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用語の定義 

シナリオ WinActor が実行する業務自動化処理の流れ（フロー）を定義したもの。 

フローチャート WinActor が実行する業務自動化処理の流れ（フロー）を視覚的に表したも

の。「開始」と「終了」の間に配置されたノードのみが有効となる 

ノード 「ノード」タブに配置されている基本動作の部品のこと。また、「ライブラリ」からフロー

チャートに配置したものも含めて「ノード」と呼ぶ場合がある。 

例）このフローのノード数は 100 である 

ライブラリ 「ライブラリ」タブに配置されている「スクリプト（プログラム）実行」の部品のこと。

（基本動作より高機能） 

自動記録モード 自動で操作を記録する３種類のモード（IE モード/イベントモード/エミュレーショ

ンモード）のこと。 

変数 数値や文字列を入れておく箱のこと。箱に様々な値を入れたり、箱内の値を参照

して使用したりできる。 

例）複数の住民コードに対して同じ処理を行いたい場合、【住民コード】の箱を

作り、値”12345”～“99999”を順番に入れ替えて処理する。 

サブルーチン 特定のシナリオの処理をひとまとまりにまとめたもの。共通する処理を集約してサブ

ルーチン化し、呼び出して利用することができる。これにより、ノード数の削減、シナ

リオの単純化、フローの見やすさの向上、シナリオをメンテナンスしやすくなるといった

メリットがある。 
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１．全般  

（１） 作成単位の考え方 

 

① シナリオ作成の単位 

・シナリオは 1 作業を単位として作成する。 

・1 つのシナリオのノード数（ライブラリ数を含む）の最大上限は、「300」を基準値とする。 

※シナリオは作業単位に分割し、作成するよう心掛ける。 

（大規模なシナリオでは、エラーが発生した際、処理の再実行などで大きな手戻りとなるリスクがあるため。） 

※「ノード数」の確認方法：フローチャート画面＞シナリオ情報(Ctrl+E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② グループ作成の単位 

・グループは業務フローの各項目に紐づけて、適宜わかりやすくネーミングして作成する。 

※第三者者にも理解しやすいネーミングを心掛け、目的語と述語を明記する。 

  例）対象者を検索する 等 

※マニュアル等があれば、その作業区切り位置とリンクするようにグルーピングする。 

 

■業務フロー 

 

 

 

 

 

  

人 RPA

①対象者検索

画面起動
②入力データ取得

③対象者検索

④データ入力

⑤入力結果反映
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③ タブ作成の単位 

・メイン以外のタブは、原則、サブルーチンのみでの使用とする。 

（１つのサブルーチンにつき１つのタブをセットで使用する。） 

・シナリオ構築時には実装しないノード/ライブラリがある場合は、タブ（未実装）を作成し、そこへ配置する。 

 

 

 

（２） 利用する機能の優先順位 

・動作環境に応じて、以下の優先順位で機能を利用する。 

 

IE モード/イベントモード/ライブラリ 

 ↓ 

エミュレーション（キーボード操作） 

↓ 

画像マッチング  ※1 / エミュレーション（マウス操作） 

 

※エミュレーション(キーボード操作)にて動作が安定しない（失敗する確率が推定で 2%以上ある）システム・アプリケ

ーションの場合は、画像マッチングの使用を検討する。 

 

 

（３） アプリケーションに対する処理 

・複数アプリケーションに対して処理を実行する場合、可能な限り同一のアプリケーションに対する処理をまとめる。 

【理由】対象ウィンドウのアクティブ化が必要な場合があり、アクションを繰り返すとエラーの原因となる可能性があるため。 

例）エクセルから情報を取得して、システムへ入力する動作を繰り返す場合、エクセルからすべての情報を取得してから

システムへ一括して入力する仕組みとする。 

 

・アプリケーションを使用する場合、使用が終了したタイミングで、対象のアプリケーションを終了させる。 

【理由】複数のアプリケーションが立ち上がった状態だと、動作が重くなるため。 

例）エクセルから必要な情報をすべて取得した後、作業が継続する場合、エクセルは情報取得後すぐに閉じる。 

 

