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イントロダクション – UiDemo自動化の手引き 

自動化に向けて  

複数のロボットが膨大なトランザクションを同時に分散して行う場合には、より信頼性のある実装である必要が

あります。 

そのため、トランザクションを安定的かつセキュアな方法で分散する必要があります。そのためには、

Orchestrator のキューの使用を推奨します。 

プロジェクトをまずは、2 つ作成しましょう。 

それぞれに「Dispatcher」と「Performer」という名前を付けます。 

・「Dispatcher」は Excel ファイルを読み取り、トランザクションをキューにアップロードするという処理を行うワー

クフローです。 

・「Performer」はアップロードされたキューの処理を行うワークフローです。 

ワークフロー名 入力 出力 

Dispatcher 

(ディスパッチャー） 

Excel ファイル 新規のトランザクションアイテム 

Performer 

（パフォーマー） 

新規のトランザクションアイテム 処理済のトランザクション 

 

作成前の準備 

「Performer」の処理内容に最適な ReFramework テンプレートから作成を始めます。 

Studio の新規作成上にテンプレートとして保存されている「Robotic Enterprise Framework」をクリック

し、プロジェクト名を「UiPath_REFrameWork_UiDemo」に変更します。 

あるいは、https://github.com/UiPath/ReFrameWork からダウンロードを行う場合は、

“ReFramework_UiDemo” のフォルダー名を変更し、次にルートフォルダーにある Project.json ファイルを

以下の通り編集します。 

”name”を“ UiPath_REFrameWork_UiDemo” に変更し、”description” を “Demonstrating 

the REFramework with UiDemo” に変更しましょう。 

https://github.com/UiPath/ReFrameWork
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Project.json ファイル内は、次のようになるはずです。 

 

● 今回の「Dispatcher」の処理内容は非常にシンプルです。ロボットは Excel ファイルを読み取り、

Excel 内の行一つをひとつのトランザクションとし、キュー内に追加します。 

 

● 通常、「キューに追加を行う」というワークフロー自体は独立してスケジュール登録され実行されることが

一般的ですが、今回は分かりやすさと、テスト実行の容易さを考慮し、ワークフロー「Performer」の一

部に含めることにします。 

 

「Dispatcher」を作成する上でのヒント 

 

o 新しいシーケンスを作成し、Dispatcher – UploadQueue という名前を付けます。  

o Excel ファイル内の情報を取り出し、出力を DataTable 変数に格納する Read Range アク

ティビティを使用します。 

o Excel ファイル内の行自体が 1 つのトランザクションとなります。        そのため、For 

Each Row アクティビティが必要です。Body セクションで Add Queue Item アクティビティ

を使います。 

o ItemInformation プロパティを編集し、CashIn、OnUsCheck、NotOnUsCheck という

3 つの引数を追加します。 

  ItemInformation プロパティは次のようになります。 

 

 

 

● プロパティ内の「QueueName」の入力欄には、Orchestrator で作成されたキューと同じ名前を入

力する必要があります。 
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● 失敗したトランザクションのは 2 回までとあるため、Orchestrator にてキューを作成する際には、

RetryNumber を 2 と入力します。 

 

 

● 「Dispatcher – UploadQueue」のシーケンスは以下のスクリーンショットの通りになるはずです。 

 

● このシーケンスを実行して、Orchestrator のキュー内に新たに追加されたトランザクションが追加されたか

確認してみましょう。 

「Dispatcher」の作成はこれで完成です。 

 

次に「Performer」の作成に取り掛かりましょう。 
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「Performer」を作成する上でのヒント 

 

「Performer」の入力データは Orchestrator 上のキュー内のトランザクションとなります。 

そのため、Framework で使用するためには修正が必要となります。 

 

最初は Config ファイルの編集から行っていきましょう。最初に、Data フォルダ上にある Config.xlsx ファイル

を開きます。 

シート「Settings」上にある、OrchestratorQueueName には Orchestrator で作成されたキューと同じ

名前を入力します。 

次に、UiDemo の資格情報の設定を行います。 

シート「Assets」上の、QueueName を前回使用した名前と同じものにします。 

次に、UiDemo の資格情報名の設定が必要です。 

また、リトライメカニズムは、Orchestrator 上の MaxRetryNumber に入力された数字、つまり、”2” が適

用されるためシート「Constants」上の ”MaxRetryNumber” は、”0” と入力されていなければなりません。 

「Settings」シートは以下のスクリーンショットの通りとなります。 

 

