのみ、割り当てられた待機命令を実行しま
す。

125

コンディションをただち
に評価する

-

有効にすると、システムは待機しません。代わりに、
監視対象のコンディションが TRUE または FALSE に
評価されるかどうかを判断します。このオプションに
より、ワークフローの過程で決定を行うことができま
す。結果に基づいてワークフローのコースを決定でき
るため、自動化条件を CONDITIONAL オブジェクト
として動作させることができます。例えば、上記のウ
ィンドウコンディションの例を使用して、このオプシ
ョンが有効になっている場合、システムは Internet
Explorer ウィンドウの存在を待機しません。むしろ、
ウィンドウがすでにデスクトップに存在するかどう
かを判断します。評価の結果が TRUE の場合、実行
は成功とマークされ、実行は成功(緑)矢印でマークさ
れたパスに従います。評価の結果が FALSE の場合、
実行は失敗としてマークされ、実行は失敗(赤)矢印で
マークされたパスに従います。
注 1：このオプションは、成功および失敗のフロー制
御矢印の使用のみをサポートします。結果矢印の使用
はサポートされていません。
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13.3 コンディション(トリガー)使用時の注意事項
本項目では、コンディション(トリガー)使用時の注意事項を記載します。
・コンディション使用する場合は、管理コンソールの画面下部「グローバルトリガー」が「ON」になっ
ていることを確認します。
・コンディション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)にエ
ージェント 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。エージェント 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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14 注意事項
本章では、AutoMate Plus/Ultimate を利用する際の注意事項を記載します。
① 「11.2.1 サーバーの設定」内「①データ保管」にて、SQLServer においてユーザー「sa」のパスワー
ドを変更する場合、Plus/Ultimate Server 導入サーバーで以下の手順を行う必要があります。
1)

設定ツールを実行します。
C:\Program Files\Automate Enterprise 11\ ConfigurationEditor.exe
を実行し、SQL Server への接続情報を更新します。

2)

「構成」をクリックします。
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3)

「パスワード」に新規パスワードを入力します。

4)

「テスト接続」を実施し、成功を確認した後、「同意」をクリックします。
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5)

「管理サーバーの設定」の「実行サーバーの設定を使用する」にチェックを入れ、「適用」をク
リックします。クリックすると、サービスが再起動し接続情報が更新されます。

※「OK」をクリックすることでも、同様にサービスが再起動し接続情報が更新されます。
なお、サービスの再起動を伴うため RPA 処理中にパスワードの変更を行うことはできません。
同様に、sa のパスワードを変更した時点で、リポジトリデータベースにアクセスできずサーバー
がエラーとなるため、RPA 処理中に SQL Server のユーザー「sa」のパスワード変更を行うこと
はできません。
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空白のページです
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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
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