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画面の見かた 

ここでは、各画面の内容と操作方法を説明します。 

BOT を作成する、BOT を使うといった具体的な操作の流れはクラウド BOT で作業するを参照してください。 

以下の画面について説明しています。 

⚫ ログイン画面 

⚫ ダッシュボード 

⚫ BOT 画面 

⚫ スケジュール画面 

⚫ 実行ログ画面 

⚫ 利用状況画面 

⚫ メンバー管理画面 

⚫ 外部連携画面 

⚫ 契約情報画面 

⚫ 開発者向け画面 

⚫ BOT 作成画面 

 

ログイン画面 

クラウド BOT にログインするための画面です。 

 

 

① メールアドレス 登録したメールアドレスを入力します。 

② パスワード 登録したパスワードを入力します。 

③ 次回から自動的にサインインする チェックすると、次回アクセスしたときに、メールアドレスとパス

ワードを入力せずにサインインできます。 

④ ［ログイン］ クリックするとログインします。 

⑤ パスワードをお忘れの方 パスワードが分からなくなった場合は、このリンクをクリックして

表示される画面に従い、パスワードをリセットできます。 

⑥ 他のアカウントでログイン Google アカウント、Facebook アカウント、Microsoft アカウント

でクラウド BOT にログインできます。 
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ダッシュボード 

ログインすると最初に表示される画面です。ここから、クラウド BOT でできるすべての操作を始めることがで

きます。 

ダッシュボードの全体像 

 

 

① メインメニュー クラウド BOT でできる操作をまとめたメニューです。 

詳しくは、メインメニューを参照してください。 

②  このマークをクリックすると、メインメニューを閉じたり、開いたりすることができま

す。 

③ 最近作成した BOT 直近に作成された BOT が 5 つまで表示されます。 

ここから BOT を実行したり、新しい BOT を作ることができます。 

④ メールアドレス 現在ログインしているユーザーのメールアドレスです。 

メールアドレスの横の▼をクリックすると、アカウント設定とログアウトができます。 

⑤ ［もっと見る］ BOT 画面に移動します。5 つ以上の BOT がある場合、すべての BOT を確認できます。 

⑥ 利用状況 ⚫ ストレージの利用状況：現在使用しているストレージの容量と、使用できる最大容

量を確認できます。 

⚫ 今月の BOT 実行：BOT を実行した今月の合計時間と、実行できる最大時間を確認

できます。 

⚫ ［無料延長する］：今月の実行可能時間を使い切った場合でも、無料で実行可能時

間を 10 分間延長できます。クリックすると、延長を承認するためのメールが契約

者に送信されます。 

⚫ ［もっと見る］：詳しい利用状況を確認できます（利用状況画面に移動します）。 

⑦ お知らせ＆トピックス クラウド BOT からのお知らせを確認できます。 

⚫ ［もっと見る］：すべてのお知らせを確認できます（お知らせ画面に移動します）。 
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メインメニュー 

各メニューをクリックして表示される画面については、各画面名のリンクをクリックしてください。 

 

ダッシュボード ダッシュボードに移動します。 

BOT これまでに作成した BOT が表示されます。 

BOT の作成や編集、実行ができます。 

スケジュール BOT を定期的に実行するスケジュールを設定できます。 

有料プランでのみ使用できます。 

実行ログ BOT の実行結果を確認できます。 

利用状況 現在ご利用のプランと、ストレージの使用量や実行時間などの利

用状況を確認できます。 

メンバー管理 BOT を共同で使うメンバーを設定できます。 

この機能は、有料プラン専用です。 

外部連携 外部アプリケーションと連携して BOT を実行できます。 

契約情報 現在ご利用のプランの詳細と、会社名やタイムゾーンなどの登録

情報の確認と変更ができます。 

お知らせ クラウド BOT からのお知らせの一覧が表示されます。 

お問い合わせ 疑問や要望がある場合に問い合わせできるフォームが表示され

ます。 

開発者向け 開発者向けの設定機能です。 

ドキュメント クラウド BOT の使いかたや外部連携のしかた、API のリファレ

ンスなどのドキュメントを確認できます。 

製品ページ クラウド BOT の製品ページが表示されます。 

個人情報保護方針 個人情報保護方針を確認できます。 

Cloud BOT Channel YouTube のクラウド BOT チャンネルが表示されます。 

 

アカウント設定 

画面右上のメールアドレスの横の▼をクリックし、「アカウント設定」を選択すると表示されます。 
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① メールアドレス 登録されているメールアドレスです。 

② パスワードを変更する パスワードを変更できます。 

③ クラウド BOT からのお知

らせを受け取る 

ボタンをクリックして ON にすると、クラウド BOT からのお知らせを登録しているメ

ールアドレスで受け取れます。 

④ 言語 ドロップダウンリストで、画面表示の言語を日本語と英語から選択できます。 

⑤ ［保存］ 変更した内容が保存されます。 

⑥ クラウド BOT のアカウン

トを削除する 

クラウド BOT のアカウントを削除します。削除すると、すべての BOT およびストレ

ージ内容が削除されます。 

 

BOT 画面 

メインメニューの［BOT］をクリックすると表示される画面です。 

ここから、BOT に関する色々な操作ができます。 

 

 

① ［+新しい BOT を作る］ 新しい BOT を作ります。 

作りかたについては、BOT を作るを参照してください。 

② BOT 名、説明文で検索 作成済みの BOT を BOT 名や説明文で検索できます。テキストボックスに検索する

BOT の名前や説明文（一部でも可）を入力して［検索］をクリックします。 

③ 作成者で検索 作成済みの BOT を作成者で検索できます。作成者をボックスから選択して［検索］

をクリックします。 

④ 

 

作成済みの BOT が 100 個以上あり、一覧が複数のページになる場合、これらのボ

タンで一覧のページを移動できます。 

⑤ BOT 一覧 作成済みの BOT です。1 ページ当たり 100 個の BOT が表示されます。 

⚫ BOT 名をクリックすると、詳細画面が開き、BOT の詳細情報が表示されます。

ここからは BOT に関するすべての操作が行えます。 

⚫ 表の「BOT 名」、「作成日」、「作成者」の横の▲▼をクリックすると、それぞれ

の項目を基準に BOT を並べ替えることができます。 

⑥ ［実行する］ BOT を実行できます。詳しくは、BOT を使うを参照してください。 
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BOT 詳細画面 

BOT 画面で、BOT をクリックすると表示されます。 

 

 

① ［実行する］ BOT を実行できます。詳しくは、BOT を使うを参照してください。 

② スクリーンショット BOT の実行時に取得されたスクリーンショットが表示されます。 

③ 詳細情報 BOT に関する情報です。 

⚫ 合計実行回数：これまでにこの BOT を実行した回数です。 

⚫ 作成日：BOT を作成した日付です。 

⚫ 作成者：BOT の作成者のメールアドレスです。 

⚫ 平均稼働時間：これまでの実行から計算された、この BOT の実行にかかった時

間の平均です。 

⚫ 最終更新日：この BOT を最後に編集した日付です。 

④ ［編集する］ BOT を編集できます（BOT 作成画面に移動します）。 

編集のしかたは、作った BOT を編集するを参照してください。 
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⑤ ［複製する］ BOT を複製できます。クリックすると BOT の複製画面が表示されます。 

