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このアプリについて 

 

＊ ＊ ＊ 

 

本来便利であるはずのコンピュータなのに操作が面倒だと感じることはありませんか？ 

同じ操作を 2度したくない！毎日同じことするならワンクリックで済ませたい！ 

こんな面倒な作業から解放されるために生まれたソフトが 

KitSprocket 

です！ 

 

「KitSprocket」でできること(一部) 

☆アプリを起動して設定を変更し、任意のボタンを押す☆ 

☆ファンクションキーからいつでもスクリプト実行☆ 

☆PC操作を簡単記録、再生☆ 

☆画面上のイメージを見つけてクリック☆ 

 

＊ ＊ ＊ 

 

 

KitSprocket の特徴 

シンプルな記述ですぐ自動化！ 

このアプリの特徴は、全てのコマンドが右クリックメニュー(ショートカットメニュー)から

コマンドを呼び出しできること。読み出したコマンドには基本的な引数(< ...  >の部分)の形

も追加されているので、それらを書き換えることで、コンピュータのマウス操作やボタン操

作が自動で行えるようになります。 
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例えば「ファイル開く」を選んで、開きたいファイルのパスを書き込めば、それだけでファ

イルを開くのツールが出来上がり。 

 

アプリ起動 <アプリへのフルパス> 

☟ 具体的には以下のように書きます 

アプリ起動 c:\test\file.txt 
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もうちょっといろいろ機能をつかってみましょう！ 

ファイル開く "C:\Users\Public\Documents\KitSprocket\SampleScripts\コマンドリファレンス.txt" notepad.exe 

ウインドウ待機 メモ帳 

ウエイト 2 

メニュー  書式 フォント 

ウエイト 2 

キー入力 ＭＳ Ｐゴシック 

ウエイト 2 

ボタン OK 

それぞれ、以下のような意味があります。 

①「"C:\Users\Public\Documents\KitSprocket\SampleScripts\コマンドリファレン

ス.txt"」というファイルを notepad.exe (メモ帳)で開く  

②メモ帳が起動するのを待つ  

③2秒停止 

④フォント変更ダイアログを表示 

⑤2秒停止 

⑥フォント選択ダイアログで「ＭＳ Ｐゴシック」を選択する 

⑦OKボタンを押す 

 

※それぞれの行では、コマンドと引数の間をタブで区切ります 

※より細かい説明を見るには、後半に記載しているコマンドリファレンスをご覧ください 
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「キー・マウス操作、座標記録ツール」で簡単スクリプト作成！ 

キー操作やマウス操作の作成も超簡単！ 

ツールを開いて「キーとマウス操作をすべて記録」を実行すれば、キーボード入力やマウス

操作を簡単に記録できます。 

モードを「ゲームコントローラーをキー変換」にすれば、ゲームコントローラーの操作をキ

ーボードに変換して記録可能！ 

 

いろんな操作を簡単に自動化できます。 

 

 

※キー・マウス操作、座標記録ツールの詳細は後述します。 
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インストール・アンインストール手順 

アプリのインストールはインストーラー(KitSprocketSetup.exe)をダブルクリックして使用

許諾やインストール先の確認ボタンを数回クリックするだけです。 

レジストリの変更や、常駐アプリ追加などは一切ありません。 

(Microsoft VC 2013モジュールのみ追加インストールします。設定の記録は INIファイルのみ) 

 

 

1. 「KitSprocket セットアップウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック 

2. 「使用許諾契約書の同意」では「同意する」(※同意される場合)をクリックして「次へ」 

3. デスクトップのアイコンを追加するかどうかをチェックして「次へ」 

4. 「インストール」をクリック 

※この後、「以下のアプリケーションがセットアップに必要なファイルを使用していま

す・・・」と表示されたら、そのまま「次へ」をクリックすれば大丈夫です。 

 

なお、削除したい場合は、設定 > アプリ(Win10/Win11の場合)からアンインストールして

ください。 

 

ライセンスキー(シリアルキー)の入力方法 

KitSprocket をご購入いただいた場合、ライセンスキーをおしらせしますので、それを指定

のダイアログに登録することで制限が解除されます。 

 

1. KitSprocket を起動し、画面左下にある「未登録コピー(クリックしてライセンスを入

力)」の文字をクリックします。 
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2. ダイアログが表示されるので、ライセンスキーを入力して OKボタンを押します。「購入

サイト」のボタンをクリックすると、ベクターの購入ページが表示されます。

 

 

※ OK ボタンを押して「認証 NG、不正なシリアルです」と表示されたら、入力間違いが

ないかどうか確認してください。それでもうまくいかない場合は 

support@kitworksinc.com まで ライセンス購入時のメールアドレスと問題のあるライセ

ンスキーをお知らせください。 

※v2 までのシリアルは利用できません。ご注意ください 

 

【ライセンスキー未登録の場合の制限】 

• 2回目の起動時からダイアログが表示されます 

• KitSprocket起動時から 30分を経過するとスクリプトが実行できなくなります。KitSprocketを再

起動して 1分すると実行できるようになります 

• KitSprocket再起動後、前回の起動から１分間はスクリプトが実行できません 

  

mailto:support@kitworksinc.com?subject=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
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画面の説明と使い方 

画面は、テキスト入力できる領域と、数個のボタンで構成されます。 

① コマンド入力領域。右クリックでコマンドを呼び出して、ボタン名やウインドウ名、フ

ァイルパスなどを書き換えればスクリプトが完成します 

② ウインドウ座標や、マウス座標を調べることができます 

③ 「コマンド説明」の文字をクリックするとマニュアルが開き、利用可能なコマンドの説

明を見ることができます 

④ スクリプトが書かれたテキストファイルを読み込むダイアログを表示します 

⑤ 青い文字列をクリックすると実行ログが記録されたフォルダを表示します 

⑥ 「実行」ボタンを押すときにウインドウを隠します 

⑦ 環境設定ダイアログを表示します 

⑧ スクリプトの内容を実行します 

 

実行途中で処理を停止する方法 

タスクメニュー(画面右下にある KitSprocketのアイコンをクリックまたは右クリック)から

「実行中止」を選ぶと処理を中断することができます。 
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簡単なスクリプト作成の流れ 

KitSprocketのスクリプト作成はとても簡単です。クリック操作をメインに使うなら、ほぼ

以下のような手順の繰り返しだけで OK！ 

 

【スクリプト作成の流れ】 

1. 利用したいコマンドをショートカットメニューから追加(例：アプリ起動) 

2. コマンドの引数を編集(例：対象となるアプリケーションのフルパスを追加) 

3. 「ウエイト」コマンドでアプリが操作できる状態になるのを待つ 

4. クリックしたい場所を「マウス座標を調べる」機能で調べて追加 

 

1. 利用したりコマンドをショートカットメニューから追加(例：アプリ起動) 

編集領域上で右クリックすると各コマンドを挿入するメニューが利用できますので、ここ

から「アプリ起動」を選びます。以下のようになります。 
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2. コマンドの引数を編集(例：対象となるアプリケーションのフルパスを追加) 

Windows の検索機能などを利用してアプリのある場所をコピーしましょう。ファイルを

ドラッグ＆ドロップで貼り付けたり、ショートカットのプロパティのリンク先から取得す

る方法もあります。 

 

【アプリのショートカットからパスを取得する方法】 

1. ショートカットを右クリックしてプロパティを開きます 

 

2.リンク先(T) の文字をコピーして KitSprocket の編集領域に以下のように書きます。 

 

 

 

3. 「ウエイト」コマンドでアプリが操作できる状態になるのを待つ 

「ウエイト」コマンドで処理を中断させます。パソコンの性能に応じて 2秒〜5秒程度確

保してください。 

アプリ待機 や ウインドウ コマンドで 明示的にアプリの起動終了やウインドウの出現を待つ

こともできます。 
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4. クリックしたい場所を「座標を調べる」機能で調べて追加 

Google Chrome には一般的なメニューがないので、マウスクリックで操作しなければな

りません。Google Chrome を起動した状態にし、KitSprocket の「座標を調べる」ボタ

ンをクリックしてください。 

 

次に、Google Chome のウインドウを左上のドロップダウンメニューから選択します。 

 

 

あとは、Google Chrome に切り替えて、クリックを記憶したい場所にマウスポインタを

重ねて、スペースキーを押します。 
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スクリプトを記録できたら「閉じる」をクリックすると、編集領域に反映されます。 

 

以上まで完成したら実行してみましょう。Google Chrome が起動して目的のアイテムをク

リックすることができたと思います。 

 

 

 

なお、「キー・マウス操作、座標記録ツール」は、アプリケーションのパスを取得する場合

にも使えます。「アプリケーションを取得」を選び、目的のアプリケーションのウインドウ

を選択してスペースキーを押せば、アプリ起動のコマンドとそのアプリのパス、アプリが起

動するまで待機するコマンドを一度に挿入できます 

 

注意)計算機など一部のアプリでは正しくパスが取得できない場合があります。 
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KitSprocket の便利 POINT!) 

ウインドウ選択：の右下にあるメニューでクリック位置の基準を指定できます。 

たとえばウインドウ右上にあるアイコンをクリックするとき、「右上基準」にして記憶させるとクリック

する座標をウインドウの右上からの相対位置として記録されるため、ウインドウサイズが変わってもクリ

ックしたい場所がずれません。 

 
 

補足) KitSprocket 内部でウインドウを名前で見つける仕組みは、基本的にウインドウタイトル名の後方

一致になります。 

 

上記の場合、ウインドウ名を「Google Chrome 」 だけに編集してやれば、開いているページに関係な

く、Google Chrome の最初のウインドウが指定できます。この操作は直前の画面で「書類名を削除」を

ONにすることで自動的に行えます。 

なお「Google Chrome*」のように*(アスタリスク)を追加すると、後方一致に限定されず、ウインドウ

タイトルに「Google Chrome」が含まれていれば OKという扱いに変わります。 
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「キー・マウス操作、座標記録ツール」その他の機能 

「キー・マウス操作、座標記録ツール」ではマウスクリックの座標だけではなく、ウイン

ドウの座標やアプリケーションの起動位置まで調べることができます。 

 

さらにキー操作やマウス操作を丸ごと記録したり、ゲームコントローラーのすばやい操作

をキーボードの操作として記憶することも可能です。 

 

記憶する種類をドロップダウンメニューで選択します 
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※待機時間の記録 は キーとマウス操作をすべて記録 のときに、操作の空白時間を記憶す

るかどうかを選択します。 

その隣にある 数値 は ゲームコントローラーをキー変換 するときに使用するゲームコン

トローラーとキーボードの割り当てを選択するメニューです。 

 

 

 

「書類名を削除 」 が ONのとき、ウインドウタイトルの アプリケーション名のみを記憶

します。 

「左上基準」のメニューはマウスクリック、マウス右クリックの記憶とのときに、ウイン

ドウのどの位置を基準に座標を記憶するかを指定します。「自動判定」を選ぶと、クリッ

ク位置に応じて、最適な基準位置を自動的に選択します。 

  

※ウインドウ選択が「なし」の場合、画面全体(マウスクリックなどの場合)、あるいは最

前面にあるウインドウが対象になります 

 

メニュー名と機能の一覧 

メニュー名 機能 コマンド例 

マウスクリック マウスをクリックするコマンドと座標が入り

ます。スペースキーを押して、マウス位置を

取得します 

マウスクリック [1289,266] 

マウス右クリック マウスを右クリックするコマンドと座標が入

ります。スペースキーを押して、マウス位置

を取得します 

マウス右クリック [1163,530] 

 

