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• Orchestrator でよくある問題
• インストール

• Orchestrator API

• v2018.2 新機能

アジェンダ
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Orchestrator あるある
~ インストール編 ~



• 苦労してインストール成功したと思ったら
ログイン画面でアプリケーションエラー 😢

インストール時にありがちなこと
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→ データベース接続を確認しましょう！



アプリケーションプール設定

1. Application Pool Identity
• ローカルビルトインアカウント

2. Custom account
• Windows認証のDB接続とNuGet Packageディレクトリへのアクセ

スに使用するWindowsアカウント

DB接続設定

1. Windows認証
• DB接続→アプリケーションプール設定で指定したアカウントを使用

• DB作成→インストール時のOSログインユーザーを使用

2. SQL Server認証
• SQL Server内に作成されたログインユーザーを使用してDB作成、

DB接続を行う

ポイント1: SQL Serverへの接続アカウント
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Web.config の ConnectionString を確認
<connectionStrings>

<add name="Default" providerName="System.Data.SqlClient" 

connectionString="Server=SQL01\OC_INSTANCE;User 

ID=uipath_sql;Password=123456;Database=UiPath" />

</connectionStrings>

※ IISがActive-Active構成の場合にはASP.NETセッション状態の方も要
確認

<system.web>

<sessionState mode="SQLServer" sqlConnectionString="data 

source=SQL01\OC_INSTANCE;database=UiPath;user id=uipath_sql;password=123456" 

allowCustomSqlDatabase="true"/>

</system.web>

ODBCデータソースで接続確認

ポイント1: (続き)
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“UiPath” DB作成時の権限

• インストール時で指定したユーザーが db_creator 権限を持つこと

• あらかじめ別ユーザーにて空の “UiPath” DBを作成しておくことも可

“UiPath” テーブル作成 / DB運用時の権限

• db_owner 権限が必要

ポイント2: データベースへの権限
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IISがActive-Active構成の注意点
• ASP.NET セッション状態用の2つテーブルが追加される

※ これらのテーブルは Microsoft によって提供されている
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallSqlState.sql により作成される
が、SQL Jobのストアド実行が失敗する場合がある

SQL ファイル 'InstallSqlState.sql' の実行中にエラーが発生しました。SQL エラー番号は 229 です。SqlException メッセージ: 
EXECUTE 権限がオブジェクト 'sp_delete_job'、データベース 'msdb'、スキーマ 'dbo' で拒否されました。

回避策 (1 or 2)
1. master/msdb DBに対してストアド実行の権限を付与する

GRANT EXECUTE TO [uipath_sql]

2. SQL Jobのストアド実行を行わない InstallSqlState.sql に置き換える
https://pastebin.com/QJDXC093

→ 権限が制限されたAWS RDS でも有効な回避策
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html

ポイント2: (続き)
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https://pastebin.com/QJDXC093
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_SQLServer.html


1. SQL Server接続の問題か、DB権限の問題か切り分けのため、可能であればSQL Server
のsysadmin (sa) を試してみる

2. DBスキーマはバージョンや冗長構成によって異なるため、インストールを何度も試行し
た場合には “UiPath” DB を一旦削除し、手動で再作成してみる

• Orchestrator アンインストールではDBは自動的に削除されません

3. v2018.1以降はインストール時に “UiPath” DBにテーブルが作成されるので、SQL 
Server Management Studioで確認する

4. Redis使用時にはOrchestrator→Redis接続も確認する

• https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases -> Windows版 Zip形式を取得

redis-cli.exe -h <redis-server> -a <redis-passwd> info

トラブルシューティングのヒントと補足
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https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases


ナレッジベースのサイトに 導入ステップバイステップガイド を公開

近々改訂予定

• v2018.3対応

• アップグレード手順

• 誤植訂正

など、フィードバック歓迎いたします！

インストールガイドの案内
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https://www.uipath.com/ja/knowledge-base/orchestrator%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
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Orchestrator あるある
~ API 編 ~



• APIガイドや Swagger もいいけれど

サンプルコードないの？

• REST API と JSONが使えればOK
• Python

• JavaScript (Node.js)

• HTTP Request / Orchestrator アクティビティ

• PowerShell (3.0以上推奨)

Orchestrator API にありがちなこと

12

https://orchestrator.uipath.com/reference
https://platform.uipath.com/swagger/ui/index#/


• メンテナンス時にスケジュールを一括して無効化・有効化

サンプルコード1: スケジュール一括切換
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• 外部システムからプロセス実行 (Start Job) したい

サンプルコード2: プロセス実行
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Chrome ディベロッパーツールの活用

• ブラウザー操作でも内部的には API が呼び出されている

• 自動化したい処理を手動で行ってコールされている API をディ
ベロッパーツールで確認

• パラメーターの詳細を API ガイドや Swagger で確認

開発環境の準備

• 本番環境とは別に開発用 Orchestrator 環境を準備する

• 評価 / トレーニング目的なら https://platform.uipath.com も可
(ユニットは使えません)

• 実行権限はなるべく最小限に留める

• バージョン差異に注意する (API 互換性)

Orchestrator API 開発のヒント
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サンプルコードは近々ナレッジベースで公開予定

ブラウザ

HTML/JS

OData REST API Endpoints
(Orchestrator)

スクリプト

ディベロッパーツールでトレース

API

API

https://platform.uipath.com/


Orchestrator あるある
~ EPISODE I ~

完
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Orchestrator v2018.2 新機能



• Elasticsearchを使用している場合、実行ログをSQL Serverからではなく、Elasticsearchから取得して
表示するようになり、SQL Serverの負荷を軽減するようになりました

• Index名 TenantName-* からログを取得するため、この設定をカスタマイズするとログが表示されな
いためご注意ください

<target xsi:type="ElasticSearch" name="robotElastic" uri=“http://elastic-ip:9200" 
index="${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}" ... >

Elasticsearch 使用時の実行ログ表示
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Robot Orchestrator SQL Server

Elasticsearch

ログ送信

ログ書込

ログ書込

ログ表示v2018.1

Robot Orchestrator SQL Server

Elasticsearch

ログ送信

ログ書込

ログ書込

v2018.2

ログ表示

“UiPath” DB
Logs テーブル

Index
TenantName-yyyy.MM

“UiPath” DB
Logs テーブル

Index
TenantName-yyyy.MM



• Orchestrator に接続している Attended ロボットがOrchestrator
ダウンなどにより切断された時の挙動

v2018.1

• ローカルアクティベーションが求められる

• パッケージを %ProgramData%\UiPath\Packages に再配置
する必要あり

v2018.2

• Settings > Security > Run Disconnected Hours で指定され
た時間、Attended ロボットが動作を継続

• 実行ログは切断中はローカルにキャッシュされ、Orchestrator 再
接続後に送信される

• Robotもv2018.2にバージョンアップする必要あり

• UiPath Robot サービスを再起動してしまうと動作が継続できなく
なる

Attended ロボット 切断生存時間
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