  

「サブルーチン名」と「タ

ブ名」は一致させること。 

「サブルーチン名」と「タブ名」は 

一致させる。 
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（４） 共通処理の集約（サブルーチン） 

・共通処理は可能な限り、サブルーチンに集約して作成する。 

※大量処理の場合、処理ロジックは同じで、インプットやアウトプットのみが異なることが多い。そのような場合、共通処理

を切り出して変数のみを変更する作りとすることで、シナリオ構築時・変更時の保守性が高くなる。 

・シナリオ階層は最大 2 層とし、サブルーチンの中にサブルーチンは構築しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） シナリオ動作の中間記録 

・長時間連続した処理を繰り返す場合は、エラーにより手戻りが発生しないよう、エラー確認後、再実行する際に途中か

ら再開できるような作りにしておく。 

例）・処理結果フラグをエクセルに記録し、処理結果フラグが立っているものはスキップする 

・データを定期保存する  等 
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（６） ネーミングルール 

① プロパティ画面 

・プロパティ画面のネーミングルールは以下のとおりとする。 

 名前：ノード、ライブラリの実施内容がわかるように設定 

※主語＋目的語＋述語の組み合わせを意識して入力する。 

例）「登録ボタンクリック」 等 

 コメント：元々のノード・ライブラリの名称 

※元々のノード・ライブラリが何だったのかわからなくなることを防ぐため。 

※アイコンが固有であるノードおよびエミュレーションは、コメント記入を省略可とする。 

※ライブラリにてスクリプトを変更した場合、「注釈」タブを編集し、変更内容を記録する。 

 

   

 

② 分岐・繰り返し 

・分岐・繰り返しでは、プロパティの名前に条件の説明を記載する。 
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③ ファイル名 

・他と重複しないファイルとするため、アウトプットのファイル名には可能な限り日付を付ける。 

※処理日時の情報をファイル名に付加することで、誤ってファイルを上書きすることを避けることができる。 

※実行頻度に応じて、年月・年月日・年月日時 等 使い分けを行う。 

 

2. 変数 

（１） 変数のネーミングルール 

・他と重複しない名詞として、わかるように設定する。 

・文字の見切れを防ぐため、出来る限り変数名は全角の場合で 12 文字以内とする。（半角を使ってもよい。） 

・複数存在する名詞の場合は、_(半角アンダーバー)を繋げて修飾語をつける。 

※修飾語は右に増えるほど詳細になるイメージとする。 

例）・「住民コード」 

・「申請日_月」 等 

    ・以下の変数については、ネーミング方法を次のとおり統一する。 

 ファイルパス ⇒ 「ファイルパス_○○」 

 フォルダパス ⇒ 「フォルダパス_○○」 

 ファイル名 ⇒ 「ファイル名_○○」 

 フォルダ名 ⇒ 「フォルダ名_○○」 

 セル位置 ⇒ 「セル_○○」 

 最終行  ⇒ 「最終行_○○」 

＜用語解説＞ 

ファイル名 ○○.xlxs 

ファイルパス C:\Users\xxxxxx\Documents\□□□\○○.xlxs 

フォルダ名 □□□ 

フォルダパス C:\Users\xxxxxx\Documents\□□□ 

 

（２） 固定値 

・固定値は、ノード/ライブラリのプロパティに直書せずに、変数一覧に設定することを基本とする。 

・変数として固定値を設定する場合は、目印として変数名の頭に「#(半角シャープ)」をつける 

※コメント欄に記載すると変数インポート時等に引継ぎが出来ないため、変数名にて表現するものとする。 

例）・「#列_住民コード」 

・「#セル_○○」 

 

（３） 変数のグループ名 

・変数のグループ名については、特別なルールを設定しない。（自由） 

【理由】変数のグループ名は、変数インポート時等に引継ぎが出来ないため。 
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（４） 変数の結合 