キーとマウス操作をすべて記

録 

マウス操作やキー操作を記録していきます。  
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メニュー名 機能 コマンド例 

ゲームコントローラーをキー

変換 

ゲームコントローラーの操作を、選択したテ

ーブルに合わせた形で変換します。 

コントローラーの変換テーブルは、 

%appdata%\Kitworks\KitSprocket\ksXin

put.ini 

を編集して変更できます。1が鉄拳 7 の 

1P、2が鉄拳 7の 2P、3がストリートファ

イター、4がデッドオアアライブのテーブル

になっています 

 

アプリケーションを取得 対象ウインドウが属するアプリケーションを

起動し、ウインドウが表示されるまで待機す

るスクリプトが入ります。 

なお、ファイルエクスプローラーが対象の場

合、そのフォルダを開くスクリプトになりま

す(正しくパスが挿入されるのは、エクスプローラ

ーのオプション > 表示 の「タイトルバーに完全

なパスを表示する」が ONのときのみ) 

アプリ起動 C:\Program 

Files\EmEditor\EmEditor.exe 

ウインドウ 無題-1 * - 

EmEditor 

 

 

ウインドウ切り替え 対象ウインドウに切り替えるスクリプトが入

ります。 

ウインドウ 無題-1 

ウインドウ座標 対象ウインドウの左上位置と、そこへ移動す

るコマンドが入ります。 

ファイルエクスプローラーの場合、そのフォ

ルダを開くコマンドとなります(正しくパスが

挿入されるのは、エクスプローラーのオプション 

> 表示 の「タイトルバーに完全なパスを表示す

る」が ONのときのみ) 

ウインドウ移動 無題-1 * - 

EmEditor [1068,35] 

 

ウインドウ座標とサイズ 対象ウインドウの左上位置とサイズを取得

し、そこへ移動してサイズ変更するコマンド

が入ります。 

ファイルエクスプローラーの場合、そのフォ

ルダを開くコマンドとなります(正しくパスが

挿入されるのは、エクスプローラーのオプション 

> 表示 の「タイトルバーに完全なパスを表示す

る」が ONのときのみ) 

ウインドウ移動 無題-1 * - 

EmEditor

 [1068,35,794,825] 
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メニュー名 機能 コマンド例 

アプリとウインドウすべて 対象ウインドウのアプリケーションを起動

し、すべてのウインドウを現在の配置にする

スクリプトが入ります。最小化しているウイ

ンドウは対象になりません。 

ファイルエクスプローラーの場合、そのフォ

ルダを開くコマンドとなります 

(正しくパスが挿入されるのは、エクスプローラー

のオプション > 表示 の「タイトルバーに完全な

パスを表示する」が ONのときのみ) 

ファイル開く ピクチャ 

ウインドウ移動 ピクチャ

 [160,450,686,648] 

ファイル開く ドキュメント 

ウインドウ移動 ドキュメント

 [343,328,686,648] 

 

ウインドウが最前面かどうか 対象ウインドウが一番前のウインドウかどう

かを判定するスクリプトが入ります。グルー

プ識別子(.@show)が自動で入りますので、

最前面であるときにだけ処理したいコマンド

に .show そうでないコマンドに .!show を

つけてください 

ウインドウ待機.@show   test 

ボタン.show   OK 

ボタン.!show   キャンセル 

ウインドウが閉じるのを待機 対象ウインドウが閉じるのを指定秒数待つス

クリプトが入ります。コピー中のダイアログ

が閉じるのを待ってシャットダウンする・・

などの使い方ができます 

ウインドウ閉じるまで待つ

  18000 

 

イメージクリック マウスカーソルが+の形に変わるので、取得

したいエリアをドラッグで指定します。 

＋のときにキャンセル操作をすると、ファイ

ル選択ダイアログが開き、画像ファイル

(PNG形式)を選択することもできます。 

 

画像を画面上から探して中央をクリックする

スクリプトが入ります。ウインドウを指定す

ると、画像を探す範囲をウインドウの領域に

限定します 

イメージクリック 画像のパス 

スクリーンショット 対象ウインドウの領域を画像ファイルとして

保存するコマンドが入ります。ウインドウを

選択していない場合は全画面を取得するコマ

ンドとなります 

スクリーンショット 
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編集領域を右クリックでメニューを表示 

KitSprocket の編集領域を右クリックするとコマンド挿入や、ファイル保存などの機能を

利用することができます。 

 

メニュー名 機能 

アプリ、ウインドウ操作 ... 〜 ...  動作設

定 

KitSprocket で利用可能なコマンドのサンプルを入力することが

できます。※各コマンドの詳細は後述のコマンドリファレンスを

確認してください 

ファイル - 新規 現在の編集領域をクリアして、新しいスクリプトの入力状態にし

ます。新規ウインドウを開くのではないので注意 

ファイル - 開く スクリプトファイルを読み込むダイアログを表示します 

ファイル - 上書き保存/別名で保存 編集中のファイルを保存します 

ファイル - サンプルフォルダを開く サンプルフォルダを開きます 

ファイル - KitSprocket 作業フォルダを開く 専用ショートカットを作成するときにスクリプトが保存される場

所を開きます。 

専用ショートカットを作成 現在編集中のスクリプトを利用して、すばやく実行するためのシ

ョートカットを作成します 

スタートアップに登録/削除 KitSprocket のアプリをパソコン起動時に実行できるように、ス

タートアップに登録(登録済みの場合は削除)します 

取り消し〜すべて選択 編集領域の文字列のコピーなどの操作を行います 

編集領域の表示 編集領域をウインドウの幅で回り込んで表示するか、はみ出して

表示するかを切り替えることができます 

スタートアップスクリプトを実行 スタートアップスクリプトを実行します 

 

 

 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ18/89 

5. 環境設定で一部動作を設定 

環境設定では、ログを保存するかどうか、ログの保存先、実行後の結果表示、実行中のツー

ルチップの表示などを変更できます。 

 

項目名 機能 

ログを保存する ログを保存するかどうかを設定します。ログの保存先も指定できます 

ログ、スクリーンショットの保存先 ログおよびスクリーンショットの保存先を指定できます 

キー入力の速度 キー入力 コマンドの速度を調整します。キー入力コマンドで文字入力が

うまくいかない場合、こちらの数値を増やしてみてください 

実行終了後に結果を表示 OFFにするとスクリプト実行後にダイアログを表示しなくなります 

実行中にツールチップを表示 スクリプト実行中に右下のツールチップを表示するかどうか設定できます 

高解像度環境かで実際の解像度を使

う 

OFFでは実際とは異なる解像度を使って、できるだけ同じ大きさのウイ

ンドウサイズやクリック位置となるように補正し、旧バージョンとの互換

性を確保します(初期値) 

ONにすると、高解像度の解像度で記憶されるため、より細かい座標指定

が可能となります 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ19/89 

項目名 機能 

起動時に前回編集内容を読み込む アプリ終了時に編集中のファイルまたは未保存のスクリプトを自動的に保

存して、次回起動時に読み込みます。(初期値は ON) 

OFF にすると、次回起動時には新規編集状態になるため、保存していな

いスクリプトは失われます。 

変数の取得に%が必要 (例: %変数

名%) 

KitSprocketでの変数の扱いは文字列置換になりますので、単純な変数名

だと変換したくない文字列が変わってしまうことがあります。こちらのオ

プションを ONにすることで、変換したい場合は変数の前後に%をつけな

ければ変換しないようにすることができます。 

 

例: 

企業名=キットワークス 

メッセージ わたしたちの企業名は%企業名%です。 

(OFFの場合) → わたしたちのキットワークスは%キットワークス%で

す。 

(ON の場合)→ わたしたちの企業名はキットワークスです。 

 

ただし コマンドの引数がまんま変数名だった場合は、符号なしでも変換

します。 

 

例： 

 メッセージ 企業名 

→   ONでも OFFでも キットワークス と表示される 

画像比較時の一致割合の設定 イメージクリック など画像比較をして動作するコマンドにおいて、指定

された画像と、画面がどの程度一致していればよいのかを指定します。 

100 % にすると完全一致でなければ動作しなくなります。 

スタートアップスクリプトを実行 KitSprocket 起動時に、サンプルフォルダ以下にある「スタートアッ

プ.txt」を読み込んで実行するかどうかを指定します。 

 

ランチャー タブ では、スクリプトをファンクションキーに割り当てることができます。 

ただファンクションキーは標準操作でよく使う場合がありますので、同時に押すキーを選択

して、ファンクションキーとキーの組み合わせによってのみ機能するように変更できます。  
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コマンド書式 

■コマンドの基本書式 

スクリプトを構成するそれぞれの行は、コマンドと引数(値 1 値 2...)の間をタブ文字で区切

ります。 

 

※行の先頭のタブは無視され、区切りに複数タブが入力されている場合は 1つのタブ文字とみなします。 

※それぞれのコマンドでは最低限必要な引数があり、間違っていると何も実行されません。 

※編集エリアで右クリックすると、コマンドのサンプルを入力できます。 

※タブは複数あっても無視されます。先頭にタブがあっても最初の文字列をコマンドとして認識するので、スクリ

プトをタブで整形することができます。 

※変数名=[コマンド名] とするとで、コマンドの実行結果を代入することができます(結果を返すコマンドの

み) 

※変数名の指定がない場合、@result@ という変数に結果が保存されます 

※変数に格納したいデータを""で囲むと、改行やタブを含めることができます。(""で囲まれているなかで"を入力

したい場合は、""と 2つ入れます) 

※コマンド名に[2]のように数値を追加すると、同名のウインドウの 2番目というような指定ができます。(対応

しているコマンドのみのみ) 

基本書式： コマンド名 値１ 値 2 ...  

変数名=データ      // 変数名にデータを格納します 

変数=[コマンド]  値１ 値 2 ... //コマンドの実行結果を変数に入れるには[]

で囲みます。でないと コマンド という文字列が変数に入るだけになる 

変数="アイウエオ 

カ""キ""クケコ"  // <- 変数に アイウエオ<改行>カ"キ"クケコ が入る  

コマンド[2] 値 1 //コマンドで指定した画面上のアイテムが同名だったときに 2番目を選択 

コマンド A.grp  //グループ名がついた最初のコマンドの実行結果があとのコマンドに影響しま

す 

コマンド B.grp  //コマンド Aが失敗したらコマンド Bは実行されません 

コマンド A.grp 

コマンド B.!grp //コマンド Aが失敗したらコマンド Bは実行されます 

(※グループ名を!で始めると否定になる) 

// コメント   コメント行になります。コマンドの引数の後ろには入れないでくだ

さい。（//が入力が必要な場合もあるため引数として扱われます） 
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※コマンド名に.hoge のように 任意の拡張子を付けると、同じ拡張子がついたメンバーをグループにできます。

同じグループのいずれかで失敗したら実行しないようにしたり、その逆で失敗した時だけ実行するというような

使い方ができます。 

 

 

 

入力例 1： 

 アプリ起動 notepad.exe 

 

※途中に入れるタブ文字は複数あっても 1つとして扱うので、スクリプトを見やすく整形す

ることができます。また行の先頭に // を入れるとコメント行になります。 

※編集領域にテキストファイルをドロップすると、読み込むか、ファイルパス文字列を挿入するかを

選択できます。 

(テキストファイル、ショートカット以外は常にファイルパス文字列の挿入となります) 

 

注意：マニュアル PDF上の記述例をコピー&ペーストしてもそのまま使えません。空白部分

をタブに書き換えてください \ 記号も書き直す必要があります。コピー＆ペーストしたい場

合は、サンプルスクリプトフォルダにある「コマンドリファレンス.txt」を開いてください。 
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コマンドリファレンス 