BOT の複製画面で、新しく複製する BOT の名前を入力して［OK］をクリックする

と、BOT が複製されます。 

BOT 詳細画面には、その新しく複製した BOT の情報が表示されます。 

⑥ ［削除する］ 表示している BOT を削除します。 

クリックして表示されるメッセージで［OK］をクリックします。 

削除すると、BOT 画面が表示されます。 

⑦ ［API を公開する］ この BOT を API として使用します。 

クリックすると、API 情報画面が表示されます。API の公開のしかたは、BOT を API

として公開するを参照してください。 

⑧ ユーザ初期値 この BOT で自分だけが使用する入力値を設定できます。 

設定する入力値のチェックボックスを選択して、「入力値」欄に値を設定します。 

⑨ ［設定を保存］ 「ユーザ初期値」で設定した内容を保存します。 

⑩ 実行ログ この BOT の実行履歴です。 

⚫ 実行日時：BOT を実行した日時です。 

⚫ ステータス：実行が正常に終了したかなどのステータスです。 

⚫ 実行時間：実行にかかった時間です。 

⚫ ［詳細］：クリックするとその実行の詳細が表示されます（実行ログ画面に移動

します）。 

⑪ スケジュール この BOT に設定されているスケジュールです。 

ここからスケジュールを設定することもできます。 

この機能は、有料プラン専用です。 

⚫ ［スケジュールを登録する］：スケジュールの登録や編集ができます（スケジュ

ール登録画面に移動します） 

⚫ スケジュール名：設定されているスケジュールの名前です。 

⚫ スケジュール：設定されているスケジュールの内容です。 

  



 

 10 / 96   

 

スケジュール画面  

作った BOT を、決まった時間・決まった間隔で自動的に実行できます。 

このスケジュール画面で設定できます。 

 

 

① ［+スケジュールを登録す

る］ 

BOT のスケジュールを設定します。 

設定のしかたについては、BOT のスケジュールを設定するを参照してください。 

② 

 

作成済みのスケジュールがたくさんあり、一覧が複数のページになる場合、これら

のボタンで一覧のページを移動できます。 

③ スケジュール一覧 作成済みのスケジュールです。 

⚫ スケジュール名：スケジュールの名前です。 

⚫ BOT 名：このスケジュールを設定している BOT 名です。 

⚫ スケジュール：実行するスケジュールの内容です。 

⚫ ステータス：このスケジュールが現在有効か無効かが表示されます。 

⚫ 実行者：このスケジュールを最後に編集または実行したしたユーザのメールア

ドレスです。 

⚫ ［詳細］：クリックするとスケジュールの詳細が表示され、スケジュールの内容

の変更や削除ができます。 
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スケジュール登録画面 

スケジュール画面の［+スケジュールを登録する］をクリックすると表示される画面です。 

スケジュールの内容を細かく設定できます。 

 

 

① 1 日ごと/1 時間ごと/分周期 BOT を実行する間隔を設定します。 

⚫ 1 日ごと：1 日に一回実行します。選択すると表示されるボックスで、実行す

る時刻を 24 時間表記で設定します。 

⚫ 1 時間ごと：1 時間に一回実行します。選択すると表示されるボックスで、毎

時何分に実行するかを設定します。 

⚫ 分周期：選択すると表示されるボックスで、何分に一回実行するかを設定します。 

② 期限を設定する BOT を実行する期間を制限したい場合に設定します。ボックスをクリックして、表

示されるカレンダーから日付を選択します。 

③ 時間帯を限定する 実行間隔を「1 時間ごと」や「分周期」に設定している場合に、1 日の中で BOT を

実行する時間帯を制限したい場合に設定します。チェックボックスをチェックし、

24 時間表記で時間を設定します。 

④ 曜日を限定する 決まった曜日にのみ実行する場合に設定します。チェックボックスをチェックし、

実行する曜日を選択します。 

⑤ 日を限定する 1 か月のうち、決まった日にのみ実行する場合に設定します。チェックボックスを

チェックし、実行する日付を選択します。 

⑥ 対象の BOT このスケジュールを設定する BOT を、クリックして選択します。 
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⑦ 入力データ BOT を実行する際に入力されるデータを確認、設定します。 

パスワードなど、「設定禁止」になっている項目は、そのままだと自

動で BOT を実行できません。この画面で入力する内容を設定するよ

うにしてください。 

⑧ スケジュール名 このスケジュールに名前を付けます。何も入力しない場合、「定期実行 BOT 名」の

形式で名前が付けられます。 

⑨ スケジュールを有効にする 選択すると、登録した時点からスケジュール通りに BOT が実行されます。 

スケジュールを無効にする場合は、チェックボックスをクリックして選択を解除し

てください。 

実行ログ画面 

BOT の実行履歴を確認できます。 

 

 

① 表示月 実行ログを表示する月を選択します。ドロップダウンリストからそれぞれ年、月を

選択して［表示］をクリックします。 

② 

 

1 ページ最大 20 件表示されます。実行ログが 20 件以上あり、一覧が複数のページ

になる場合、これらのボタンで一覧のページを移動できます。 

③ 実行ログ一覧 「表示月」で選択した月の実行履歴が表示されます。 

左側のチェックボックスをチェックすると、一覧上部に［ストレージデータ削除］

が表示されます。このボタンをクリックすると、選択した実行ログで取得されたデ

ータが削除されます。 

⚫ 実行日時：BOT を実行した日時です。 

⚫ BOT 名：実行した BOT 名です。クリックすると、BOT 画面に移動します。 

⚫ ステータス：正常に実行されたか、エラーが発生したかが表示されます。 

⚫ データサイズ：この BOT により取得されたデータのサイズです。 

⚫ 実行時間：この BOT の実行にかかった時間です。 

⚫ ［詳細］：クリックすると、実行ログの詳細が表示されます。詳細画面からは以

下の操作ができます。 

・出力されたデータの表示 

・出力されたデータの削除 
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利用状況画面 

クラウド BOT の利用状況を確認できます。 

 

 

① ストレージ BOT を保存するスペースの空き容量、利用量、全体容量を示します。 

② プラン 現在ご利用のプランです。［プランを変更する］をクリックしてプランを変更できます。 

③ BOT BOT の使用時間です。ドロップダウンリストで選択した月の、使用可能な残り時間、BOT

を実行した時間、その月に実行できる合計時間を示します。 

その月の実行可能時間をすべて使いきってしまった場合は、［無料延長する］ボタンから、

使用できる時間を 10 分間延長できます。 

④ 日別 - 実行状況 ドロップダウンリストで選択した月の、日別の実行状況（時間）がグラフで表示されます。 

⑤ BOT 別 - 実行状況 ドロップダウンリストで選択した月の、BOT 別の実行状況（時間）がグラフで表示されます。 
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メンバー管理画面  

BOT を共同で管理したり使ったりするメンバーの追加や削除ができます。 

⚫ メンバーは、付与された権限で許可されている操作ができます。 

⚫ 招待されたメンバー自身もクラウド BOT を利用している場合、自身のクラウド BOT とは別に、招待された

クラウド BOT でも操作ができます。 

⚫  複数のクラウド BOT のメンバーになっている場合は、画面上部に  が

表示されます。ここをクリックして、表示するクラウド BOT を切り替えることができます。 

 

 

① ［+メンバーを追加する］ BOT を共有するメンバーを追加します。クリックすると、メンバー追加画面が表示

されます。 

② 

 

メンバーがたくさんおり、一覧が複数のページになる場合、これらのボタンで一覧

のページを移動できます。 

③ メンバー一覧 BOT を共有しているメンバーの一覧です。 

⚫ メールアドレス：メンバーのメールアドレスです。 

⚫ ロール：そのメンバーの役割です。 

⚫ 日時：メンバーが追加された日時です。 

⚫ ［設定］：クリックすると、ロールを変更できます（オーナーと管理者のみ）。 

⚫ ［削除］：このメンバーを削除します（オーナーのみ）。オーナー以外のメンバ

ーは、自分のみを削除できます。 
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メンバー追加画面 

メンバー管理画面の［+メンバーを追加する］をクリックすると表示されます。 

 

 