・変数を結合する場合は、ライブラリ「文字列連結」を利用する。 

【理由】変数一覧にて変数名を変更する際に、当該変数を利用しているノードも一括で変換することが出来るため。 

※「%変数 A%%変数 B%」のように変数を結合している場合は、一括変更できず、修正漏れの原因となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 変数の引継ぎルール 

・ライブラリ「シナリオ GoTo」を利用して変数を引き継ぐ際は、利用する変数を最低限にし、必要な変数は引継ぎ先のシ

ナリオで設定する。 

※「シナリオ GoTo」は、別のシナリオの処理に移る機能である。 

  

「%変数%」は、変数一覧で変更されないた

め、修正漏れの原因となる。 
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3. 自動記録モード 

（１） IE モード 

・基本的には自動記録モードでライブラリを生成する。 

※上手く記録されない場合、ライブラリの自動記録アクションを使用することで動作を記録することができる場合がある。 

（２） イベントモード 

・基本的には自動記録モードでライブラリを生成する。 

※上手く記録されない場合、ライブラリの自動記録アクションを使用することで動作を記録することができる場合がある。 

（３）エミュレーションモード 

① 設定ルール 

・１つのノードに設定するのは、「１つ」の操作のみとする。 

【理由】複数の操作を一つのノードに設定すると、区切りがわかりにくく、メンテナンスがしにくいため。 

 例）・コピー（Ctrl+C） ・始点から終点までの移動（矢印キー、タブキー） 

・名前を付けて保存（F12） 

※NG の例（複数の操作が混在している例） 

・フィルタ設定してファイル保存 

・移動してコピー 等 

② 待機時間 

・キーボード操作とキーボード操作の間には待機時間「300 ミリ秒」を差し込むものとする。 

※300 ミリ秒で動作が安定しない場合は、都度調整するものとする。 

※操作の不安定が解消されない場合は、画像マッチングを検討する。 

※システムに合わせて調整する。 
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4. 画像マッチング 

（１） 予備動作 

・画像マッチングを利用する際は、前処理として次のノードを入れる。 

「ウィンドウの最大化（又は画面サイズ、位置設定）」 

     ↓ 

「ウィンドウの前面化」 

     ↓ 

「画像マッチング」 

 

（２） マッチング率 

・マッチング率は、基本一律で「90%」とする。 

※ただし、類似画像があり、判断ミスの要因となる場合はこの限りではない。その場合、検索範囲の設定による判断ミス

防止が可能かどうかも検証する。 

     ※画像マッチングにより識別が必要で、かつそのアクションが業務に影響がある場合は、マッチング率を「100%」とする。 

例）☑がついているかどうか、画像マッチングにより判断が必要な場合 等 

 

（３） ブラウザのウィンドウ表示倍率 

・画像マッチングを利用する際は、ウィンドウ表示倍率が一定となるようにする。 

＜参考＞ 

インターネットオプション＞詳細設定にて、以下項目に☑がついていると、ブラウザの表示が一定となり、安定する。 

☑「新しいウィンドウとタブで、テキストを中サイズにリセットする」 

☑「新しいウィンドウとタブの拡大レベルをリセット」 
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5. Excel マクロ/Access の利用判断 

保守性の観点から、利用を推奨しない。ただし、既存のマクロを RPA が実行するなど、既存ツールの活用はその限りではな

い。また、Access は動作安定化のため、プチライブラリも含めてライブラリのある範囲での利用を推奨する。 

 

6. 待機時間の設定 

RPA は動作が早すぎると、画面遷移や画面表示が追い付かず、エラーが発生するため、適宜待機設定をする。 

① ブラウザ(IE) 

・画面が遷移するタイミング or 同画面上でデータが更新されるタイミングで必ず「IE 操作(読込完了待ち)」を使用する。 

② その他システム/アプリ 

・画面が遷移するタイミング or 同画面上でデータが更新されるタイミングで必ず「ウィンドウ状態待機」を使用する。 

※基本的には「画面が操作可能になるまで」を利用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 最終手段 

上記①、②で調整が難しい場合は、次の優先順位で待機時間を設定する。 

③－1.画像マッチングと繰り返しを利用 

例）画像マッチング ※繰り返し回数には上限を設定するなどして、無限ループにならないよう留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