以下に、KitSprocketで利用可能なコマンドの詳細情報を記載します。 

必須ではない引数は(())で囲まれています。 

概要に＜＞で記載されている文字は マウス右クリックで表示されるショートカットメニュー

での表記です。 

 

なお、ウインドウ名やアプリ名の表記については、*を前後に使うことで特殊な意味を持ちま

す。 

【ウインドウの名前、アプリの名前の指定方法】 

 *       ・・・すべての名前が対象 

ABC* ・・・ 名前が ABCから始まるもの 

*ABC ・・・ 名前が ABCで終わるもの 

*ABC*  ・・・ 名前に ABCが含まれるもの 

 

$変数=[コマンド] 引数 … のように記述すると、コマンドの実行結果を $変数に 格納します。 $変数= と書

かない場合は [] は必要ありません。また引数がある場合も []は必須ではありません。 

 

OK   $変数=文字入力 あいうえお 

NG   $変数=OSバージョン  （→ $変数=[OSバージョン]） 

 

 

■■ アプリ、ウインドウ操作 ■■ 

 

変数名=[アプリ起動] (値 1:アプリ実行ファイルのパス) ((値 2:引数) (値 3:最小化/最大化)) 

概要 ：＜アプリ起動＞ 

値 1に指定されたアプリを起動します。基本フルパスを指定しますが、パスが通っ

た Windowsのアクセサリ(cmd.exe , notepad.exe)などについては、アプリ名だけ

で起動できます。 

 

値 2にはアプリに対する起動オプションを指定できます。ファイルを同時に開きた

い場合はファイルパスを指定します。値 3には、起動時の状態を指定します。 

値３に 最小化 または 最大化 といれておくと、アプリが起動時に最小化した状態で

起動するか、最大化した状態で起動するかを選択できます。（アプリによっては対応
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していないため動作しない場合があります） 

 

変数名=[アプリ起動] … とすると、起動したアプリのプロセス ID(PID)が取得でき

ます。ただし、アプリによっては正確な PIDが取得できない場合があります。 

プロセスが起動しなかった場合は、変数名に<-1> というデータが入ります。 

例 1)アプリ起動 notepad.exe 

例 2)アプリ起動 notepad.exe c:\file.txt 

例 3)アプリ起動 notepad.exe 最小化 

例 4)$pid$=[アプリ起動] notepad.exe 

※起動時の状態 指定はWindowsアプリ側にも対応が必要であるため、動作しない場

合があります。 

 

変数名=[アプリ待機]  (値 1：アプリ名/PID) ((値 2：待機する秒数:初期値 30)) 

概要 ：＜アプリの起動を待機＞ 

値 1で指定したアプリが出現するまで処理を中断します。 

(何も指定しない場合は 30秒待つ) 

アプリの名前ではなく、アプリのファイル名で指定してください。うまく機能しない

アプリもあるので注意してください。 

変数名= とすると、変数名にアプリのプロセス ID(PID)が入ります。見つからない

場合は変数名に<-1>が入ります。 

例 1)アプリ待機 notepad.exe 10 //notepadが起動するまで 10秒待機します。 

例 2)PID=[アプリ待機] notepad.exe //最初に見つかった notepad.exeの PIDが変数に入りま

す 

 

アプリ存在確認 (値 1：アプリ名/PID) 

概要 ：＜アプリの存在を確認＞ 

値 1で指定したアプリが起動しているかどうか確認します。 

例) アプリ存在確認.chk notepad.exe 

   メッセージ.?chk アプリは存在します！ 

     メッセージ.!chk アプリは存在しません！ 
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アプリ強制終了 (値 1：アプリ名/PID) ((値 2：すべて終了する)) 

概要 ：＜アプリ強制終了＞ 

値 1で指定したアプリを強制的に終了します。値 2になにか文字が入っていると、

見つかったアプリをすべて強制終了します。保存してないデータが失われるので注意

してください。 

例)アプリ強制終了 notepad.exe 

 

アプリ終了待機  (値 1：アプリ名/PID) ((値 2：待機する秒数：初期値 30) 

概要 ：＜アプリ終了待機＞ 

値 1で指定したアプリが終了するまで処理を中断します(初期値では最大 30秒待つ)

名前またはプログラム名またはプロセス ID(PID)で指定してください。 

例)アプリ終了待機 notepad.exe 10 //notepadが終了するまで 10秒待機します。 

 

変数名=[起動アプリ情報] (値 1：アプリ名/PID)((値 2：PID,名前,使用メモリ,最大メモリ,パス)) 

概要 ：＜起動中のアプリ情報取得＞ 

値 1で指定したアプリの情報を取得して変数名に格納します。 

取得できる情報は、値 2に PID(プロセス ID)、名前(プロセスのファイル名)、使用

メモリ(プロセスが現在使用しているメモリサイズ)、最大メモリ(プロセスが使用し

た最大のメモリサイズ)、パス(起動アプリのファイルパス)を指定することで取得で

きます。 

 

例)$情報$=起動アプリ情報 notepad.exe PID,名前 

 

 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ26/89 

変数名=[起動アプリリスト]  (値 1：アプリファイル名/PID) ((値 2：PID,名前)) 

概要 ：＜起動しているアプリのリストを取得＞ 

値 1で指定したアプリファイル名に一致するリストを取得します。アプリファイル

名を*とすると、すべてのプロセスを取得します。値 2は取得する形を選択します。

PIDかファイル名かを選択できます。 

例 1) 

$リスト$=[起動アプリリスト] * 名前,PID 

リスト選択ダイアログ $リスト$ 

 

変数名=[ウインドウ待機]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID) (値 3：待機する秒数)) 

概要 ：＜ウインドウが出現するまで待機＞ 

値 1で指定したウインドウが出現するのを 30秒待ちます。 

値 2にアプリ名、値 3にウインドウが出現するのを待つ時間を設定できます。 

値 3が指定されていない場合、値 2に数値が入っていれば待つ時間の指定、それ以

外だとアプリ名として処理します。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ待機 メモ帳 

例 2)ウインドウ待機 メモ帳 10 

例 3)ウインドウ待機 * NotePad.exe 10 

 

変数名=[ウインドウ存在確認]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウの存在確認＞ 

値 1で指定したウインドウの存在を確認します。ウインドウ名を * とすると、最前

面のウインドウが対象になります。値 2の指定は必須ではありません 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ存在確認 メモ帳 

例 2)ウインドウ存在確認.chk * NotePad.exe 
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  メッセージ.?chk ウインドウは存在します 

  メッセージ.!chk ウインドウは存在しません 

 

変数名=[ウインドウ前面]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウが最前面かどうか＞ 

値 1で指定したウインドウが存在し、かつ最前面にいるかどうかを確認します。ウ

インドウ名を * とすると、最前面のウインドウが対象になります。値 2の指定は必

須ではありません 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ前面 メモ帳 

例 2)ウインドウ前面.chk * NotePad.exe 

  メッセージ.?chk ウインドウは最前面です 

  メッセージ.!chk ウインドウは最前面ではありません 

 

変数名=[ウインドウ]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID) (値 3：待機する秒数)) 

概要 ：＜ウインドウの切り替え＞ 

値 1で指定したウインドウに切り返えます。待機する秒数を指定しない場合、完全

に切り替わるまで、30秒待機します。 

値 1を指定しない場合、各ウインドウのタイトルをツールチップで表示します。 

ウインドウの順番の指定する数値指定に対応しています。 

ウインドウ名を * とすると、最前面のウインドウが対象になります。待機する秒数

を指定しない場合は 5秒待機します。 

値 3を指定しない場合、値 2に数字を入れると待機時間の指定、文字列だとアプリ

の指定として扱います。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ切り替え メモ帳 //メモ帳というウインドウに切り替えます 

例 2)ウインドウ  // 引数を指定しないとウインドウのタイトルとそれぞれを指定する番号が

表示されます。 

例 3)ウインドウ[3] //3番目のウインドウに切り替えます。 
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例 4)ウインドウ  * NotePad.exe 5 //NotePad.exe (メモ帳)の 最初のウイン

ドウに切り替えます。5秒以内に終わらないと失敗となります 

 

変数名=[ウインドウ最小化] (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウ最小化＞ 

値 1で指定したウインドウを最小化します。ウインドウ名を * とすると、最前面の

ウインドウが対象になります。値 2の指定は必須ではありません。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ最小化  メモ帳 

例 2)ウインドウ最小化  * NotePad.exe 

 

変数名=[ウインドウ最大化]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウ最大化＞ 

値 1で指定したウインドウを最大化します。ウインドウ名を * とすると、最前面の

ウインドウが対象になります。値 2の指定は必須ではありません。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ最大化  メモ帳 

例 2)ウインドウ最大化  * NotePad.exe 

 

変数名=[ウインドウ復元]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウ復元＞ 

値 1で指定したウインドウを復元します。(最小化または最大化状態からフリーサイ

ズに戻す動き)ウインドウ名を * とすると、最前面のウインドウが対象になります。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ復元  メモ帳 

例 2)ウインドウ復元  * NotePad.exe 

 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ29/89 

変数名=[ウインドウ非表示]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウを隠す＞ 

値 1で指定したウインドウを非表示にします。最小化ではなく、完全に見えなくな

りますので、「ウインドウを表示する」コマンドで元に戻さないと閉じることができ

なくなりますので注意してください。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ非表示  メモ帳 

例 2)ウインドウ非表示  * NotePad.exe 

 

変数名=[ウインドウ表示]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウを表示する＞ 

値 1で指定したウインドウが、非表示のウインドウの場合、表示します。変数名= 

とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名に<0>が

入ります。 

例 1)ウインドウ表示  メモ帳 

例 2)ウインドウ表示  * NotePad.exe 

 

 

変数名=[ウインドウ閉じる]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID)) 

概要 ：＜ウインドウ閉じる＞ 

値 1で指定したウインドウを閉じます。|で区切って複数のウインドウを閉じること

ができます。 

値 2にアプリのファイル名(メモ帳ならば Notepad.exe)を指定すると、そのアプリ

のウインドウのみ対象とします。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ閉じる  メモ帳 

例 2)ウインドウ閉じる  ドキュメント|ダウンロード 

例 3)ウインドウ閉じる * Notepad.exe //Notepad.exe の 一番先頭のウインドウを閉じる 
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変数名=[ウインドウ移動]  (値 1：ウインドウ名/ID) (値 2：アプリ名/PID) (値 3：移動位置ま

たは移動位置とウインドウサイズ) 

概要 ：＜ウインドウ移動＞ 

値 1で指定したウインドウを値 2(または値 2)の位置に移動します。位置の指定は[x

座標,y座標]または[x座標,y座標,ウインドウ幅,ウインドウ高さ]をピクセル単位で

指定します。 

 

ウインドウ名を * とすると、最前面のウインドウが対象になります。 

値 2にアプリのファイル名(メモ帳ならば Notepad.exe)を指定すると、そのアプリ

のウインドウのみ対象とします。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウ移動 メモ帳 [10,10,600,400] 

例 2)ウインドウ移動 * Notepad.exe [10,10,600,400] 

 

変数名=[ウインドウ閉じるのを待つ]  (値 1：ウインドウ名/ID) (値 2：アプリ名/PID) (値 3：待機する

秒数) 