① メールアドレス入力欄 クラウド BOT に招待するメールアドレスを入力します。 

招待されたメンバーは、この画面で選択したロールで許可されている操作ができま

す。 

② ロール選択 招待するメンバーに付与するロールを選択します。 

⚫ 管理者：管理者の登録と削除以外のすべての操作ができます。 

⚫ 支払者：「ユーザー」が行える BOT の操作に加え、クラウド BOT の料金の支払

いができます。 

⚫ ユーザー：BOT の作成や実行、編集、実行ログの閲覧などの操作ができます。 

③ ［招待する］ クリックすると、入力したメールアドレス宛てに招待メールが送信されます。 

招待メールを受け取ったユーザーが、招待メールのリンクをクリッ

クしてクラウド BOT にログインし、表示される画面で［承諾する］

をクリックすると、招待主のクラウド BOT にメンバーとして追加さ

れます。［辞退］を選択すると、そのユーザーはメンバーとして追加

されますがステータスが「辞退」となります。 

④ ［キャンセル］ 招待メールを送信せずにこの画面を閉じます。 
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外部連携画面 

外部アプリケーションと作成した BOT を連携させることができます。 

 

 

① zapier 自動化アプリ、zapier との連携の方法についての説明が表示されます。 

② IFTTT タスク自動化ツール、IFTTT との連携の方法についての説明が表示されます。 

③ 外部連携する 外部アプリケーションと連携する場合に、クリックして ON にします。 

④ 連携アプリ 連携中のアプリが表示されます。 

⑤ 連携する BOT 外部アプリと連携する BOT を設定します。1 ページ最大 50 件表示されます。 

⚫ 新規作成した BOT は、自動で連携を有効にする：クリックして ON にすると、

BOT を新しく作成した時点で、その BOT の連携が有効になります。 

⚫ ：BOT がたくさんあり、一覧が複数のページになる場合、

これらのボタンで一覧のページを移動できます。 

⚫ 「BOT 名」欄：作成した BOT ごとに、外部連携を有効にするかどうかを設定

できます。有効にする場合は、ボタンをクリックして ON にします。 
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契約情報画面 

現在の契約内容やユーザー情報が表示されます。 

 

 

① 契約情報 クラウド BOT の契約の詳細です。 

［プランを変更する］をクリックしてプランを変更できます。 

② 登録情報 クラウド BOT を契約しているユーザーの詳細です。 

［変更する］：クリックすると、各項目を変更できます。 

③ クレジットカード情報 ユーザー登録時に登録したクレジットカードが表示されます。 

［変更する］：支払いに使用するクレジットカードを変更できます。クレジットカー

ドの変更画面が表示されます。 

［支払い状況］：料金の支払い履歴を確認できます。支払い状況画面が表示されます。 
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クレジットカードの変更画面 

支払いに使用するクレジットカードを変更できます。 

契約情報画面の「クレジットカード情報」欄で［変更する］をクリックすると表示されます。 

 

 

① クレジットカード番号 登録するクレジットカードの番号を入力します。 

② 有効期限 登録するクレジットカードの有効期限を月/年の形式で入力します。 

③ CVC 3 桁または 4 桁の CVC を入力します。 

④ ［更新］ 入力した内容を登録します。 

⑤ ［キャンセル］ 入力した内容を破棄して元の画面に戻ります。 
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開発者向け画面 

API の使用などを設定できます。 

 

 

① 基本設定 API の公開 ID と公開パスが表示されます。API を公開している場合は［API を無効にする］、

API を無効にしている場合は［API を有効にする］が表示され、それぞれ API を無効または

有効にできます。 

詳しくは、BOT を API として公開するを参照してください。 

  



 

 20 / 96   

 

② アクセストークン 発行済みのアクセストークンの一覧が表示されます。 

⚫ ［アクセストークンを発行する］：アクセストークンを発行します。 

⚫ 一覧の［編集］をクリックして編集、［破棄］をクリックして破棄できます。 

③ API リスト API を有効にしている場合に表示されます。 

⚫ API として公開中の BOT と非公開の BOT を、タブをクリックすることで表示できます。 

⚫ ［API 情報］をクリックすると API 情報画面が表示され、API の設定やテストを行えま

す。詳しくは、BOT を API として設定するおよび API テストツールで動作確認するを

参照してください。 

⚫ ：BOT がたくさんあり、一覧が複数のページになる場合、これ

らのボタンで一覧のページを移動できます。 

④ イベントフック イベントのフックを登録します。有効にすると、BOT の実行結果を指定したエンドポイント

（URL）にポストできます。 

⚫ ［編集］をクリックして編集、［破棄］をクリックして破棄できます。 

⚫ ：イベントフックがたくさんあり、一覧が複数のページになる場

合、これらのボタンで一覧のページを移動できます。 

⑤ My アプリ ⚫ ［新しいアプリを登録する］：OAuth 2.0 を使用するアプリを登録します。 

⚫ 登録済みのアプリが表示されます。［編集］をクリックして編集、［破棄］をクリックし

て破棄できます。 

⑥ 認可済みアプリ 認可済みのアプリがある場合に表示されます。 

⑦ ドキュメント クラウド BOT での API の使いかたに関するドキュメントを参照できます。 
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BOT 作成画面 

BOT 作成画面の全体像 

BOT を新規作成するときに、最初に表示される画面です。 

 

 

① サイドメニュー 仮想ブラウザでの操作の記録が表示される部分です。 

 をクリックすると、サイドメニューの内容が表示されます。 

② タブ 通常のブラウザのタブと同様の働きです。 

③ 

 

クリックすると、次のメニューが表示されます。 

⚫ データビューア：ビューア画面が表示されます。 

④ ブラウザ 通常のブラウザと同様に動作します。以下のいずれかの操作で BOT 作成を開始でき

ます。 

⚫ 中央の検索フィールドに用語を入力して  をクリックするとその用語の検

索結果が表示されます。 

⚫ 上部の URL 入力欄に直接 URL を入力して、目的のサイトを表示できます。 
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サイドメニュー 

BOT 作成画面の左上の  をクリックすると表示されるメニューです。仮想ブラウザで行った操作を確認した

り、編集することができます。 

 

［仮想ブラウザでの操作を開始する前］ 

 

［仮想ブラウザでの操作後］ 

 

① 

 

新しく BOT を作成します。 

 

作成した BOT を保存します。保存画面が表示されます。 

 

BOT を保存せずに細かな設定ができます。設定できる項目は、保存画面

と同じです。 
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BOT を保存せずにウィンドウを閉じます。 

② 

 

