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プロセス テンプレート 1 - 手順書 

はじめに 

プロセス テンプレート 1の概要 

本書は、プロセス テンプレート 1の理解と使用を支援するため、プロセス テンプレート 1とともに配布されま

す。プロセス テンプレート 1とは、以下の点を目標として掲げるプロセスの基本的なテンプレートです。 

● ワーク ソースから Blue Prismワーク キューに作業を読み込む 

● ワーク キューの項目を処理する 

● 最初にワーク キューに読み込まれたすべてのケースが処理されたら完了する 

 

さらに複雑なプロセスの例については、プロセス テンプレート 2を参照してください。 

 

テンプレートの概要 

テンプレートは、新規プロセスを開始するベースとしての役割を果たします。つまり、テンプレートを「名前を付

けて保存」すると、図をコピーしてそれをもとに作業を進めることができます。 

新規プロセスを構築する基礎としてテンプレートを使用すると、以下のようなメリットがあります。 

● プロセス開発時間を短縮できる 

● すべてのプロセスを通して一貫性を持たせることができるため、理解とサポートが容易になる 

● デベロッパがベスト プラクティスに沿い、組織の開発手法に従って作業できるようになる 

 

Blue Prismプロセス テンプレートは、汎用的な出発点として提供されます。組織の要件や手法に適したテン

プレートを作成するためには、これらのテンプレートに修正を加える必要があります。 
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プロセス テンプレート 1：例外処理 

このプロセス テンプレートには、主に 2種類の例外処理ロジックがあります。1つはサブページ内の機能的

（またはコンポーネント的）再試行例外処理、もう 1つはメイン ページの上位レベルワーク キュー項目例外処

理です。 

メイン ページの例外処理 

メイン ページには、「Work（作業）」と呼ばれる例外ブロックがあります。このブロックでは、プロセス テンプレ

ートのすべてのWork Step（作業ステップ）ページが呼び出されます。 

● 「Work Step（作業ステップ）」ページがすべて正常に完了したら、プロセス フローは「Mark Item as 

Completed（項目を完了済みとしてマーク）」ページに戻ります。 

● 「Work Step（作業ステップ）」ページ内の再試行ロジックによって正常に処理されなかった例外がある

場合は、メイン ページの「Work（作業）」ブロックの復旧ステージによって捕捉され、プロセス フローは

「Mark Item as Exception（項目を例外としてマーク）」ページに進みます。 

● ケースを処理していない間に、「Work（作業）」例外ブロックの外部で例外が発生した場合は、プロセ

スは終了します。 

サブページの例外処理 

アプリケーションと接続するビジネス オブジェクトのアクション ステージを呼び出すすべてのページには、例外
の再試行ループが含まれます。これらの再試行ループでは、システム内で独自の機能を実行するアクション 

ステージを含む例外ブロックを使用します。 

 

この例外の再試行ループでは、Blue Prismは例外から復旧して、アプリケーションの既知のポイントに戻り、

機能を再試行するという原則に基づいています。 

例外データ項目の構成 
 

データ項目名 データ項目タイプ 説明 

Retry Limit（再試

行限度） 

ローカル このデータ項目の初期値は、プロセスを復旧し、実行中の機能を再

試行する最大回数に設定する必要があります。 

通常は、デフォルトの初期値である 3に設定されますが、アプリケー

ションの信頼性が非常に低い場合は、この回数を増やしてもかまい

ません。 
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例外プロセス フローの構成 
 

ステージ名 説明 

Retry（再試行？） 
 

 

デフォルトでは、この決定ステージはシステム例外と内部例外タイプのみを再試行するよう

設定されています。 

復旧したくないその他の例外タイプがある場合は、使用する例外タイプに合わせてこの決定

を変更する必要があります。 

ステップ 1a、ステッ

プ 1b 

これらのメモ ステージは、ターゲット システムで実行中の独自の機能のメイン フロー ステッ

プに置換することができます。 

注：フローには、メモ ステージと同じステージ数がなくてもかまいません。 

ステップ 1c 

 
 

 