概要 ：＜ウインドウ閉じるのを待つ＞ 

値 1で指定したウインドウが閉じるの指定した秒数待ち続けます。たとえばなにか

処理中のダイアログが閉じたらシャットダウンしたいときなどに使います。 

ウインドウ名を * とすると、最前面のウインドウが対象になります。 

値 3を指定しない場合、値 2に数字を入れると待機時間の指定、文字列だとアプリ

の指定として扱います。 

変数名= とすると、変数名にウインドウ IDが入ります。見つからない場合は変数名

に<0>が入ります。 

例 1)ウインドウを閉じるのを待つ メモ帳 1800 

例 2)ウインドウを閉じるのを待つ * NotePad.exe 1800 
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変数名=[ウインドウサイズ]  (値 1：ウインドウ名/ID) (値 2：アプリ名/PID) (値 3：全体位置/左上位

置/幅/高さ) 

概要 ：＜ウインドウの現在の位置とサイズを取得＞ 

値 1で指定したウインドウの位置とサイズを取得して変数名に格納します。値 2(ま

たは値 3）に 全体位置/左上位置/幅/高さ サイズ のいずれかを指定して、その数値

を取得することができます。 

例 1)ウインドウサイズ メモ帳 $サイズ$ 

例 2)ウインドウサイズ * NotePad.exe 高さ $高さ$ 

 

変数名=[ウインドウ情報]  (値 1：ウインドウ名/ID) (値 2：アプリ名/PID) (値 3：タイトル,

位置,幅,高さ,存在,可視,有効,最前面,最小化,最大化,アプリ名,ハンドル) (値 4：表

示/非表示) 

概要 ：＜ウインドウの情報を取得＞ 

ウインドウに含まれる情報を取得します。タイトル,位置(の座標),高さ,幅,存在(する

かどうか),可視(見えているか、隠れているか),有効(グレーアウトしているかどう

か),最前面(最前面かどうか),最小化,最大化,アプリ名(ウインドウを表示しているア

プリのプロセス名),ハンドル(ウインドウ固有の ID) 

例 1)ウインドウ情報 メモ帳  notepad.exe タイトル $情報$ 

例 2)ウインドウ情報 メモ帳  ハンドル $ハンドル$ 

 

 

変数名=[ウインドウリスト]  (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID) (値 3：タ

イトル,ハンドル,非表示)) 

概要 ：＜ウインドウのリストを取得＞ 

ウインドウのリストを取得します。値 1のウインドウ名に*をつけると、その文字列

を含むウインドウが取得できます。アプリのファイル名を値 2に設定すると、さら

にアプリケーションを絞り込むことができます。 

値 3にタイトル,ハンドル,非表示 のいずれかまたはすべての記述をすると取得でき

る情報が変化します。 

例 1) $リスト$=ウインドウリスト メモ帳  explorer.exe 
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例 2) $リスト$=[ウインドウリスト]  

例 3) $リスト$=[ウインドウリスト] * explorer.exe タイトル,ハンドル 

リスト選択ダイアログ $リスト$ 

 

変数名=[ウインドウ数変化待機] (値 1：ウインドウ名/ID) ((値 2：アプリ名/PID) (値 3：秒数)) 

概要 ：＜ウインドウ数が変化するのを待つ＞ 

ウインドウ数が変化するのを待ちます。どんなタイトルが開いてくるか不明だが、ウ

インドウが新しく開くのを待ちたい場合に使います。 

使い方は、秒数に -1 を入れると、現在の状況をメモリ上に記憶し、もう一度コマン

ドを実行することでメモリに記憶したウインドウ数と比較して、ウインドウが増える

まで待つという流れです。 

変数名= とすると、変数名に最前面のウインドウの IDが入ります。 

なお、コマンドの実行毎にメモリ上には前回の値が残り続けるので、連続して 1つ

ずつ増えるのを確認するような処理でもつかえます。 

例 1) 

ウインドウ数変化待機 * explorer.exe -1 

ファイル開く c:\windows 

ウインドウ数変化待機 * explorer.exe 10 

メッセージ ウインドウ数が変化しました。 

 

例 2） 

ウインドウ数変化待機 * explorer.exe -1 

ファイル開く c:\windows 

ウインドウ数変化待機 * explorer.exe 

メッセージ ウインドウ数が変化しました。 

ファイル開く c:\windows\system32 

ウインドウ数変化待機 * explorer.exe 

メッセージ ウインドウ数が変化しました。  



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ33/89 

■■ メニュー操作 ■■ 

 

メニュー  (値 1：メニュー階層 1) (値 2：メニュー階層 2) .... 

概要 ：＜メニュー＞ 

値 1〜値 4までの指定でメニューを選択します。| で区切ることでも階層を指定でき

ます。※リボンや特殊なアプリでは動作しない場合があります。 

例 1)メニュー ファイル 開く 

例 2)メニュー ファイル|開く 

※アプリケーションによってはこの命令を受け付けません。その場合は、キー入力 [alt+f].. 

で代用してください 

 

 貼り付け  (値 1：貼り付けたい文字列) 

概要 ：＜貼り付け＞ 

値 1で指定した文字列をクリップボード経由で貼り付けます。実際はテキストをコ

ピーして ctrl + v するだけなので、テキスト入力エリアが最前面にあるようにスク

リプトを工夫する必要があります。 

例)貼り付け 自動で文字を貼り付け 

 

■■ ダイアログ操作 ■■ 

 

 ボタン  (値 1：ボタン名) 

概要 ：＜ボタン＞ 

値 1で指定したボタン名のボタンをクリックします。値 1を指定しない場合、ボタ

ン番号がツールチップで表示されます。 

例 1)ボタン  OK 

例 2)ボタン[2] 

 // 2つめのボタンを押します。ボタンの番号を知りたい場合は「ボタン」とだけ書いて実

行します。 
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 チェックボックス  (値 1：チェックボックスのラベル) (値 2：ON または OFF) 

概要 ：＜チェックボックス＞ 

値 1で指定したチェックボックスの ON/OFFを値 2で指定します。 

例)チェックボックス  次回から表示しない ON //オフにしたい場合は ONを OFF

としてください 

 

 

 エディット  (値 1：置き換えたい文字列) 

概要 ：＜エディット＞ 

値 1で指定した文字列を直接 ダイアログの文字枠(エディット)に書き込みます。ク

リップボードを経由しません。また、値 1を指定しない場合、エディットの位置番

号をツールチップで表示します。 

例 1)エディット こんにちは 

  //すでにエディットに「あいうえお」がはいっていると「あいうえお」が消えて「こんにちは」に

置き換わります 

例 2)エディット[2] ハロー 

 //ダイアログの 2番目のエディットにハローを代入します 
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 エディット追加  (値 1：追加したい文字列) 

概要 ：＜エディット追加＞ 

値 1で指定した文字列を現在のエディットフィールドの文字列に追加します。 

例 1)エディット追加  たろうさん //すでにエディットに「こんにちわ」が入っている

ばあい「こんにちはたろうさん」になります 

例 2)エディット追加[2] パンダ //ダイアログの 2番目のエディットにパンダを代入します 

 

 

 

 リストボックス (値 1:リストボックスの選択肢) 

概要 ：＜リストボックス＞ 

値 1で指定したリストボックスの項目を選択します。値 1を指定しないとリストボ

ックスの番号をツールチップで表示します。 

例 1)リストボックス ///リストボックスの番号を確認 

例 2)リストボックス[2] MSゴシック // 2つめのリストボックスの選択を MSゴシックにします 

 

■■ マウス操作 ■■ 

 

 マウスクリック  (値 1：クリックしたい座標) ((値 2：ウインドウ名/ID)) 

概要 ：＜マウスクリック＞ 

値 1に指定されている座標をクリックします。座標は[x,y]という書式で書きます。

値 2に基準となるウインドウ名またはウインドウ IDを指定すると、座標指定はウイ

ンドウからの相対位置になります。なお、このコマンドのみ[]で数字しているする

と、マウスボタンを指定できます。(例:マウスクリック[2] [10,10] で右クリック) 

例 1)マウスクリック [100,200] 

            ///デスクトップ左上から、100ドット横、200ドット下の位置をクリックします。 

例 2)マウスクリック [10,20]  無題 

    // 無題というウインドウ左上から 10ドット横、20ドット下の位置をクリックします。 

例 3)マウスクリック[3] [10,20] 

           // 左上から 10ドット横、20ドット下の位置を中央ボタンでクリックします。 
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マウスダブルクリック  (値 1：ダブルクリックしたい座標) ((値 2：ウインドウ名/ID)) 

概要 ：(マウスダブルクリック) 

値 1に指定されている座標をダブルクリックします。座標は[x,y]という書式で書き

ます。値 2に基準となるウインドウ名またはウインドウ IDを指定すると、座標指定

はウインドウからの相対位置になります。 

記述例：「マウスダブルクリック [100,200]」 

   ※デスクトップ左上から、100ドット横、200ドット下の位置をダブルクリックします。 

記述例：「マウスダブルクリック [10,20]  無題」 

   ※無題というウインドウ左上から 10ドット横、20ドット下の位置をダブルクリックします。 

 

マウストリプルクリック  (値 1：クリックしたい座標) ((値 2：ウインドウ名/ID)) 

概要 ：＜マウストリプルクリック＞ 

値 1に指定されている座標を 3回(トリプル)クリックします。座標は[x,y]という書

式で書きます。値 2に基準となるウインドウ名またはウインドウ IDを指定すると、

座標指定はウインドウからの相対位置になります。 

例 1)マウストリプルクリック [100,200] 

    //デスクトップ左上から、100ドット横、200ドット下の位置をトリプルクリックします。 

例 2)マウストリプルクリック [10,20]  無題 

  //無題というウインドウ左上から 10ドット横、20ドット下の位置をトリプルクリックします。 

 

マウス右クリック  (値 1：右クリックしたい座標) ((値 2：ウインドウ名/ID)) 

概要 ：＜マウス右クリック＞ 

値 1に指定されている座標を右クリック(第２ボタンのクリック)します。座標は

[x,y]という書式で書きます。値 2に基準となるウインドウ名またはウインドウ ID

を指定すると、座標指定はウインドウからの相対位置になります。 

例 1)マウス右クリック [100,200] 

     //デスクトップ左上から、100ドット横、200ドット下の位置を右クリックします 

例 2)マウス右クリック [10,20]  無題 

    //無題というウインドウ左上から 10ドット横、20ドット下の位置を右クリックします 
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マウス移動  (値 1：移動先の座標) 

概要 ：＜マウス移動＞値 1に指定されている座標をにマウスポインタを移動します。座標

は[x,y]という書式で書きます。 

例)マウス移動 [100,200] 

  //デスクトップ左上から、100ドット横、200ドット下の位置に移動します。 

 

マウスドラッグ (値 1：開始位置の座標) (値 2：移動先の座標) 

概要 ：＜マウスドラッグ(ボタン 1)＞値 1から値 2までドラッグします。座標は[x,y]とい

う書式で書きます。 

例)マウスドラッグ [10,10]  [100,200] 

  //デスクトップ左上 10ドット横、10ドット下から、100ドット横、200ドット下の位置にドラッ

グします。 

 

右マウスドラッグ (値 1：開始位置の座標) (値 2：移動先の座標) 

概要 ：＜マウスドラッグ(ボタン 2)＞値 1から値 2まで右ボタン(第 2ボタン)ドラッグし

ます。座標は[x,y]という書式で書きます。 

例)右マウスドラッグ [10,10]  [100,200] 

  //デスクトップ左上 10ドット横、10ドット下から、100ドット横、200ドット下の位置にドラッ

グします。 

 

マウスホイール  (値 1：上 または 下) (値 2：まわす回数) 