サイドメニューを閉じます。 

③ 仮想ブラウザの状態 仮想ブラウザが動作中か停止中かを示します。 

操作開始から 10 分経つと「仮想ブラウザ停止中」になります。この場

合、仮想ブラウザで操作を再開すると動作中に戻すことができます。 

④ タスク一覧 ここに、仮想ブラウザで操作した内容が記録されていきます。 

 
現在のタスクの実行位置を変更します。現在のタスクの実行位置は、タ

スク間の白い線で示されます。 

 
現在ブラウザでどのタスクまで実行されているかを示します。この白い

線より前のタスクを削除・修正したり、タスクを追加することはできま

せん。タスクを削除したいときや、間にタスクを追加したいときは、タ

スク間のグレーの線をクリックしてタスク位置を変更します。 

 ここをクリックして BOT の操作の記録を開始します。  をクリック

するまで、続けて記録されます。 

サイドメニューを非表示にしている場合は、  と表示されます（既

に BOT 作成操作を開始している場合は、代わりに経過時間が表示されま

す）。 

～ 

仮想ブラウザで操作した内容（タスク）が、順番に①から番号を付けら

れて表示されます。 

⚫ 番号の左上のアイコンは、その操作が「入力/貼り付け」、「クリック」、

「待機」、「コピー」のどれかを示しています。 

⚫ クリックすると、その操作に対して行える設定項目が表示されま

す。また、仮想ブラウザに、その操作を行ったときの画面が表示さ

れます。 

 
番号の付いたタスクをクリックすると表示されます。 

クリックすると、次の 2 つの項目を設定できます。 

⚫ 処理前に撮る：このタスクを行う前の画面のスクリーンショットが

自動で保存されます。 

⚫ 処理後に撮る：このタスクを行った後の画面のスクリーンショット

が自動で保存されます。 

 
番号の付いたタスクをクリックすると表示されます。 

クリックすると、次の 2 つの項目を設定できます。 

⚫ エラー時処理：このタスクがエラーになった場合に、タスクを継続

するか中断するかを設定できます。 

⚫ タイムアウト：このタスクの対象物（入力ボックスやテキスト）が、

ここで設定した時間経過しても見つからなかった場合はエラーと

し、「エラー時処理」で設定した処理を行います。 

また、このタスクの操作の結果が得られるまでに時間がかかる場合

にも、このタイムアウトを設定することで、動作が遅いことによる

エラーを防ぐことができます。 

 
条件を満たす場合と満たさない場合で違う動作をする BOT を作成する

ことができます。クリックすると、条件を作成する画面が表示されます。 

 
仮想ブラウザで取得できる値ではなく、独自の値を入力/出力用に作成す

ることができます。クリックすると、値を作成する画面が表示されます。 
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操作と操作の間に何も操作をしない待機時間を追加します。 

ブラウザの読み込みに時間がかかる場合などに使用します。 

0.1 秒～300 秒の範囲で設定できます。 

 
 

JavaScript を使って、BOT の動きを設定することができます。 

詳しくは、メインメニューの「ドキュメント」にある JavaScript のリフ

ァレンスマニュアルを参照してください。 

⑤ データ 仮想ブラウザの操作で取得したデータが表示されます。 

 
ビューアが表示されます。 

値 1～ 仮想ブラウザの操作で取得したデータ（値）です。 

クリックすると、値の名前を変更できます。一番分かりやすいのは、取

得時にデータ名を入力することです。 

 

条件を作成する画面 

サイドメニューのタスク一覧にある［条件］をクリックすると表示されます。 

条件を設定して、その条件を満たすかどうかで異なる動作をする BOT を作成できます。 

 
① 条件式  条件式を作成します。式の左の値、右の値、左右の値の関係（比較条件）を指定し

て条件式を完成させます。 

左の値/右の値 任意の値、このタスクで既に取得している値、グループ内の値を指定できます。 

⚫ ［任意の値］を選択した場合は、下に表示されるボックスに自由に文字列を入

力して設定できます。 

⚫ ［データ］の値、またはグループ内の値を選択した場合は、下のボックスにそ

の値が表示されます。 

比較条件 左の値と右の値の関係を指定します。以下から選択できます。 

⚫ と等しい 

⚫ と等しくない 

⚫ を含む 

⚫ を含まない 

⚫ より小さい 

⚫ 以下 

⚫ より大きい 

⚫ 以上 
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② 式を直接入力する 選択すると、条件式を直接入力できます。 

⚫ ［データ参照］をクリックして、このタスクで既に取得している値やグループ

内の値を選択できます。 

③ エラー時処理 この条件式を実行した時にエラーが発生した場合はどのように処理するかを指定し

ます。以下から選択できます。 

⚫ エラー時の処理は BOT 設定に従う：BOT 作成画面のサイドメニューの［エラ

ー時処理］の設定に従います。 

⚫ エラー時は処理を中断する：以降の処理を行いません。 

⚫ エラー時は処理を継続する：エラーを無視して以降の処理を行います。 

④ ［OK］ 設定した内容で条件を設定します。 

⑤ ［キャンセル］ 条件を設定せずに画面を閉じます。 

値を作成する画面 

サイドメニューのタスク一覧にある［値を作る］をクリックすると表示されます。 

独自の値を作成できます。 

 

 

① 生成する値 ［+］ボタンをクリックすると、生成する値に含めるデータを以下から選択できま

す。 

⚫ ［年(4 桁)］、［年(2 桁)］、［月］、［月(0 埋め)］、［日］、［日(0 埋め)］、［時(24

時間)］、［時(24 時間｜0 埋め)］、［時(12 時間)］、［時(12 時間｜0 埋め)］、［分］、

［分(0 埋め)］、［秒］、［秒(0 埋め)］、［任意の文字列］、［ランダムな文字列］、

［データ］、［ランダムな数値］ 

⚫ ［任意の文字列］は、自由に文字列を入力して設定できます。 

⚫ ［ランダムな文字列］および［ランダムな数値］は、条件を設定してランダム

な文字列または数値を設定できます。 

⚫ ［データ］は、このタスクで既に取得しているデータ値を選択できます。 

② プレビュー 選択したデータによって値がどのように生成されるかが表示されます。 

③ 格納先のデータ 生成した値を格納するデータを選択します。新しいデータとして格納することも、

既に取得しているデータ値に格納することもできます。 

④ データ名 「格納先のデータ」を「新規データ」にした場合は、そのデータの名前を設定しま

す。 

⑤ ［OK］ 設定した内容でデータを生成します。 

⑥ ［キャンセル］ データを生成せずに画面を閉じます。 



 

 26 / 96   

 

Script 画面 

サイドメニューのタスク一覧にある［</>Script］をクリックすると表示されます。 

JavaScript を作成する画面です。 

詳しくは、メインメニューの「ドキュメント」にある JavaScript のリファレンスマニュアルを参照してください。 

 
① Script JavaScript を入力するエリアです。 

② データ参照 このタスクで既に取得している値やグループ内の値を指定できます。 

③ 格納先のデータ この JavaScript 内で行った処理の結果を既存のデータに保存するか、新しいデー

タとして保存するかを指定します。 

保存される値は JavaScript 内で最後に行った処理の結果値となります。 

④ ［OK］ JavaScript を保存して画面を閉じます。 

⑤ ［キャンセル］ JavaScript を保存せずに画面を閉じます。 

 

ビューア 

取得したデータの内容が表示されます。 

グループの作成や、データのインポート/エクスポートができます。 

グループとは、同じ目的の複数の入力値または出力値をまとめたものです。 
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① データタブ 仮想ブラウザの操作で取得したデータが表示されます。 

② グループ追加タブ 新しいグループを作成できます。 

③ データ一覧 仮想ブラウザの操作で取得したデータ（値）です。 

［+］をクリックしてさらにデータ（値）を追加できます。 

④ ［インポート・エクスポート］ データのインポートやエクスポートができます。インポートできるファイル形式

は.xls、.xlsx、.csv、.json です。エクスポートできる形式は CSV 形式(Shift_JIS)、

CSV 形式(UTF-8)、JSON 形式です。 

保存 - ［全般］タブ 

BOT を保存するときに表示される保存画面の［全般］タブをクリックしたときに表示されます。 

 

 

① BOT 名 BOT に付ける名前を入力します。 

② 説明 分かりやすくするために、BOT の内容などを入力できます。 

③ 入力データ この BOT を実行するために入力する値を指定します。 

⚫ 初期値：仮想ブラウザの操作で入力した内容が表示されます。ここで変更す

ることもできます。また、チェックボックスをクリックして空白にすること

で、初期値なし（設定禁止）にすることもできます。 
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入力データがパスワードの場合、あらかじめ初期値なし（設定禁止）