「Config.xlsx ファイル」を保存して閉じます。 

 

業務の初期化を行うワークフローの作成 

 

o トランザクション処理を繰り返し行うため、あらかじめ UiDemo にログインする必要があります。 

o RPA 導入において非常に重要なのは、他のプロセスにも共通部品（再利用可能なコンポーネン

ト）として、利用できるかということを常に考慮しておくことです。よくある例を挙げると、アプリケーショ

ンへのログインというプロセスは、共通部品に該当します。 

o ベストプラクティスとして、XAML ファイル名はアプリケーション名に従いフォ ルダー分類します。ルー

トフォルダーにサブフォルダー「UiDemo」を作成します。 

o 次に、Studio で新しいシーケンスを作成し、「UiDemo_Login.xaml」という名前を付けます。

このファイルを「UiDemo」フォルダーに移動します。 
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● UiDemo_Login.xaml ファイルの冒頭には、プロセスに対する説明文を、注釈（Annotation)として追

加します。先頭のアクティビティに、シーケンス・フローチャートに関わらず、注釈（Annotation)を追加し、

プロセス自体の説明・例えば、「特定の画面をあらかじめアクティブにしておく必要がある」といった前提条件

や、続けて実行する操作の説明・変数・引数の用法を記載することが推奨されます。 

 

● ログインプロセスにはアプリケーションの初期化といった操作を含めることが一般的ですが、これは次のトレー

ニングセッションにて学びます。 

 

● 今回のシナリオでは、ログインのプロセスを実行した時点で、アプリケーションは既に実行中であるということが

前提となります。つまり、「自動化対象のアプリケーション（UiDemo）は起動済みである」ということが前

提条件です。 

 

● 次の手順は引数の定義です。今回は「Credential」という名前の入力引数と、ユーザー名とパスワードを

保存する出力引数の 2 つが必要です。尚、Credential 引数は、いくつかの資格情報の保管場所から、

ユーザー名とパスワードを解決する識別子として利用可能なものとなります。 

Credential と Username 引数は Strings 型として、Password は SecureString 型として格納し

ます。 

                                                                                                                               

SecureString 型は機密情報の保護に使われる特殊な .NET クラスです。引数は、プレフィックス(接頭

辞)を使用し命名することで、変数との区別が容易となります。ここでは、String 型の入力引数であるため

「in_Credential」と命名します。 

 

● 資格情報の保存については複数の選択肢があります。たとえば、1 つ前のビデオでお話しした、

「GetAppCredentials.xaml」ファイルを使う方法もその 1 つです。 

o シーケンスの最初の操作は Orchestrator からアセットを取得することです。「資格情報マネージ

ャー」を使用することも可能ですが、グローバルアクセスが可能な Orchestrator のアセットの使用

を推奨します。 

o 次に、Invoke Workflow アクティビティを使って、「GetAppCredentials.xaml」ファイルを

参照します。 

o ”Import Argument " をクリックすることで、ワークフロー上の引数を取り込むことができます。

in_Credential 引数には in_Credential 値が入っているはずです。 

o ユーザー名とパスワードを保存する引数を 2 つ作成します。 
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o ”Edit Arguments" をクリックすると引数を設定するパネルが表示されます。引数を設定するパ

ネルは以下のスクリーンショットの通りに入力してください。 

 

 

 

注意: 本番環境では、セキュリティ・管理上の観点より、「GetAppCredentials.xaml」の使用は控えなけれ

ばなりません。 

資格情報が Orchestrator の Assets 上に保管されている場合は、Get Credential アクティビティを使

用することで、資格情報を容易に取得することができます。 

● 次に、ユーザー名とパスワードを入力し、続いて「Log In」ボタンに対して Click アクティビティを使用しま

す。 

o プロパティ上の SimulateClick が有効になっていることを確認します。 

o SimulateType プロパティを併用します。 

o パスワードの入力には、SecureText プロパティのパスワードと一緒に Type Secure Text 

アクティビティを使用します。 

o ワークフローは最終的に以下のスクリーンショットの通りになります。 



 