概要 ：＜マウスホイール＞値 1に方向にマウスホイールを値 2の数値ぶん回転します。回

す回数は 1〜10までの範囲で指定します 

例 1)マウスホイール 上 10 

  //マウスの現在位置でホイールを回す操作をします。このためウインドウに重なっていないとなに

も起きません 

例 2) 

 ウインドウ ドキュメント 
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 マウス移動 ドキュメント 

  マウスホイール  下 2 

 

マウスダウン (値 1：押さえるボタン left/right/middle) 

概要 ：＜マウス押しっぱなし＞ 

値 1で指定されたボタンを押さえます。left が左ボタン、right が右ボタン、middle 

が中央ボタンです 

例)マウスダウン left 

 

マウスアップ (値 1：離すボタン left/right/middle) 

概要 ：＜マウス押しっぱなしから離す＞ 

マウスダウンで押さえっぱなしになっているボタン(値 1で指定)を押さえっぱなしか

ら解除します。 

例)マウスアップ left 

 

 マウスをもどす 

概要 ：＜マウスを最後に移動した前の場所に戻す＞ 

マウスクリックで移動したマウスポインタをコマンド実行直前の位置に戻します。画

像判定でクリックした後、クリックすべきボタンにマウスが重なった状態になるた

め、画像判定で一致しなくなるのを防ぎます 

例)マウスをもどす 

 

 変数名=[マウスの現在位置]  (値 1：クリック操作のタイミングで取得) 

概要 ：＜マウスの現在の位置を取得＞ 

マウスの現在位置を取得します。値 2が何か指定されていると、マウスクリックし

たタイミングでマウスの位置を取得します 

例1) $point=[マウスの現在位置] 

例2) $point=[マウスの現在位置] クリックを待つ 
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■■ キー操作 、特殊キー入力■■ 

 

 キー入力   (値 1：入力したい文字、または特殊キー) ((値 2:対象のウインドウ名/ID)) 

概要 ：＜文字列の入力＞ 

文字を入力します。日本語を入れることで日本語も入力できます。キーボードショー

トカットのような組み合わせも送信できます。値 2にウインドウ名またはウインド

ウ IDを入れることで、そのウインドウに切り替えて入力を行うようにできます。 

 

例 1)キー入力 あいうえお 

例 2)キー入力 さしすせそ メモ帳 

 

例) 

キー入力  [control+c] 

キー入力  ここにひらがなまたは Alphabet 

キー入力  {!}+!# メモ帳 

キー入力  [無変換] メモ帳 

 

◎ control や shiftなどのキーを入力したい場合は[]で囲んでください 

キー入力 [shift] 

 

※どのような特殊キーが使えるかは、「キー入力 表記法一覧」を参照 

 

キー入力 表記法一覧 

書き方 押される(入力され

る)キー 

書き方例 

ctrl または control または rctrl ※ Ctrl キー キー入力 [ctrl+n] 

alt  または ralt ※ Altキー キー入力 [alt+f] 

shift または rshift ※ Shift キー キー入力 [shift+a] 

win または rwin ※ Windows キー キー入力 [win+f] 

bs または backspace BSキー キー入力 [bs] 
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書き方 押される(入力され

る)キー 

書き方例 

delete  または del DELキー キー入力 [del] 

tab TABキー キー入力 [tab] 

ins  または insert INSキー キー入力 [ins] 

f1、f2、f3、... f12 F1から F12まで キー入力 [f5] 

up、down、left、right 矢印キー キー入力 [up] 

pageup PAGE UP キー入力 [pageup] 

pagedown PAGE DOWN キー入力 [pagedown] 

kanjikey  または 半角/全角 半角/全角 キー キー入力 [半角/全角] 

無変換、変換、かな、英数 無変換、変換、か

な、英数 

キー入力 [無変換] 

キー入力 [変換] 

キー入力 [かな] 

キー入力 [英数] 

enter  または return enter キー キー入力 [enter] 

home home キー キー入力 [home] 

end end キー キー入力 [end] 

appskey appskey キー(通

常、ショートカッ

トメニューが表示

される) 

キー入力 [appskey] 

space スペースキー キー入力 [space] 

esc esc キー入力 [esc] 

home home キー入力 [home] 

printscreen printscreen キー入力 [printscreen] 

 

※rから始まるキー表記(rshiftなど)はキーボード右側の特殊キー(shiftキー)ということにな

ります。アプリによっては左と右で機能が異なる場合があります。 
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また、以下のコマンドで ctrl,alt,shift,winのキーを押しっぱなし(down)にしたり、押しっぱ

なしの解除(up)が可能です。操作に失敗すると、KtiSprocket を終了してもキーが押されっ

ぱなしになるので、扱いには十分注意してください。 

書き方 押される(入力される)

キー 

書き方例 

ctrldown Ctrl キー キー入力 [ctrldown] 

ctrlup Ctrl キー キー入力 [ctrlup] 

altdown Alt キー キー入力 [altdown] 

altup Alt キー キー入力 [altup] 

shiftdown SHIFT キー キー入力 [shiftdown] 

shiftup SHIFT キー キー入力 [shiftup] 

windown Windows キー キー入力 [windown] 

winup Windows キー キー入力 [winup] 

 

 

[特殊機能] 

キー入力 abcd "" 100 50 とすると「abcd」の 1文字ずつの入力間隔が 1000

分の 100秒になります。また キーを押さえ続ける時間が 1000分の 50になります。 

キー入力の速度は、環境設定でも変更できます。 

 

※ 右クリックメニューの表記と入力されるコマンド 

キー操作： 

(上矢印キー)キー入力 [up] 

(下矢印キー)キー入力 [down] 

(左矢印キー)キー入力 [left] 

(右矢印キー)キー入力 [right] 

(Shift キー押しっぱなし)キー入力 [shiftdown] 

(Shift キー押しっぱなしからはなす)キー入力 [shiftup] 

(Ctrl キー押しっぱなし)キー入力 [ctrldown] 

(Ctrl キー押しっぱなしからはなす)キー入力 [ctrlup] 
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特殊キー入力： 

(Home キー)キー入力 [home] 

(End キー)キー入力 [end] 

(Enter キー)キー入力 [enter] 

(Tab キー)キー入力 [tab] 

(Esc キー)キー入力 [esc] 

(半角/全角キー)キー入力 [半角/全角] 

(Ins キー)キー入力 [ins] 

(Del キー)キー入力 [del] 

(BS キー)キー入力 [bs] 

(Printscreen キー)キー入力 [printscreen] 

(Ctrl と Home を同時に押す)キー入力 [ctrl+home] 

(Alt と f を同時に押す)キー入力 [alt+f] 

(Shift と Ctrl と c を同時に押す)キー入力 [shift+ctrl+c] 
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■■ 文字列、数値の操作 ■■ 

 

変数名=[文字入力ダイアログ]  (値 1:キャプション) (値 2:初期値) (値 3:伏せ字として使う文

字) 

概要 ：＜文字の入力ダイアログを表示＞ 

文字を入力するダイアログを表示します。初期値を指定できます。値 3に文字を入

れるとその文字を伏せ字として利用できます 

例 1) $文字$=文字入力ダイアログ 文字を入れてください  

例 2) $文字$=文字入力ダイアログ 文字を入れてください http://  

例 3）$文字$=文字入力ダイアログ パスワードを入力してください "" * 

メッセージ $文字$  

 

変数名=[文字数] (値 1:数えたい文字列) (値 2:検索する文字) 

概要 ：＜文字数を数える＞ 

文字数を数えます。特定の文字数だけを数えたい場合は、値 2に文字列を入れます 

例 1) $文字数$=文字数  あいうえお  

      メッセージ $文字数$ 

例 2) $要素数$=文字数  A|B|C  | 

     メッセージ $要素数$ 

 

文字を比較 (値 1:文字列 1) (値 2:文字列 2)  (値 3:比較条件) 

概要 ：＜文字列を比較＞ 

文字列(または変数名)と文字列を比較し、値 1が値 2(または値 2が値 1)に含まれて

いれば成立します。文字数の多い方を自動的に親と判断するので、値 1と値 2のど

ちらにどの文字列を指定しなければならないかということを考える必要がありませ

ん。 

 

結果はグループ指定で取得します。 

値 3はオプションで = で完全一致、< で、先頭一致 > で末尾一致 となります。 
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例 1) $テストファイル$=c:\test.text 

文字を比較.chk $テストファイル$ c:\test.text 

        メッセージ.?chk 文字列は同じです。 

   メッセージ.!chk 文字列は異なります。 

例 2)文字を比較.chk ows Windows > //成立 

例 3)文字を比較.chk Win Windows < //成立 

例 4)文字を比較.chk Windows Windows = //成立(大文字小文字区別します) 

例 5)文字を比較.chk Windows Win < //成立 

 

変数名=[文字を置換]  (値 1:文字列) (値 2:探す文字列) (値 3:置換後の文字列)  

概要 ：＜文字列を置換＞ 

文字列を置換します。大文字小文字の区別はしません。 

 

例 1) $置換後$=文字を置換 c:\test.txt c:\ c:\temp\ 

        メッセージ  $置換後$ 

 

変数名=[文字を切り取り] (値 1:切り取りしたい文字列) (値 2:開始位置)    (値 3:終了位置)  

概要 ：＜文字列を切り取り＞ 

文字列を指定範囲で切り取ります。 

値 2と値 3において、<> と [] を使った特殊な書き方をすることで、切り取る範囲

の微調整を行うことができます。 

<> は文字を検索する方向と文字を切り取る位置を示します。 

「あ AAAAい」を切り取る場合、 

[A<]とすると 「あ AAAAい」のいちばん右の Aの位置となり、結果は「あ AAAA」

となります。 

[A>]とすると一番左の Aとなり「あ A」になります。 

例 1) $結果$=文字を切り取り  あいうえお い え  

        メッセージ $結果$ 

例 2) $結果$=文字を切り取り あいうえお [い>] [<お] 

  $結果$に「うえ」が入ります。 

例 3) $結果$=文字を切り取り あいうえお [>い] [お<] 
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     $結果$に「いうえお」が入ります。 

例 4) $結果$=文字を切り取り あいうえおかきくけ [い>う] [か<き] 

     $結果$に「うえおか」が入ります。 

例 5) $結果$=文字を切り取り c:\folder\data.txt [\<] .txt 

     $結果$に「data.txt」が入ります。 

 

変数名=[文字並べ替え]  (値 1:並べ替えしたい文字列) (値 2:並べ替えの設定) (値 3:区切り文字) 

概要 ：＜文字列を並び替える＞ 

文字列を並べ替えの設定に従って、並び替えます。区切り文字を利用することで、例

えば「100,10,110,5」のような数値や「あああ|いいい|あ|えええ」の文字列を並び

替えることができます。 

 

設定には、昇順か降順か、数字かを指定できます。「降順,数字」のように書きま

す。設定がない場合や矛盾する要素が設定された場合はは、文字数とコード順(比較

する文字数が同じ場合)の昇順となります。 

 

例 1) $並替後$=文字並べ替え  あああ|いいい|え|ううう |  

        メッセージ  $並替後$ 

例 2) $並替後$=文字並べ替え  あああ|いいい|え|ううう 降順 |  

        メッセージ  $並替後$ 

例 3) $並替後$=文字並べ替え  100,10,500,0001 数字 ,  

        メッセージ  $並替後$ 

例 4) $並替後$=文字並べ替え  100,10,500,0001 降順,数字 ,  

        メッセージ  $並替後$ 

 

変数名=[文字コード]  (値 1:コードを得たい文字列) 

概要 ：＜文字コードを取得＞ 

値 1に指定した文字列を|区切りの文字コード(ユニコードで 10進数表記)に変換

し、値 2の変数名に格納します。 
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例 1) $aiueo$=文字コード あいうえお  