になっています。チェックすることで、設定禁止を解除することも

できますがお勧めしません。 

⚫ 値を非表示にする：このデータを画面上に表示しない（パスワードのように、

「●●●」で表示する）場合はチェックします。 

⚫ ［入力データを選択］：仮想ブラウザの操作で取得したデータの中から入力デ

ータにするものを選択します。 

⚫ ［初期値を再設定］：内容を変更した場合にクリックして変更内容を確定しま

す。 

④ 出力データ この BOT を実行して得る値を指定します。 

⚫ ［出力データを選択］：仮想ブラウザの操作で取得したデータの中から出力デ

ータにするものを選択します。 

⑤ アイコン BOT のアイコンを設定します。 

設定できるファイル形式は.jpg または.png です。 

［参照］をクリックして画像ファイルを選択します。 

⑥ BOT 内部データ BOT 実行の際に内部で処理される値です。 

⚫ 値を非表示にする：このデータを画面上に表示しない（パスワードのように、

「●●●」で表示する）場合はチェックします。 

⚫ ［値を再設定］：内容を変更した場合にクリックして変更内容を確定します。 

保存 - ［ブラウザ］タブ 

BOT を保存するときに表示される保存画面の［ブラウザ］タブをクリックしたときに表示されます。 

この BOT を実行するときのブラウザに関する設定ができます。 

 
① ブラウザサイズ 使用するブラウザの幅と高さを指定します。 

⚫ ［再設定］：内容を変更した場合にクリックして変更内容を確定します。 

② ブラウザ言語 ブラウザの表示言語を指定します。 

⚫ ［再設定］：内容を変更した場合にクリックして変更内容を確定します。 

③ ユーザエージェント 使用するブラウザを指定します。 

⚫ ［再設定］：内容を変更した場合にクリックして変更内容を確定します。 
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保存 - ［エラー処理］タブ 

BOT を保存するときに表示される保存画面の［エラー処理］タブをクリックしたときに表示されます。 

全体的にエラーがあった場合にどうするかを設定できます。 

個々のタスクでエラーが発生した場合の処理については、BOT 作成時や編集時に、サイドメニューの個々のタス

クで設定します。 

 

 

① エラー時の処理方法 BOT の実行でエラーになった場合にどうするかを指定します。「エラー時は処理を

中断する」と「エラー時は処理を継続する」から選択できます。 
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クラウド BOTで作業する 

このガイドでは、基本的な作業のしかたを、手順を追って説明します。 

以下の作業手順を説明しています。 

⚫ ユーザー登録する 

⚫ BOT を作る 

⚫ BOT を使う 

⚫ 作った BOT を編集する 

⚫ BOT のスケジュールを設定する 

⚫ 他のアプリケーションと連携して BOT を動作させる 

⚫ BOT を API として公開する（開発者向け） 

⚫ API テストツールで動作確認する（開発者向け） 

⚫ グループを使う 

⚫ 必要なデータのみを入力・出力する 

 

ユーザー登録する 

新しくユーザー登録し、クラウド BOT を使えるようにします。 

1. ログイン画面上部の「アカウント作成」をクリックします。 
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2. 「メールアドレス」ボックスに登録するユーザーのメールアドレスを入力して［登録する］をクリックし

ます。 

 

次の画面が表示され、入力したメールアドレスにメールが送信されます。 

 

メールアドレス以外にも、Google や Facebook、Microsoft アカウントでユーザー登録することもできます。 

3. 送信されたメールを確認し、記載されている URL をクリックします。 

記載されている URL の有効期限は 1 日です。期限を過ぎた場合は、再度、「アカウント作成」から操作してくだ

さい。 
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4. 表示される画面で、「パスワード」と「パスワード確認」欄にパスワードを入力し、［登録する］をクリッ

クします。 

 

5. タイムゾーンを選択して［次へ］をクリックします。 
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6. ご使用になるプランの［選択する］または［無料で始める］をクリックします。 

 

  



 

 34 / 96   

 

7. 有料プランを選択した場合は、「会社名または個人名」、「部署(省略可)」、「電話番号」、「郵便番号」、「住所」、

「担当者名」、「クレジットカード」を入力して［次へ］をクリックします。 

 

フリープランを選択した場合は、入力画面は表示されず確認画面が表示されます。手順 8 に進んでください。 
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8. ［利用規約］をクリックして利用規約を確認し、「利用規約に同意する」をクリックして選択します。その

後［はじめる］をクリックします。 

 

上の画面は、フリープランを選択した場合のものです。 

ダッシュボードが表示され、操作を始めることができます。 
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BOT を作る 

ここでは、あるサイトで特定の文字列を検索し、その検索結果を取得するという簡単な BOT を作成します。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、「BOT を作る」をクリックします。 

 

BOT 作成画面が別ウィンドウで表示されます。 

BOT 画面では、［＋新しい BOT を作る］をクリックしても作成を開始できます。 

2. 検索サイトの URL を入力して  をクリックします。 

 

URL を入力する場合、上部にある「ここに URL を入力します。」欄に入力することもできます。 

入力した URL のサイトが表示されます。 
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3.  または［記録開始］をクリックします。 

 

入力した URL のサイトが再読み込みされます。 

仮想ブラウザを起動してから 10 分経過すると、「仮想ブラウザを停止しました」というメッセージが表示されま

す。その後、操作を行おうとすると「仮想ブラウザは停止しています。記録を継続するため、仮想ブラウザを起

動してタスクを再実行します。宜しいですか？」というメッセージが表示されます。 

継続する場合は［OK］をクリックして、タスクを再実行してください。 

4. 検索フィールドをクリックします。 

 

クリックしたフィールドが、薄い赤枠で囲まれます。 

5. もう一度クリックしてメニューを表示し、［入力する］をクリックします。 

 

6. 検索する文字列を入力して  をクリックします。 
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タスクに、入力する操作が記録されます。左側のタスク欄に「2」が追加されます。 

 をクリックしてサイドメニューを表示すると、記録したタスクの内容を確認できます。 

7. 検索を実行するボタン（ここでは  ）をクリックして薄い赤枠を表示させます。さらにクリックし、表

示されるメニューの［クリック］をクリックします。 

 

タスクに、クリックする操作が記録されます。左側のタスク欄に「3」が追加されます。 

8. 表示された検索結果で、取得したいデータをクリックします。 

 

1 回のクリックで取得したいデータがすべて選択されなかった場合は、もう 1 度クリックして表示されるメニュ

ーの［選択範囲を広げる］をクリックします。 
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9. もう 1 度クリックし、表示されるメニューで［コピー］→［テキストをコピー］の順にクリックします。 

 

10. 表示される画面で、取得するデータの名前（ここでは「検索結果件数」）を入力して［コピーする］をクリ

ックします。 

 

タスクに、選択した部分のテキストをコピーする操作が記録されます。左側のタスク欄に「4」が追加さ

れます。 

11. サイドメニューの  をクリックします。 

サイドメニューが表示されます。 
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12. 「データ」欄の［値 1］をクリックし、表示される  をクリックします。 

 

13. 「データ名」欄に、データの名前を入力し、  をクリックします（ここでは「URL」と入力します）。 

 

  



 

 41 / 96   

 

14. ほかの値も同様にして名前を入力します。 

⚫ 不要な値は  をクリックして削除できます。 

⚫ ブラウザの読み込みが遅いなど、操作の結果が得られるまでに時間がかかるため、その操作に待機時間を設

けたい場合は、  →  をクリックして操作がタイムアウトになるまでの時間を設定します。 

⚫ 連続でボタンを押すと反応しない画面の場合など、意図的にタスクとタスクの間に時間を置きたい場合は、

 をクリックして待機する秒数を入力します。待機は、現在カーソルがある位置に追加されます。 

15.  をクリックします。 

 

保存画面が表示されます。 
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16. ［BOT 名］にこの BOT の名前（ここでは「検索件数取得」）を入力し、「入力データ」、「出力データ」、「BOT

内部データ」を確認して［保存］をクリックします。 

 

保存画面の各項目について詳しくは、「BOT 作成画面」の「保存」を参照してください。 

ここまで記録した操作が BOT として保存されます。 

17. BOT 作成画面を閉じてダッシュボードに戻ります。 

 

「検索件数取得」という新しい BOT が作成されています。 
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条件によって異なる動作を設定する 