このメモ ステージはブロックがステージを再開した後に行われるもので、アプリケーションを

既知の動作状態に復旧し、機能をもう一度やり直します。 

アプリケーションを復旧する方法の例： 

● 表示されている子ウィンドウやポップアップ ウィンドウを閉じる 

● メイン メニューまたはルート画面に戻り、機能をやり直す 

● システムを終了して再起動し、もう一度ログインする 

 

注： 

プロセスから例外処理の再試行を既に含むコンポーネント オブジェクトまたはサブ プロセス
を呼び出す場合、プロセス内で再試行ロジックを繰り返す必要はありません。 
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プロセス テンプレート 1のページ 

以下に、プロセス テンプレート内の各ページについて、ニーズに合わせた設定方法も含めて説明します。 

このプロセス テンプレートでは、ごく基本的なプロセス テンプレート ページと設定があります。 

テンプレート内の各ページを設定する方法について説明します。 

メイン ページ 

プロセス内のメイン ページはシステム内でのシステム ナビゲーションや更新は行いません。必要なすべての

作業を行うサブページを呼び出すだけです。そのため、メイン ページはプロセスの大まかな概要を簡易的に

示すだけとなっています。 

メイン ページには、グローバルな環境データ項目、セッションデータ項目、キュー関連のデータ項目を含みま

す。プロセスの上位レベルの例外処理を行い、ケースを処理中にサブページからバブル アップされた例外に

対処します。 

データ項目の設定 
 

データ項目名 データ項目タイプ 説明 

Process Name（プ

ロセス名） 

グローバル このデータ項目の初期値は、作成中のプロセス名に設定する必要

があります。 

プロセス名は、プロセスが呼び出すオブジェクトまたはサブプロセス

に渡されます（プロセス固有のアクションがある場合）。 

Queue Name （キ

ュー名） 

グローバル このデータ項目の初期値は、このプロセスで使用されるメイン ワーク 

キューに設定されます。 

Stop After Time

（終了時間） 
セッション変数 初期値は、プロセスの実行を終了する時間に設定する必要がありま

す。プロセスが使用するシステムが使えなくなる前の時間、または代

わりに別のプロセスを開始する時間に設定されます。 

このセッション変数は、実行中のセッションをデフォルトとは異なる時

間に終了する業務上の理由がある場合に、Blue Prismのコントロー

ラがランタイム時に変更できます。 

Stop After Item

（終了項目） 
セッション変数 このデータ項目では、デベロッパは事前に定めたケース数のみを処

理するようプロセスを設定できます。テンプレートの初期値は

9999999999に設定されています。つまり、プロセスは実質的にす

べての項目を処理するということです。 

このセッション変数は、一定数のケースを処理してからのみ完了する

業務上の理由がある場合に、Blue Prismのコントローラがランタイ

ム時に変更できます。 

Stop ASAP（直ち

に停止） 

セッション変数 Blue Prismコントローラがこのセッション変数を Falseから Trueに

変更すると、プロセスを停止できます。 
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  Trueに設定すると、プロセスはクリーンに終了します。また、ケース

が処理中の場合は、ケースを終了してからプロセスを停止します。 

 

Start Up（開始）ページの設定 

Start Up（開始）ページでは、プロセスがケースを処理できるように備えます。その方法は以下のとおりです。 

● 必要な構成や検証を実施する 

● プロセスが使用するシステムを起動し、ログインする 
 

プロセス フローの設定 

ステージ名 説明 

Environment 

Validation（環境の検

証） 

プロセスによって環境の検証が義務付けられている場合は、「Start Up（開始）」ページに

追加する必要があります。追加される検証の例： 

● プロセスが使用するディレクトリ パスが存在するかどうかのチェック 

● 使用されるデータベースやWebサービスが使用可能であるかどうかのチェッ

ク 

● オブジェクトを実行するために特定の解像度が必要であれば、解像度が正し

いことを確認 

 

「Populate Queue（キュー格納）」ページの設定 

テンプレートの「Populate Queue（キュー投入）」ページは空白のままになっています。フローを追加し、このプ

ロセスのワーク ソースから作業を取得して、それをワーク キューに追加します。 

注：このページに追加されるものの例については、プロセスの「プロセス例 - キューに作業を追加する」にあり
ます。 

 