イントロダクション– UiDemo 自動化の手引き                                                                                                                          

7 
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コンポーネントが完成したら、後の工程のデバッグ時間を短縮するために、テストを徹底する必要があります。 

引数の既定値も有用ですが、場合によっては、引数に複雑なオブジェクトを渡すこともあります。 

そのような場合にはオブジェクトを作成し、そのオブジェクトを引数として渡すテストシーケンスを作成してください。 

 

「InitAllApplications.xaml」ファイルを設定する 

 

o 今回起動するアプリケーションは UiDemo 1 つのみとなります。 

 

o Open Application アクティビティを使用します。 

 

o UiDemo の Log In  画面のセレクターを指定します。FileName プロパティには、アプリケーシ

ョンのローカルパスが定義されていますが、このようなハードコーディングは避ける必要があります。複

数のロボットの使用を予定している場合は、ロボットごとに異なるアプリケーションパスを使用すること

を検討することもあります。 

 

o Orchestrator の Asset を使用することで、値をロボットごとに格納することができます。Asset 

名も、環境によって変更する可能性があるため、ハードコーディングは避けるべきです。Config ファ

イルを使用し。シート「Assets」に Asset 名を次のスクリーンショットの通り書き込みます。 

 

● Config ディクショナリは、InitAllApplications.xaml ワークフローで入力引数として使用しています。そ

のため、ファイル名のパスを in_Config("UiDemoPath").ToString に変更します。 

次に、「UiDemo_Login」のワークフローを呼び出し、引数を取り込んで Config ディクショナリから 

Credential（資格情報）へ値を渡します。 

 

● ワークフローは最終的に以下のスクリーンショットの通りとなります。 
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● InitAllApplications をテストするために、_Test.xaml ファイルを実行します。Config ファイルを読みこ

み、「InitAllApplications」ファイルを呼び出すように設定します。 

 

● 次は、「CloseAllApplications」と「KillAllProcesses」ファイルの設定です。この 2 つのファイルは次のス

クリーンショットの通り設定してください。 
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「Process.xaml」ファイルを設定する上でのヒント 

 

ここで、決定するべき事項は 2 つありますが、2 つ目の内容は 1 つ目の内容によって決まります。そのため、今

回の Process に最適な構図はフローチャートです。 

 

フローチャートを作成したら、既存の Process シーケンスから説明文と引数をコピーします。通常は、キューの

動的データを複数回使用する必要があるので、それに使用するためのローカル変数一式を作成しておくと便利

です。 

 

● シーケンスを作成し、Assign アクティビティを使い、次のスクリーンショットの通り変数の値を設定します。 
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● 入力データが有効か、また各値が数値か否かのチェックを行います。 

 

o それには、Double.TryParse メソッドを使用し、結果を Double 型の変数として保存しま

す。 

 

o Flow Decision アクティビティを使い、条件を Double.TryParse(CashIn, 

dbl_CashIn)  AND Double.TryParse(OnUsCheck, dbl_OnUsCheck) AND 

Double.TryParse(NotOnUsCheck,dbl_NotOnUsCheck) と設定します。 

 

o 入力データが無効の場合は、Throw アクティビティを使用し、Exception プロパティに new 

BusinessRuleException オブジェクトを設定します。 

 （new BusinessRuleException("Input Data Invalid")）。 

 

o dbl_CashIn の値が 1000 を超えている場合は、別の Exception メッセージを出現させる 

Throw アクティビティを 1 つ追加します。 

 

o dbl_CashIn の値が 1000 未満への処理に対しては、Attach Window アクティビティを 1

つ、Type Into アクティビティを 3 つ追加します。また、「Accept」ボタンに対し Click アクティビ

ティを追加します。 

 

o Attach Window アクティビティ内は次のスクリーンショットの通りになるはずです。 
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● 「Process」のフローチャートは以下のスクリーンショットの通りになります。 
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