条件式を指定して、条件を満たす場合と満たさない場合で異なる動作をする BOT を作成します。 

たとえば、あるサイトで商品名を検索し、あった場合はそのデータを取得し、なかった場合はデータを追加する

といったように BOT の動作を変えることができます。 

⚫ 条件式は、1 つの BOT にいくつでも追加できます。 

⚫ 条件式は入れ子にして指定できます。 

⚫ グループデータを使用している場合でも条件式を指定できます。グループについて詳しくは、グループを使

うを参照してください。 

1. BOT 作成画面で、条件を設定する箇所までの操作を行います。 

2. サイドメニューの  をクリックします。 

 

3. 条件を作成する画面で条件式を指定し、［OK］をクリックします。 
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ここでは、「左の値」に画面から取得した ID を指定し、「右の値」に検索したい値を「任意の値」として指定し

ています。 

サイドメニューに、条件が追加されます。 

 

4. 条件に合致した場合の BOT の動作を記録していきます。 

下図のように、「条件式」～「条件終了」の間にタスクが追加されます。 

 

  



 

 45 / 96   

 

次に、設定した条件に一致しない場合の動作を記録します。それには、BOT の動作が実際に条件に一致しない場

合の動作になるよう、データの値や設定値などを変更する必要があります。 

5. ［最初へ］をクリックしてから［次へ］をクリックして最初から順番に操作を実行していき、条件に一致

しない動作になるように値やデータを変更します。 

 

6. ［条件終了］をクリックし、［条件不一致を追加］をクリックします。 

 

「条件不一致」～「条件終了」の枠が表示されます。 
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7. 条件に一致しなかった時の動作を記録します。 

下図のように「条件不一致」～「条件終了」の間にタスクが追加されます。 

 

8. 条件分岐の後も動作を記録する場合は［次へ］をクリックして条件分岐の後ろまでタスクの現在位置を移

動させ、記録を続けます。 

タスクの現在位置は、 のある場所です。 

終了する場合は、  をクリックして BOT を保存します。 
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BOT を使う 

作った BOT を実際に使ってみましょう。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、使う BOT の［実行する］をクリックします。 

 

BOT 実行画面が表示されます。 

2. 入力する値（ここでは「検索ワード」）を変更する場合はボックスに入力し、［実行］をクリックします。 

 

BOT 作成時に「設定禁止」にした値のボックスは空白になっています。そのままでは、BOT が正しく実行され

ない可能性があります。適宜値を入力してから実行してください。 

BOT が実行されます。 
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3. 完了すると、「データ」欄に取得された内容が表示されます（ここでは「検索結果件数」）。このデータをエ

クスポートする場合は［エクスポート］をクリックします。 

 

4. ▲▼をクリックして保存する形式を選び、［エクスポート］をクリックします。 

 

⚫ 選べる形式は「CSV 形式(Shift_JIS)」、「CSV 形式(UTF-8)」、「JSON 形式」です。 

⚫ ［エクスポート］をクリックすると、ファイルを保存するダイアログが表示されます。ご希望の場所と名前

でファイルを保存することができます。 
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5. 操作が完了したら［閉じる］をクリックします。 

 

作った BOT を編集する 

一度作った BOT の内容を編集することができます。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、編集する BOT のアイコン部分をクリックします。 

 

BOT の詳細が表示されます。 
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2. ［編集する］をクリックします。 

 

BOT の詳細画面の項目については、BOT 詳細画面を参照してください。 

3. 入力値（ここでは「アイス」）を確認または入力して、［OK］をクリックします。 
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4. BOT の内容を編集します。 

 

⚫ 編集のしかたは、BOT の作成のしかたと同様です。 

⚫ 各項目の説明については、BOT 作成画面を参照してください。 

⚫ 編集が終わったら、  をクリックして編集内容を保存してください。 
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BOT のスケジュールを設定する  

個々の BOT にスケジュールを設定し、自動的に実行させることができます。 

ここでは、BOT の詳細画面からスケジュールを設定する方法を説明します。 

1. スケジュールを設定する BOT の詳細画面で、［スケジュールを登録する］をクリックします。 
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2. 「スケジュール」欄で、スケジュールを設定します。 

 

⚫ 「1 日ごと」、「1 時間ごと」、「分周期」の選択に応じて、その下の具体的な設定内容が変わります。 

⚫ 「期限を設定する」、「時間帯を限定する」、「曜日を設定する」はそれぞれ、必要に応じてチェックして設定します。 

⚫ 設定項目について詳しくは、スケジュール登録画面を参照してください。 

3. 必要に応じて、［入力データを設定する］をクリックして入力データを設定します。 

 

設定禁止になっている入力項目は、この画面で入力内容を設定してください。そうしないと、BOT は自動で実行

されません。 
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4. 名前を、あらかじめ設定されている「定期実行 XXXX」から変更する場合は、「スケジュール名」を入力し

ます。 

 

5. すぐにスケジュールを有効にする場合は「スケジュールを有効にする」をチェックした状態で［登録する］

をクリックします。 

 

⚫ 「スケジュールを有効にする」をチェックしない状態で［登録する］をクリックすると、スケジュールは無

効の状態で登録されます。そのままでは自動実行されません。 

⚫ 無効になっているスケジュールを有効にするには、再度スケジュール画面を開き、「スケジュールを有効に

する」をチェックしてください。 

スケジュールが登録されます。 
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他のアプリケーションと連携して BOT を動作させる 

zapier などの自動実行アプリケーションで BOT を使用できるように設定します。 

1. メインメニューの「外部連携」をクリックします。 

 

2. 外部連携画面で「外部連携する」欄のボタンをクリックして ON にします。 

 

「外部連携する」欄の下側に設定項目が表示されます。 

3. 「連携する BOT」で、外部アプリと連携する BOT 名の横のボタンをクリックして ON にします。 
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⚫ 外部アプリの連携については、連携するアプリケーションの説明を参照してください。zapier および IFTTT

については、クラウド BOT の外部連携画面にある「zapier 連携紹介ページへ」および「IFTTT 連携紹介ペ

ージへ」をクリックすると詳しい説明が表示されます。 

⚫ 外部連携を ON にした後の画面の項目については、外部連携画面を参照してください。 

4. 連携するアプリ側から操作し、連携を完了させます。詳しくは、アプリの説明を参照してください。 

BOT を API として公開する（開発者向け） 

作った BOT は、API として使用することができます。 

公開パスを生成する 

公開パスは、外部連携を ON にすると自動で生成されますが、手動で生成することもできます。ここでは、手動

で設定する方法を説明します。 

1. メインメニューの「開発者向け」をクリックします。 

 

2. API の公開パスを設定します。 
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3. ［API を有効にする］をクリックします。 

 

4. 表示されるメッセージで［OK］をクリックします。 

 

入力したパスで API が有効化されます。 

パスを入力せずに［API を有効にする］をクリックすると、公開パスが自動生成されます。 

 

API のアクセストークンを発行する 

BOT を API として使用するためのアクセストークンを発行します。 

1. メインメニューの「開発者向け」をクリックします。 
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2. ［アクセストークンを発行する］をクリックします。 

 

API の呼び出しに使用するアクセストークンを発行するための画面が表示されます。 

3. アクセストークンに与える権限をチェックして［発行する］をクリックします。 

 

アクセストークンは、1 ユーザーあたり 3 つまで発行できます。 

4. 表示されたアクセストークンとシークレットキーを書き留め、［閉じる］をクリックして画面を閉じます。 
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⚫ シークレットキーは、これ以降で確認することはできません。必ず書き留めておくようにしてください。 

⚫ アクセストークンとシークレットキーは、他人に知られないよう注意してください。 

BOT を API として公開する 

BOT は、外部連携画面の「連携する BOT」で、該当の BOT を ON にするだけで、BOT ID が自動生成されて公

開できますが、手動でおこなうこともできます。ここでは、手動で公開する方法を説明します。 

1. 開発者向け画面の「API リスト」欄の［非公開］タブから、API として公開する BOT の［公開する］をク

リックします。 

 