            メッセージ $aiueo$ 

 

変数名=[コードから文字] (値 1:文字コード) 

概要 ：＜コードを文字に変換＞ 

値 1に指定した文字コード(|区切りの文字コード(ユニコードで 10進数表記))から、

文字列に変換し、値 2の変数名に格納します。 

 

例 1) $aiueo$=文字コード  12354|12356|12358|12360|12362   

    メッセージ $aiueo$ 

 

 

変数名=[16進数に変換] (値 1:数値) (値 2:桁数)  

概要 ：＜16進数に変換＞ 

値 1に指定した 10進数の数値を 16進数に変換します。値 2に桁数、値 3に変数名

とすると、出力される 16進数が指定した桁数で表記されます。 

桁数の指定は省略可能 

 

例 1) $aiueo$=16進数に変換 100  

    メッセージ $aiueo$ 

例 2) $aiueo$=16進数に変換 100 3  

    メッセージ $aiueo$ 

 

変数名=[10進数に変換] (値 1:16進数の文字列) 

概要 ：＜10進数に変換＞ 

値 1に指定した 16進数の文字列を 10進数に変換します。(表記法は 数値のみまた

は 0x から始まる文字列に対応) 

 

例 1) $aiueo$=10進数に変換 064  

    メッセージ $aiueo$ 
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例 2) $aiueo$=10進数に変換 0x064 

    メッセージ $aiueo$  

 

■■ ファイル操作 ■■ 

 

ファイル開く  (値 1：開くファイルのパス) ((値 2：開きたいアプリ)) 

概要 ：＜ファイルを開く＞ 

値 1で指定したパスのファイルを開きます。値 2でアプリを指定すると、アプリを

指定してファイルを開くことができます。 

例)ファイル開く c:\sample\readme.txt notepad.exe 

 

ファイル移動  (値 1：移動するファイルのパス) (値 2：移動先のファイル、またはフォルダパス) 

(値 3：上書き) 

概要 ：＜ファイルを移動＞ 

値 1で指定したパスのファイルを値 2のパスに移動します。フォルダにも対応しま

す。値 3になにか文字を入れておくと、既存のファイルを上書きします。 

例 1)ファイル移動 c:\sample\readme.txt d:\ 

例 2)ファイル移動 c:\test.doc c:\Users\test\Desktop\test.doc 上書き 

※値 3 に書く文字列はどのようなものでも OK 

 

ファイルコピー  (値 1：コピーしたいファイルのパス) (値 2：コピー先のファイル、またはフォ

ルダパス) ((値 3：上書き)) 

概要 ：＜ファイルをコピー＞ 

値 1で指定したパスのファイルを値 2のパスにコピーします。値 3に任意の文字列

があると、コピー先に同名のファイルがある場合は上書きします。フォルダにも対応 

例 1) ファイルコピー c:\sample\readme.txt d:\ 

//↑d:\に readme.txt があると上書きしない 

例 2）ファイルコピー c:\sample\readme.txt d:\ 上書き 

//↑d:\に readme.txt があると上書きする 

※値 3 に書く文字列はどのようなものでも OK 
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ファイル削除  (値 1：削除するファイルまたはフォルダのパス) ((値 2：完全削除)) 

概要 ：＜ファイルを削除＞ 

値 1で指定したパスのファイルを削除します。値 2に指定がないとファイル、フォ

ルダをゴミ箱に移動します。値 2に任意の文字列があると、ファイルを完全に削除

するため復活できませんので注意。フォルダの場合はフォルダを削除します。 

例 1)ファイル削除 c:\sample\readme.txt 完全に削除する  // readme.txt は

復元不可能になります 

例 2)ファイル削除 c:\sample\readme.txt //readme.txt はゴミ箱に移動します。後

でゴミ箱から復活させることができます 

 

変数名=[ファイル選択]  ((値 1：キャプション) (値 2：拡張子指定)) 

概要 ：＜ファイルを選択＞ 

ファイル選択ダイアログを表示して、新規ファイルの指定や既存ファイルを選択しま

す。(値 1：キャプション)にファイル選択ダイアログに表示する文字列、(値 2：拡張

子指定)には、絞り込みたい拡張子を|区切りで指定します。 

 

例 1) $パス$=ファイル選択 TXTファイルを指定してください txt|jpg|gif  

 

変数名=[ファイル名取得] (値 1：ファイルのパス) ((値 2：拡張子不要)) 

概要 ：＜ファイル名を取得＞ 

値 1で指定したファイルパスのファイル名だけ取得します。値 2に任意の文字列と

配置すると、拡張子なしのファイル名が取得できます。 

例 1) $filename=ファイル名取得  c:\Users\hoge\text.txt  

     //→ $filename に text.txt が格納されます 

例 2) $filename=ファイル名取得  c:\Users\hoge\text.txt no拡張子  

     //→ $filename に text が格納されます 
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変数名=[親フォルダ取得] (値 1：ファイルのパス) (値 2：存在を無視) 

概要 ：＜親フォルダのパスを取得＞ 

値 1で指定したファイルパスの直前のフォルダパスを取得します。値 2になにか文

字を入れると、パスが実際に存在していなくても親フォルダのパスを生成します。 

例) $pfolder=親フォルダ取得  c:\Users\hoge\text.txt  

    //→ $pfolder に c:\Users\hoge が格納されます 

 

変更後のファイル名=[ファイル名変更] (値 1：ファイルのパス) (値２:変更後の名前) 

概要 ：＜ファイル名の変更＞ 

値 1で指定したファイルパスのファイル名(またはフォルダ名)を値 2で指定した名

前に置き換えます 

(場所を移動したい場合は ファイル移動 コマンドを使ってください) 

例)ファイル名変更  c:\Users\hoge\text.txt result.txt 

     //→ c:\Users\hoge\text.txt が c:\Users\hoge\result.txt に変更される 

 

変数名=[ファイル情報]  (値 1：ファイルのパス) (値 2：情報の種類) 

概要 ：＜ファイルの情報取得＞ 

値 1で指定したファイルパスのファイル名(またはフォルダ名)の更新日時などを取得

します。値 2を指定しない場合は、更新日時が返ります。 

 

値 2に指定できる文字は、「更新日時」「作成日時」「アクセス日時」「サイズ」

「バージョン」「リンク」「属性」となります。 

同時に取得したい場合、「,」で区切って指定します。(結果はそれぞれが改行で区切

られて返ります) 

(例：更新日時,サイズ,バージョン) 

 

属性については、ファイルまたはフォルダの属性が以下のアルファベットが組み合わ

されて返ります 

R … 読み取り専用  

A … アーカイブ 

S … システム属性 
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H … 不可視 

N(I) … 非インデックス対象ファイル属性 

D … フォルダである 

O … オフライン属性 

C … 圧縮属性 

T … 一時ファイル属性 

X … スクラブファイルなし属性 

 

例 1) $info$=ファイル情報  c:\Users\hoge\text.txt 更新日時,サイズ  

   //  

//2021/8/29 11:00:12|16 

//の文字列が$info$に格納されます。 

 

例 2)$attrib$=ファイル情報  c:\Users 属性 

  //→ $attrib$ に D が入る 

※「リンク」はファイルパスがショートカットだった場合のみ有効。オリジナルのパスを返します 

 

ファイル確認  (値 1：存在を確認するファイルまたはフォルダのパス) 

概要 ：＜ファイルの存在確認＞ 

値 1で指定したパスのファイルの存在を確認します。ファイルが存在しないことを

取得するにはグループ機能を使います。 

記述例：ファイル存在確認.fchk c:\macos\bbb.txt 

            メッセージ.!fchk ファイルが存在しません 

 

変数名=[ファイル読み込み]  (値 1：テキストファイルのフルパス) 

概要 ：＜ファイルを読み込む＞ 

値 1で指定したパスにあるテキストファイルの中身を読み込んで、値 2で指定した

変数名に格納します。 

例) $testの中身$=ファイル読み込み c:\test.txt  
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ファイル書き込み (値 1：書き込む文字列または変数名) (値 2：書き込むファイルのフルパス)

 ((値 3：上書きするかどうか)) 

概要 ：＜ファイルに書き込み＞ 

値 1で指定したデータを値 2のパスに書き込みます。値 3になにか文字列を入力し

ていると既存のファイルを上書きします。 

値 3を指定しない場合、追記型として動作します。（中身が追加される） 

別名保存のような動作をしたい場合、ファイル確認 コマンドにより確認して処理を

分岐させてください 

例)ファイル書き込み 書き込みデータ@改行@あいうえお c:\text.txt 

 

ファイル消去 (値 1：テキストファイルのパス) 

概要 ：＜ファイルの中身を消去＞ 

値 1で指定したテキストファイルの中身だけ消去します。ファイル自体は消えませ

ん。確認メッセージなどは表示されないため十分注意して使用してください。 

例)ファイル消去  c:\text.txt 

 

変数名=[ファイルリスト] (値 1：ファイルリストを取得したいフォルダのパス) ((値 2：ファイル

リストの区切り文字(初期値は|)) 

概要 ：＜ファイルリスト＞ 

値 1で指定したフォルダの中身のファイルリストを日付など情報付きで取得し、|で

区切られた文字列で、変数に格納します。値 2で区切り文字を指定して区切り文字

は変更することができます。 

例 1) $winfilelist$=ファイルリスト c:\windows  

例 2) $winfilelist$=ファイルリスト c:\windows @改行@  

 

 

変数名=[フォルダリスト] (値 1：フォルダリストを取得したいフォルダのパス)  ((値 2：ファイル

リストの区切り文字(初期値は|)) 

概要 ：＜フォルダリスト＞ 

値 1で指定したフォルダの中身のフォルダリストを取得し、|で区切られた文字列
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で、変数に格納します。値 2で区切り文字を指定して区切り文字は変更することが

できます。 

例 1) $winfolderlist$=フォルダリスト c:\windows  

例 2) $winfolderlist$=フォルダリスト c:\windows @改行@ 

 

フォルダ作成 (値 1：作成したいフォルダのフルパス) 

概要 ：＜フォルダを作成＞ 

値 1で指定したフォルダパスを作成します。 

例)フォルダ作成 %userprofile%\Download\test 

※%userprofile% は Windows で定義されているユーザーフォルダとなります。ユーザー名が kanji だったら 

c:\Users\kanji  となります。 

 

変数名=[フォルダ選択]  ((値 1：キャプション) (値 2：初期フォルダのパス)) 

概要 ：＜フォルダを選択＞ 

フォルダ選択ダイアログを表示して、フォルダを選択します。値 1にフォルダ選択

ダイアログに表示する文字列、値 2には、最初に開きたいフォルダの位置を指定し

ます。 

 

例 1)$選択フォルダ$=フォルダ選択 結果を保存するフォルダを指定してください c:\test  

 

URLを開く  (値 1：開きたい URL) 

概要 ：＜URLを開く＞ 

値 1で指定した URLをデフォルトブラウザで開きます。 

例)URLを開く http://kitworksinc.com 

 

変数名=[インターネット読み込み] (値 1：読み込みたい URL) 

概要 ：＜インターネットのコンテンツを読み込む＞ 

値 1で指定した URLの HTMLソースを取得します。 
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例) $google$=インターネット読み込み https://www.google.com  

 

インターネットダウンロード (値 1：httpから始まるアドレス) (値 2：書き込むファイルへのパ

ス) (値 3：既存ファイルを上書きするかどうか) 