「Work Step（作業ステップ）」ページの設定 

これらのページを更新し、ワーク フロー ケースを処理するロジックを含める必要があります。このとき各ペー

ジには、論理的な固有のタスク グループが含まれます。たとえば、プロセスには「01 - Get customer 

information（顧客情報を取得）」、「02 - Evaluate Customer（顧客を評価）」、「03 - Update Customer（顧客

を更新）」、「04 - Add System Notes（システム メモを追加）」というWork Step（ワーク ステップ）ページがあ

ります。 

● ページ名を、ページの内容を表す名前に変更する 

● 各ページは、それぞれに個別の機能を実行する  
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プロセスに必要な分だけ、Work Step（ワーク ステップ）ページを追加できます。必要に応じてテンプレート ペ

ージを削除したり、ページを追加したりしてください。 

● 必要に応じてWork Step（ワーク ステップ）ページを追加または削除する 

 

ビジネス オブジェクト アクションを呼び出す各Work Step（ワーク ステップ）ページには、前述の「例外処理」

セクションで説明したように、例外の再試行処理を含める必要があります。 

● システムがサブ ページによって使用されている場合は、例外の再試行処理を含める 

 

Mark Item As Completed（項目を完了済みとしてマーク）ページの設定 

このページを更新し、ワーク キュー項目が例外なく正常に完了したときに必要なアクションを実行します。 

デフォルトでは、ページはワーク キュー項目の状態を更新し、それを完了済みとしてマーク付けするだけです。 

完了時にプロセスが実行する必要があるアクションが他にあれば、このページに追加します。 

「Mark Item as Exception（項目を例外としてマーク）」ページの設定 

このページを更新し、ワーク キュー項目が例外なく正常に完了したときに必要なアクションを実行します。 

デフォルトでは、ページ フローには 2つの主なパスがあります。1つはシステム例外、もう 1つはビジネス例

外です。 

データ項目の設定 
 

データ項目名 データ項目タイプ 説明 

Consecutive 
Exception Limit

（連続した例外の上

限） 

ローカル このデータ項目の初期値は、同じシステム例外を持つ後続のワーク 

キュー項目の処理を、プロセスが再試行する最大回数に設定する必

要があります。 

デフォルトの初期値は 3に設定されています。 

 

プロセス フローの設定 

ステージ名 説明 

Tag Item（タグ項目） 項目には、現在の例外タイプがタグ付けされています。 

これは、Blue Prismのパフォーマンス レポートを正常に作成するために必

要となります。そのためには、すべての例外ワーク キュー項目を「システム

例外」か「ビジネス例外」のどちらかにタグ付けする必要があります。 
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「システム例外」か「ビジネス例外」以外の例外タイプを使用している場合
は、項目にこれら 2つのメイン タイプのいずれかのみタグ付けされるよう、フ
ロー内でこのタグ付けのロジックを変更する必要があります。 

Retry Exception?（例外の再試

行？） 

 

この決定ステージは、ページのフローを単純に例外としてのみマークされた

ビジネス例外項目か、繰り返し発生するとプロセス終了につながるシステム

例外項目に分けます。 

「システム例外」または「ビジネス例外」以外の例外タイプを使用している場

合、例外タイプが正しいプロセス フローをたどるよう、この決定を変更しなけ

ればならないことがあります。 

 

Reset Global Data（グローバル データのリセット）ページの設定 

プロセス全体に対してグローバルであり、新しいケースを処理する前にリセットする必要があるデータ項目は、

このページを呼び出すことで初期値にリセットできます。 

各ケースに対して、リセットが必要なグローバル データ項目を、このページに移動してください。 

 

「Close Down（終了）」ページの設定 

「Close Down（終了）」ページでは、プロセスを完了する前に必要なタスクを実施します。デフォルトでは、以下

のようなタスクがあります。 

● 使用中のアプリケーションをクリーンに終了する 

 

プロセスの完了前に実行する必要があるアクションが他にあれば、このページに追加します。 

 