2. 「BOT ID」欄に適当な ID を入力し、［API を公開する］をクリックします。 
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3. 表示されるメッセージで［OK］をクリックします。 

 

これで、BOT が API として公開されました。 

 

 

API テストツールで動作確認する（開発者向け） 

API として公開した BOT の動作確認を行うことができます。 

1. メインメニューの「開発者向け」をクリックします。 

 

開発者向け画面が表示されます。 
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2. 「API リスト」欄の［公開中］タブから、テストする BOT の［API 情報］をクリックします。 

 

 

3. API 情報画面を下へスクロールして、「API テストツール」欄を表示します。 
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4. テスト対象の API をクリックして選択します。BOT 実行（POST）、ジョブ参照（GET）、ジョブ中断（DELETE）

の 3 種類をテストできます。 

 

ここでは、「BOT 実行」を例に説明します。 

5. 「access token」の▲▼をクリックして発行したアクセストークンを選択し、「secret key」に選択したア

クセストークンのシークレットキーを入力します。 
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6. ［Send］をクリックします。 

 

API が実行されます。 

7. 結果を確認します。 

 

結果について詳しくは、この画面の上部にある「リファレンス」欄から確認できます。該当するリファレンスを

クリックしてください。 
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条件を変更する 

API を実行する際の条件を変更してテストすることができます。 

1. メインメニューの「開発者向け」をクリックし、「API リスト」欄の［公開中］タブから、テストする BOT

の［API 情報］をクリックします。 

2. API 情報画面を下へスクロールして、「API テストツール」欄を表示します。 

 

3. 「Request Body」欄で、条件を変更し、［Send］をクリックしてテストします。 

 

 



 

 65 / 96   

 

グループを使う 

グループとは 

例えば、検索結果の複数の項目など、複数のデータを一度に取得したい場合があります。そのようなときは、出

力値のグループを作り、まとめて取得することができます。 

また、Web 上のフォームの各項目に自動でデータを入力したい場合があります。そのようなときは、入力値のグ

ループを作り、まとめて入力することができます。 

出力値のグループを作る 

ここでは、自分が出品している通販サイトの管理画面にユーザーID とパスワードを使用してログインし、登録さ

れている商品の名称、登録日、数量などといった複数の項目をグループ化し、商品ごとにまとめて取得する BOT

を作成します。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、［BOT を作る］をクリックします。 

 

BOT 作成画面が別ウィンドウで表示されます。 

BOT 画面では、［＋新しい BOT を作る］をクリックしても作成を開始できます。 
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2. 検索サイトの URL を入力して  をクリックします。 

 

入力した URL のサイトが表示されます。 

3.  または［記録開始］をクリックします。 

 

入力した URL のサイトが再読み込みされます。 

仮想ブラウザを起動してから 10 分経過すると、「仮想ブラウザを停止しました」というメッセージが表示されま

す。その後、操作を行おうとすると「仮想ブラウザは停止しています。記録を継続するため、仮想ブラウザを起

動してタスクを再実行します。宜しいですか？」というメッセージが表示されます。 

継続する場合は［OK］をクリックして、タスクを再実行してください。 
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4. 「ログイン ID」欄をクリックして薄い赤枠を表示させ、さらにクリックして表示されるメニューで「入力

する」をクリックし、ログイン ID を入力します。 

 

 

5. 入力が終わったら、  をクリックします。 

 

6. 同様にして、「パスワード」欄にパスワードを入力します。 
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7. ［ログイン］をクリックして薄い赤枠を表示させ、さらにクリックして表示されるメニューで「クリック

する」をクリックします。 

 

8. 取得するデータがあるページを開きます（ここでは「取扱商品数」ページ）。 

 

9. 取得したい項目を順番にコピーしていきます。 
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⚫ コピーした値には、わかりやすい名前を付けることをお勧めします。 

⚫ 取得する項目をすべてコピーし終わったら、グループを作ります。 

⚫ 取得する項目が複数のページにまたがる場合は、最初のページの項目でグループを作成した後、次のページ

に移動して項目を追加することができます。 

 

10. グループに含める項目のある部分をクリックして、薄い赤枠を表示させます。 

 

11. もう一度クリックして、表示されるメニューで「グループ範囲を探す」をクリックします。 
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12. 取得したい項目すべてが範囲に入っていない場合は「選択範囲を広げる」をクリックして、選択範囲に取

得したい項目すべてを含めます。 

 

13. 選択範囲に問題がない場合は「グループ範囲を確定する」をクリックします。 

 

14. 「グループを作る」をクリックします。 
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グループ範囲に含まれるコピーした値が 1 つのグループになります。 

グループは、先にグループ範囲を設定してから、その中の項目をコピーする方法でも作成することができます。 

15. サイドメニューの  をクリックして、サイドメニューを開きます。 

サイドメニューの「タスク」欄に、グループが青で表示されています。 

16. ［グループ処理を完了］をクリックします。 

 

17. 表示されるメッセージで［OK］をクリックします。 

 

グループが設定され、他の同じ項目もグループごとにコピーされます。 
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サイドメニューの「データ」欄には、取得する値がグループ化されて表示されます。 

 

⚫ 必要に応じて、  をクリックしてグループ名を変更できます。 

⚫ 設定したグループの内容は、「ビューア」で確認および編集できます。 
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複数のページにまたがる項目を 1 つの出力値グループにしたい場合 

取得する項目が複数のページにまたがる場合は、最初のページの項目でグループを作成した後、次のページに移

動してそのグループに項目を追加することができます。 

1. 「出力値のグループを作る」の手順を参照して、グループを作ります。 

「ビューア」では、以下のようにグループができています。 

 

2. 次のページに移動します。 

3. 「出力値のグループを作る」でグループを作った時と同様、グループに含める項目のある部分をクリッ

クして、薄い赤枠を表示させ、グループの範囲を選択します。 
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4. 続けて、「グループに追加する」→追加するグループ名（ここでは「商品情報」）をクリックします。 

 

タスク一覧に、項目が何も追加されていないグループが追加されます。 

5. 追加する項目を選択し、クリックしてコピーします。 

6. 表示される画面の「コピー先のデータ」をクリックして、すでにそのグループで設定してある項目の中か

ら該当する項目を選択します。 

 

そのグループに新しい項目として追加する場合は、「新規データ」としてデータ名を入力します。 

7. グループに追加する項目をすべてコピーします。 

8. コピーが終わったら、グループの「グループ処理を完了」をクリックします。 
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9. タスクメニューの「ビューア」をクリックしてビューアを表示します。 

以下のように、2 ページ目のデータがグループ下部に行として追加されています。 

 

手順 6 で新規項目として追加した項目は、新しい列名として追加されています。 

入力値のグループを作る 

ここでは、会社のシステムの登録フォームから、自社の複数の会員情報を登録する BOT を作成します。会員登

録フォームの各項目を、入力値のグループにします。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、「BOT を作る」をクリックします。 

 

BOT 作成画面が別ウィンドウで表示されます。 

BOT 画面では、［＋新しい BOT を作る］をクリックしても作成を開始できます。 
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2. 入力値を使用するページ（ここでは会員登録フォーム）の URL を入力するか、検索して表示します。 

 

3. サイドメニューの  をクリックして、サイドメニューを表示します。 

 

4. サイドメニューで  をクリックします。 

5. 「ビューア」をクリックします。 
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6. データビューアで［+グループ追加］をクリックします。 

 

7. グループ名を入力して  をクリックします。 

 

8. 「行番号」の右の［+］をクリックします。 
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9. 入力項目を列名として 1 つずつ入力していきます。1 項目入力するたびに  をクリックして確定します。 

 

10. 「行番号」の下の［+］をクリックして、入力項目に対する値を入力します。 

 

11. ［OK］をクリックします。 
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サイドメニューの「データ」欄に登録したグループが表示されています。 