概要 ：＜インターネットのファイルをダウンロード＞ 

値 1で指定した URLを値 2のパスにダウンロードします。値 2は完全なパスを指定

してください。例えば画像ファイルをデスクトップにダウンロードする場合、記述例

1のようになります。 

例 1)インターネットダウンロード https://www.google.com/images/nav_logo229.png

を%USERPROFILE%\Desktop\nav_logo2291.png 

//  %USERPROFILE%はログインしているユーザーのルートフォルダに変換されます。 

 

サーバーに接続 (値 1：\\から始まるアドレス) (値 2：ユーザー名) (値 3：パスワード)

 (値 4:接続するドライブ文字) 

概要 ：＜ファイルサーバーに接続＞ 

値 1で指定したファイルサーバーを値 4で指定したドライブにマップします。ドメ

インアカウントで接続するときはユーザー名を「ドメイン名\アカウント」にしま

す。 

例)サーバーに接続  \\server1\share user password x: 

 

ショートカットの作成 (値 1：プログラム/ファイルへのパス) (値 2：作成するショートカットのパス) 

 (値 3：プログラムへの引数) 

概要 ：＜ショートカット作成＞ 

値 1で指定したアプリ or ファイルのショートカットを値 2のリンクに作成します。

値 3には値 1がアプリだった場合の引数を指定できます。 

例)ショートカット作成  c:\App.exe c:\Users\test\Desktop\App.lnk 
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専用ショートカットの作成 (値 1：スクリプトファイルのパス) (値 2：作成するショートカットの

パス)  (値 3：アイコン No) 

概要 ：＜専用ショートカット作成＞ 

値 1で指定したスクリプトのパスを簡単に実行するためのショートカットを作成し

ます。アイコン Noは 4-319までの範囲で指定可能です。 

例)専用ショートカット作成 c:\script.txt c:\Users\test\Desktop\test.lnk 5 

 

■■ 画像検出と操作 ■■ 

 

イメージチェック (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:領域またはウインドウ名/ID) 

概要 ：＜イメージチェック＞ 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所が画面に存在するかどうかをチェッ

クします。。値 2にウインドウ名かウインドウ ID、[]で囲った画面領域

([10,100,200,500])指定か、検出したい画像ファイルのパスを入れておくとその領

域に限定してイメージを検索します。グループ機能を使って判定などに利用します。 

例 1)イメージチェック.test c:\test.png 

例 2)イメージチェック.test c:\test.png [10,100,50,500] 

例 3)イメージチェック.test c:\test.png Facebook 

例 4)イメージチェック.test c:\test.png [c:\bigtest.png]  //<-bigtest.png を画面上

に見つけたら、その矩形ないに test.png があるかどうかを見つけます。 

        メッセージ.test 画像が見つかりました 

   メッセージ.!test 画像が見つかりませんでした 

 

イメージへ移動 (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:領域またはウインドウ名/ID) 

概要 ：＜イメージへ移動＞ 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所にマウスポインタを移動します。値 2

にウインドウ名かウインドウ ID、[]で囲った画面領域([10,100,200,500])指定か、

検出したい画像ファイルのパスを入れておくとその領域に限定してイメージを検索し

ます。 

例 1)イメージへ移動 c:\test.png 
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イメージクリック (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:領域またはウインドウ名/ID) 

概要 ：＜イメージクリック＞ 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所を画面から検索してクリックしま

す。値 2にウインドウ名かウインドウ ID、[]で囲った画面領域([10,100,200,500])

指定か、検出したい画像ファイルのパスを入れておくとその領域に限定してイメージ

を検索します。 

例 1)イメージクリック c:\test.png 

例 2)イメージクリック c:\test.png [10,100,50,500] 

例 3)イメージクリック c:\test.png Facebook 

例 4)イメージクリック c:\test.png [c:\bigtest.png]   //<-bigtest.png を画面上

に見つけたら、その矩形ないに test.png があるかどうかを見つけます。 

 

 

 

イメージダブルクリック (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:領域またはウインドウ名

/ID) 

概要 ：＜イメージダブルクリック> 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所を画面から検索してダブルクリック

します。値 2にウインドウ名かウインドウ ID、[]で囲った画面領域

([10,100,200,500])指定か、検出したい画像ファイルのパスを入れておくとその領

域に限定してイメージを検索します。 

例 1)イメージダブルクリック c:\test.png 

 

イメージ右クリック (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:領域またはウインドウ名/ID) 

概要 ：＜イメージ右クリック＞ 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所を画面から検索して右クリックしま

す。値 2にウインドウ名かウインドウ ID、[]で囲った画面領域([10,100,200,500])

指定か、検出したい画像ファイルのパスを入れておくとその領域に限定してイメージ

を検索します。 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ56/89 

例 1)イメージ右クリック c:\test.png 

 

イメージ待機 (値 1:画像ファイルへのパス)  (値 2:待機する時間(秒))  (値 3:領域

またはウインドウ名/ID) 

概要 ：＜イメージ待機＞ 

画像ファイル(PNGなど)の内容と一致する箇所が出現するまで待機します。値 2が

省略されている場合、デフォルトの 30秒待機します。値 3にウインドウ名かウイン

ドウ ID、[]で囲った画面領域([10,100,200,500])指定か、検出したい画像ファイル

のパスを入れておくとその領域に限定してイメージを検索します。 

例 1)イメージ待機 c:\test.png 10 

 

$比較結果$=イメージファイル比較 (値 1:画像ファイル 1へのパス)   (値 2:画像ファイル 2へのパス)  

概要 ：＜イメージファイルの比較＞ 

2つの画像ファイルを比べて同じかどうかを判定します。大きさが異なる場合、大き

い画像に対して小さい画像が一致する箇所があれば、その領域を返します。一致する

箇所がなければ、[]が結果として返ります。 

2つのイメージのサイズがまったく同じ場合はイメージ比較レートの設定は無視され

ます。 

例 1) $比較結果$=イメージファイル比較  c:\test1.png c:\test2.png  

   計算.img $比較結果$<>"[]" 

        メッセージ.img 画像は一致します。一致する領域は$比較結果$です。 

    メッセージ.!img 画像は一致しません 

 

■■ 変数と配列■■ 

 

変数 (値 1：変数名)   (値 2: 変数名に格納する文字列) 

変数名=(値 2：変数名に格納する文字列)  

概要 ：＜変数を登録＞値 1のテキストを置き換えたい文字列を値 2に指定します。 

例えば 
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「変数 $テストファイル$ c:\test.txt」 

 と実行してから、 

「ファイル開く  $テストファイル$」 

を実行すれば、c:\test.txt が開きます。 

 

全てのコマンドの引数となる文字列を置き換えてしまうので、変数名には $hogehoge$ のよ

うにあまり使われない文字を使います(逆に文字列を置換する方法として使えます) 

変数に空白(ヌル)を登録したい場合は以下のように""に変換するよう定義してください。 

 

例 1)変数 $テストファイル$  c:\test.txt   

例 2)変数 $テストファイル$ "" 

 

なお、変数名には[]<>などの括弧、タブ文字は使えません。 

$変数名$=文字列 のように書くこともできます。 

 

また、KitSprocketの環境設定では「変数の取得に%が必要」というオプションがあり、デ

ータ上の文字列が予期せず変換されてしまいにくくすることができます 

 

 

※なお、KitSprocket では、初期状態から定義済みの変数があります。定義済みの変数につ

いては、この章の最後に記載しています。 

 

変数名=[変数取得] (値 1:中身を取得したい変数名) ((値 2:文字列に変数が含まれている場合変換す

る)) 

概要 ：＜変数を取得＞ 

変数名の中身の文字列を別の変数名に格納します。変数展開 しない 設定のとき、

値がなにか指定されていると、文字列の中にある変数名が実際の値に変換されます。 
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※ $テストデータ$ に 「これは$test$です」と含まれており $test$ には マクロ という言葉が

格納されている場合 

変数展開 しない 

$test$=マクロ 

$テストデータ$=これは$test$です 

例 1) $ABC$=変数取得 $テストデータ$ 変換をする  

 → $ABC$ に 「これはマクロです」が格納されます 

例 2) $ABC$=変数取得 $テストデータ$ 

 → $ABC$ に 「これは$test$です」が格納されます 

 

 

変数削除 (値 1:変数名) 

概要 ：＜変数を削除＞ 

登録されている変数を削除します。例 1では $テストファイル$という変数を削除し

ます。使用済みの変数が登録されているままだと意図せず文字列が置き換わります。 

文字列置換の代わりに変数を定義し、置換が終わったらすぐに削除するという使い方

ができます。 

例 1)変数削除 $テストファイル$ 

 

比較 (値 1:変数名) (値 2:比較記号) (値 3:変数名) 

概要 ：＜変数を比較＞ 

変数またはデータを比較します。文字の比較と異なるのは、数値を比較した場合、そ

の大きさで比較結果を返すという点です。 

文字を比較した場合、大木小文字を区別せず、同じ内容を含み、同じ文字数であれば 

= 値 1が値 3より大きいという確認をしたい場合は > または >= 、その逆は < 、

<= を使います。異なることを確認する場合は ! を使います。 

例 1)比較.chk 100 = 200 

   メッセージ.?chk 同じ 

   メッセージ.!chk 異なる 

例 1)比較.chk あい < あいうえお 

   メッセージ.?chk 右に左が含まれる 
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   メッセージ.!chk 右に左が含まれない 

 

変数名=[配列数カウント] (値 1:配列変数名) 

概要 ：＜配列を数える＞ 

配列の項目数を数えます。 

例 1) 

配列=aaa|bbb|ccc 

$配列数$=配列数カウント 配列  

メッセージ $配列数$ 

 

変数名=[配列] (値 1：|で区切られた文字列） 

概要 ：＜配列を登録＞ 

配列を定義します。|で区切った文字列が配列として扱われます。多次元配列にした

い場合は、||のように区切り文字を２倍にしていきます。なお、空白を入れたい場合

は、半角スペースを 1つ入れてください。半角スペース 1つを扱いたい場合は、半

角スペースを 2個にします。（例：次は空白| |次は半角スペース 1つ|  |最後) 

例 1) 

$配列$=配列 aaa|bbb|ccc 

メッセージ $配列$[1] 

メッセージ $配列$[2] 

メッセージ $配列$[3] 

 

変数名=[配列追加] (値 1：追加する文字列） (値 2：追加する位置） 

概要 ：＜配列に追加＞ 

配列の任意の位置にデータを追加します。 

例 1) 

$配列$=配列 aaa|bbb|ccc 

配列追加 $配列$ ddd 2 

メッセージ $配列$ 
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変数名=[配列編集] (値 1：置き換える文字列） (値 2：置き換える位置） 

概要 ：＜配列を編集＞ 

配列の任意の位置のデータを置き換えます。 

例 1) 

$配列$=配列 aaa|bbb|ccc 

配列編集 $配列$ ddd 2 

メッセージ $配列$ 

 

変数名=[配列取得] (値 1:配列変数名) (値 2：取り出し位置) 

概要 ：＜配列から取り出し＞ 

配列の任意の位置のデータを取り出します。 

例 1) 

$配列$=配列 aaa|bbb|ccc 

$アイテム$=配列取得 $配列$ 2  

メッセージ $アイテム$ 

 

変数名=[配列削除] (値 1:配列変数名) (値 2：削除する位置) 

概要 ：＜配列を削除＞ 

配列の任意の位置のデータを削除します。 

例 1) 

$配列$=配列 aaa|bbb|ccc 

$配列$=配列削除 $配列$ 2  

メッセージ $配列$ 

 

 

変数名=[結果取得] ((値 1:@result@から取得した文字列に変数が含まれている場合変換する)) 