③－2.指定時間待機（固定値）を利用 

※指定時間待機の場合は、余裕も含め「上手く動作した時間×1.2 倍」で設定する。 
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7. エラー処理 

（１） エラー処理用のノード・ライブラリ配置 

・エラー処理については「エラー情報収集」を設定し、エラー発生したことが確認できるようにする。 

・エラー発生後の処理は、業務の運用に合わせて設定する。 

例）・待機ボックスを用いてエラー情報を表示する。 

   ・エラー情報を担当者にメールで通知する。 

   ・エラーが発生したことを通知する音を出して一時停止する。 

   ・エラーが発生したら画面コピーを保存し、現在の動作を飛ばして次の処理に進む。 
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8. パラメーターシート（外部ファイル化） 

   ・ファイルパス、フォルダパス、設定値など、メンテナンスが必要になると想定されるものは、Excel 等でパラメーターシートを作

成しておき、シナリオの冒頭に参照する仕組み（外部ファイル化）を原則とする。 

※パラメーターシートに変数と初期値を記載し、「Excel 操作(行の読み取り)」または「Excel 操作(値の取得)」で変数を

取得する。 

【理由】・変数一覧の中に「初期値」を設定してしまうと、WinActor の実行版では変更できないため。 

・シナリオ外の Excel に変数の初期値を置くことで、WinActor を操作しなくとも更新できるため。 

 （WinActor の操作方法を知らない人でもメンテナンスが可能になる。） 

 

 

9. シナリオ作成後の処理 

（１） ウィンドウ識別ルールのチェック 

・ウィンドウ識別ルール内にて同一のシステム・アプリケーション・画面を対象とするものについては集約する。 

・集約後、未使用ウィンドウ識別ルール削除を実行し、不要なウィンドウは削除する。 

 

 

※シナリオ上で重複したウインドウクラス名、プロセス名がない場合は、ウィンドウタイトルの識別方法を「指定しない」に

設定する。 

※シナリオ上で重複したウインドウクラス名、プロセス名がある場合は、ウィンドウタイトルの識別方法を「含む」に設定し、

文字列の内容を識別できる最低限の範囲で設定する。（○○Excel、○○Internet Explorer などの文字列が

ある場合、その部分は避けて設定する。設定 PC によって表記が異なる可能性が高いため。） 

※日付やシステムのバージョン情報等の固有の記載がある場合、その部分は削除する。 

  

刷毛ボタンを押すことで、シナリオ内で未使用のウィンドウ識別ルール（左に

＋マークがついていないもの）を一括削除することができる。 
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（２）変数一覧のチェック 

・シナリオ作成完了後は、使用していない変数はすべて削除する。 

※使用していない変数を確認したい場合は、変数一覧画面の      変数参照ツリーボタンをクリックすると確認できる。 

   

 

（３）イメージ管理のチェック 

・シナリオ作成完了後は、「未使用イメージ名」は削除する。 

※不要なイメージが残っているとシナリオデータ容量が大きくなり、処理スピードに影響するため。 

 

 

 

（４）フロー全体のチェック 

・検索タブから浮きフロー（どこにも使われていないノード等）が無いか確認し、あれば削除する。 

・「WinActor サイズを最小化」ノードをシナリオの最初に入れる。 

※繰り返し処理が多い場合に処理速度が速くなる。 

 

 

 

 

 

左に＋マークがついていない変数 

＝使用していない変数 ⇒削除（一括削除機能はない。） 

刷毛ボタンを押すことで、シナリオ内で未使用のイメージ（左に＋マークがつ

いていないもの）を一括削除することができる。 

イメージ名の最後に「_2」などと記載されている場合は、使用している

画像に差異がない場合があり、削除できる可能性がある。 
イメージはファイル容量が肥大化する原因となるため、同じイメージはま

とめる。 

画像に適切なマスク処理が設定されているか確認する。 

「F2」キー押下により、管理しやすいようイメージ名を編集する。 