12. サイドメニューの「データ」欄で、作成したグループのタイトル（ここでは「会員情報登録」）をクリック

して［グループを使う］をクリックします。 

 

サイドメニューの「タスク」欄に、グループが追加されます。 

13. 項目に、グループで登録した項目を割り当てていきます。項目をクリックして赤枠を表示させ、もう一度

クリックして「データを貼り付け」をクリックします。 
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14. 「グループデータ」をクリックし、選択している項目に入力する値をクリックします（ここでは「名前」）。 

 

15. この手順を繰り返して、グループのデータをすべて項目に入力します。 

16. 入力した項目をクリックして、「選択範囲を広げる」を使って入力した項目全体を範囲指定し、クリックし

て「グループ範囲を探す」をクリックします。 
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17. 表示されるメニューで、「グループ範囲を確定する」をクリックします。 

 

18. さらに表示されるメニューで、「要素と明細行を連動する」をクリックします。 

 

19. サイドメニューの「グループ処理を完了」をクリックし、表示されるメッセージで［OK］をクリックしま

す。 

 



 

 82 / 96   

 

次の画面のように、グループのデータがフォームの対応する項目にすべて入力されます。 

 

20. BOT の動作内容がすべて登録できたら、サイドメニューの  をクリックして BOT を保存します。 
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入力値のグループに入力するデータを一括でインポートする 

.xls、.xlsx、.csv、.json 形式でデータの一覧を作成し、これをインポートして入力値のグループに一括して入力

することができます。 

ここでは、会社のシステムの登録フォームに自社の複数の会員情報を一度に登録するためのデータ一覧を作成し、

インポートします。 

1. Excel などのアプリケーションで、データの一覧を作成し、保存します。 

 

データ名を 1 列目に入力し、個々のデータをその下の行に入力していきます。 

2. ダッシュボードまたは BOT 画面で、「BOT を作る」をクリックします。 

 

BOT 作成画面が別ウィンドウで表示されます。 

BOT 画面では、［＋新しい BOT を作る］をクリックしても作成を開始できます。 
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3. 入力値を使用するページ（ここでは会員登録フォーム）の URL を入力するか、検索して表示します。 

 

4. サイドメニューの  をクリックして、サイドメニューを表示します。 

 

5. サイドメニューで  をクリックします。 

6. 「ビューア」をクリックします。 
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7. データビューアで［+グループ追加］をクリックします。 

 

8. グループ名を入力して  をクリックします。 

 

9. 「行番号」の右の［+］をクリックします。 
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10. 項目を列名として 1 つずつ入力していきます。1 項目入力するたびに  をクリックして確定します。 

⚫ ここで入力する列名は、手順 1 で作成した 1 列目の項目名と同じにしてください。異なると、その項目は

インポートされません。 

⚫ ここで入力した列名がインポートするデータ一覧の列名にない場合、その項目はインポートされず、空白に

なります。 

⚫ インポートするデータ一覧にある項目でも、ここで列名を入力しなかった項目はインポートされません。 

 

11. 列名を入力したら、［インポート・エクスポート］をクリックします。 
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12. ［参照］をクリックしてデータファイルを選択し、［インポート］をクリックします。 

 

13. 表示されるメッセージを確認して［OK］をクリックします。 

 

データが読み込まれ、データビューアのグループに入力されました。 
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条件によって異なる動作を設定する 

グループを使用している場合でも、そのグループ内で条件分岐を設定して BOT に異なる動作をさせることがで

きます。 

たとえば、商品の名前、価格、在庫などの詳細を一覧にしたグループデータを使用しているとします。その一覧

に基づいて商品の在庫を更新する BOT を作成します。条件分岐を使用すると、グループデータに商品名がある

場合はその在庫を更新、ない場合はその商品を追加する、といった動作にすることができます。その際のグルー

プ内のタスクは次のようになります。 

 

 

また、設定の流れは次のようになります。 

1. グループ内で［条件］をクリックし、条件に一致した場合（グループデータに一致する場合）の動作を記

録します。 

2. ［ビューア］をクリックしてデータビューアを表示し、条件に一致しないよう、グループデータを変更し

ます。 

3. データビューアを閉じ、タスクを最初から「条件不一致」の前まで実行します（途中でエラーが出ても構

いません） 

4. 「条件不一致」に、条件に一致しない場合の動作を記録します。 



 

 89 / 96   

 

グループデータで条件分岐を設定する際は、以下の点に注意してください。 

⚫ 条件分岐の設定方法自体は、「BOT を作る」の「条件によって異なる動作を設定する」と同じです。 

⚫ まず、条件に一致する場合のグループデータを使用して動作を記録し、次にグループデータを条件に一致し

ないものに変更してから、条件に一致しない場合の動作を記録してください。 

 

必要なデータのみを入力・出力する 

作成した BOT の入力値と出力値を、必要に応じて設定することができます。これにより、その時に合ったより

効率的な BOT を実行することができるようになります。 

設定する 

ここでは、通販サイトの管理ページにログインして登録している商品の在庫を変更する BOT を作成し、その入

力値と出力値を設定します。 

1. 対象のサイトのログインページを表示し、  をクリックして記録を開始します。 

2. ログインページで「ログイン ID」と「パスワード」の入力と、［ログイン］のクリックを記録します。 
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3. 分かりやすいよう、サイドメニューの「データ」欄に記録された「値 1」～「値 3」をそれぞれ、「URL」、

「ログイン ID」、「パスワード」に変更します。 

 

4. 「商品管理」のクリックと「商品一覧」のクリックを記録します。 

 

  



 

 91 / 96   

 

5. 商品を選択して在庫を変更してみます。一覧の商品名のクリックを記録します。 

 

6. 「在庫」欄をクリックして在庫数を変更します。 

 

分かりやすいよう、サイドメニューの「データ」欄で、値の名前を変更することをお勧めします。 
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7. 「登録」のクリックを記録して、変更内容をサイトに反映します。 

 

8. 「商品一覧」のクリックを記録して商品一覧に戻ります。 

 

9. 一覧から、変更した商品情報全体のテキストを選択し、「コピー」→「テキストをコピー」の順にクリック

してテキストをコピーします。 
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10. 表示される画面で、「データ名」を入力して［コピーする］をクリックします。 

 

11.  をクリックします。 

保存画面が表示されます。 

12. 画面を少し下にスクロールして入力値を確認します。 

 

⚫ 「初期値」：入力する値を設定します。BOT を実行するたびに値を入力したい場合は、チェックボックスを

クリアして「設定禁止」にします。パスワードはデフォルトでは設定禁止になっています。 

⚫ 「オプション」：「値を非表示にする」のチェックボックスを選択すると、画面上で値が「●●●」と表示さ

れます。パスワードはデフォルトで「値を非表示にする」が選択されています。 
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13. 次に、出力データを設定します。［出力データを選択］をクリックします。 

 

14. 実行データとして出力するデータのチェックボックスを選択し、  をクリックします。 

 

15. BOT 名を入力し、［保存］をクリックして保存します。 
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設定を確認する 

BOT の実行時に、入力データと出力データを確認できます。 

1. ダッシュボードまたは BOT 画面で、使う BOT の［実行する］をクリックします。 

 

別ウィンドウが開き、BOT 実行画面が表示されます。 

2. この画面で、入力データを確認できます。 

 

「設定禁止」になっている項目（ここではパスワード）は、その欄が空白になっています。クリックして適切な

値を入力します。 
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3. ［実行］をクリックします。 

 

BOT が実行され、「実行結果」画面が表示されます。 

4. 出力されたデータを確認します。 

 

⚫ 出力された値は、［エクスポート］をクリックしてエクスポートできます。 

⚫ 選べる形式は「CSV 形式(Shift_JIS)」、「CSV 形式(UTF-8)」、「JSON 形式」です。 

 