概要 ：＜結果を取得＞ 

KitSprocket ではコマンドの実行結果をすべて@result@という変数に格納していま
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す。この変数の中身の文字列を別の変数名に格納します。このとき、値 2がなにか

指定されていると、文字列の中にある変数名が実際の値に変換されます。 

※ @result@ に 「これは$test$です」と含まれており $test$ には マクロ という言葉が格納さ

れている場合 

変数展開 しない 

$test$=マクロ 

@result@=これは$test$です 

//例 1) 

$ABC$=[結果取得] 変換 

 //→ $ABC$ に 「これはマクロです」が格納されます 

d=メッセージ $ABC$ 

//例 2) 

$DEF$=[結果取得]  

 //→ $DEF$ に 「これは$test$です」が格納されます 

d=メッセージ $DEF$ 

 

変数展開 (値 1:する/しない) 

概要 ：＜変数利用時の変換をするかどうか＞ 

変数を定義したり、利用するときに変数の中身に展開するかどうかを設定します。し

ないの時は、変数が展開されなくなります。ただし、変数名単体で使う場合はこの設

定の影響をうけません→例 1) 

 

設定は初期値として設定されず、スクリプト実行毎に初期値にリセットされます。 

例 1) 

$データ$=あいうえお 

メッセージ $データ$ // あいうえお が表示される 

メッセージ 変数は「$データ$」です。 //変数は「あいうえお」です。と表示される 

変数展開 しない 

メッセージ $データ$ // あいうえお が表示される 

メッセージ 変数は「$データ$」です。 //変数は「$データ$」です。と表示される 

特殊データ=てすと$データ$おわり 

メッセージ 特殊データ //てすと$データ$おわり  と表示される 
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変数展開 する 

メッセージ 特殊データ //てすとあいうえおおわり  と表示される 

 

グループ有効化 (値 1:有効にしたいグループ名) 

概要 ：＜グループの有効化＞ 

エラー判定されたグループ識別子を再び有効にします。グループ識別子のついたコマ

ンドが再び実行されるようになります。 

 

値 1で指定したグループをエラー判定されたグループから除外します。ループ処理

などで、グルーピングをリセットしたい場合に使います。コロン(,)または縦線(|)で

区切ることで複数指定が可能です。 

 

例 1)計算.test1 hogehoge 

グループ有効化 test1 

メッセージ.test1 hogehogeという計算はできないので test1はエラー判定となりますが、test1を

有効化したことでこのメッセージは表示されます。 

例 2)グループ有効化 test1,test2,test3 

例 3)グループ test1 

 

グループ履歴リセット 

概要 ：＜グループ履歴のリセット＞ 

グループ判定結果の履歴をすべて消去します。 

 

例 1)グループ履歴リセット 

 

グループ継続 (値 1：グループ名） 

概要 ：＜グループ指定なしで設定されるグループ＞ 

グループ指定の初期値を設定します。値 1を指定しないと、初期化します。 

特定のグループ判定がエラーとなった場合に、複数行の処理を実施したくない場合に

使います。 
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例 1) 

グループ継続 doit 

メッセージ (m1)ここをキャンセルすると doitが無効化される 

メッセージ.!doit (m1)をキャンセルされたときに表示される 

メッセージ (m1)を OKしたときにのみ表示される 

グループ継続 

メッセージ このメッセージは必ず表示されます。 

 

■■ 制御や変換(繰り返しなど)■■ 

 

ウエイト   (値 1：秒数) 

概要 ：＜ウエイト＞ 

値で指定し秒数動作を停止します。アプリ起動したあと、実際に操作可能になるまで

待ちたい場合などで利用します。 

例)ウエイト 10 //10秒停止します 

 

 

 

変数名=[計算] (値 1:数式または比較式) (値 2:結果 TRUEのときの値|結果 FALSEのときの値) 

※ 計算 の代わりに 判定 というコマンド表記にしても同じ動作をします。 

概要 ：＜計算と判定＞ 

計算結果を値 2に定義した変数に記憶します。あるいは、論理式を使うこともでき

ます。論理式(比較とか)の場合は、結果によって変数に入れる値を切り替えることが

できます(例 3) 

 

四則演算の符号は 足し算が + 、引き算は - 、割り算が / 、掛け算 * 、割り算の

「余り」が欲しいときは mod ( a,b)、「商」は int(a /b) を使います。 

 

例) 

$答$=[計算] 1+1  

計算.calc $答$=2 
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        メッセージ.calc 答は 2と一致します 

   メッセージ.!calc 答は 2と一致しません 

例 2)$test$=あいうえお 

   $結果$=[計算] """$test$""=""あいうえお""" 同じ|同じではない  

   メッセージ $結果$ 

例 4)//割った結果のあまりはmod(割られる数,割る数)とします 

$余り$=mod(5,2) 

       メッセージ $余り$ 

例 5)//int()でかっこ内の数字を切り捨てで整数にします 

$商$=int(5/2) 

   メッセージ  $商$ 

例 6)//round()で四捨五入します 

$商$=round(9/2) 

   メッセージ  $商$ 

 

変数名=[現在日時] (値 1:フォーマット) 

概要 ：＜現在日時の取得＞ 

現在の日付または時刻を取得できます。値 1に""と入力するとデフォルトのフォーマ

ットで出力されます。フォーマットは 年 で 4桁の西暦、月、日、時、分、秒 がそ

れぞれ実行時の数値に変換されます。 

「曜日」または「曜」をフォーマットに入れると、日、月、火、水、木、金、土 の

いずれかが返されます。 

例 1) $日時$=現在日時 年/月/日 時/分/秒/曜日   

    メッセージ  $日時$ 

例 2) $日時$=現在日時 ""  

        メッセージ  $日時$ 

例 3) $日付$=現在日時 年年月月日日 

        メッセージ  $日付$  // 2022年 1月 2日 というようになります 
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変数名=[日付比較] (値 1:日付 1) (値 2:日付 2) (値 3：比較方法) 

概要 ：＜日時の比較＞ 

値 1と値 2の日付を比較します。値 3を指定しない場合は、=(等しいかどうか)をチ

ェックし、等しくなければエラーとなります。値 4 の変数名には、日付 1と日付 2

の差が秒数で格納されます。 

例 1) $秒数$=日付比較.date 2021/1/1 2021/1/1  

    メッセージ.date 同じ日付です。差の秒数:$秒数$ 

    メッセージ.!date   異なる日付です。差の秒数:$秒数$ 

   //「同じ日付です。差の秒数：0」とダイアログが表示されます。 

例 2)日付比較.date 2021/2/1 2021/1/1 > 

    メッセージ.date 1つめの日付がより未来です。 差の秒数:$秒数$ 

    メッセージ.!date   2つめの日付が同じか、またはより未来です。差の秒数:$秒数$ 

 

変数名=ランダム (値 1:ランダム数値の範囲) 

概要 ：＜ランダムな数値＞ 

値 1で指定した範囲でランダムな数を生成します。0-100 とすると、0から 100ま

での範囲でランダムな値。4とだけ指定すると、0から 3までの数値となります。 

例 1)  

ループ開始位置 10 

$random$=ランダム 0-100  

 メッセージ $random$ 

ループ終了位置 

 

変数名=[クリップボード] (値 1:動作[GET / SET]) 

概要 ： 

＜クリップボード取得＞ クリップボード GET 

＜クリップボード書き込み＞ クリップボード SET 

 

 

クリップボードにテキストを格納したり、取り出したりします。 
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例 1) $クリップボードの中身$=クリップボード GET  

例 2)クリップボード SET クリップボードの中に入れたい文字列 

 

 

ループ開始位置 (値 1:[繰り返し回数 or 繰り返すリスト]) ((値 2:繰り返し要素を格納する変

数) (値 3:動作のオプション)) 

 

 ・・・(繰り返したい処理を書く) 

ループ終了位置 

概要 ：＜「ループ開始」と「ループ終了」で選択範囲を囲む＞ 

繰り返したい区間を「ループ開始位置」と「ループ終了位置」という文字で囲みま

す。値 1にループ数またはリストの指定をしないと無限ループとなり、永遠に終わ

らなくなります。 

値 2を指定しない場合、@loopitem@ という変数名で要素を取り出すことができま

す。 

 

なお、要素をリストにするには、値 1のデータを半角の | で区切ってください。 値

3に区切り文字を入力して | 以外の文字を区切りにすることができます。 

 

※値 1にフォルダパスを指定した場合のみ。値はタブ、括弧([])を除く 1文字以上の

文字であれば OKです。 

 

また、値 1 は 文字列でもファイルパスでも両方を同じように処理しますが、場合に

よっては文字としてうまく動かない場合があります。 

 

そのような場合に[あいうえお]と[]で囲むことで必ず文字として処理されるようにな

ります。 

 

※値 3:は動作のオプションを指定できます。 

[値 1を分割する区切り文字,サブフォルダ以下を対象とする] 

 

例 1：メッセージが 3回表示され、$数値$に現在の回数が表示されます 
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ループ開始位置 3 $数値$ 

  メッセージ 3回表示されます$数値$回目 

ループ終了位置 

 

例 2：異なる文字を順番に表示(要素を 半角の | で区切ってください) 

ループ開始位置 あいうえお|かきくけこ  $文字$ 

  メッセージ $文字$ 

ループ終了位置 

 

例 3：変数名が指定されていない場合、@loopitem@ という変数が予約されています 

ループ開始位置 あいうえお|かきくけこ 

  メッセージ @loopitem@ 

ループ終了位置 

 

例 4：フォルダ指定でワイルドカードを付与すると、そのフォルダ以下のファイルを対象に

処理できます。 

ループ開始位置 c:\test\*.txt 

  メッセージ @loopitem@ 

ループ終了位置 

 

ループ開始位置 c:\test\*.txt $ファイル$ サブフォルダも対象とする 

  メッセージ $ファイル$ 

ループ終了位置 

 

 

例 5：ループ数を変数で指定することもできます 

変数 $数字$  3 

ループ開始位置 $数字$  $現在$ 

  $現在$=計算 $現在$*3   

  メッセージ $現在$   // 3 , 6 , 9 と表示される 

ループ終了位置 
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例 6：データを分割する区切り文字を指定することもできます 

変数 $文字列$  あいうえお--かきくけこ--さしすせそ 

ループ開始位置 $文字列$  $現在$  [--] 

  メッセージ $現在$  // あいうえお → かきくけこ  → さしすせそ と表示される 

ループ終了位置 

 

ループ開始位置 c:\test\*.txt_c:\work\*.txt $ファイル$ [_,SUBFOLDER] 

  メッセージ $ファイル$ 

  //c:\test 、c:\work 以下の txt ファイルとそのサブフォルダをすべて表示します。 

ループ終了位置 

 

ループ中断 

概要 ：＜ループの中断＞ループ処理中にループを中断します。 

例) 

ループ開始位置 10 $現在$ 

  メッセージ  $現在$<5 

  計算.error  $現在$<5 

  メッセージ.!error $現在$<5(ここでエラー) エラー 

  ループ中断.!error 

ループ終了位置 

 

 

ループ継続 

概要 ：＜ループを１つスキップさせる＞ 

ループ処理中、そのループの処理を 1つスキップします。エラー時に処理させない

場合で次処理が必要な場合などに使います。 

例) 

ループ開始位置 10 $現在$ 

  計算.error  $現在$<5 

  ループ継続.!error 

  メッセージ  $現在$<5 
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ループ終了位置 

 

関数開始 (値 1:関数名) ((値 2:〜値 4: 引数)) 

 ・・・(関数としてまとめたい処理を書く) 

関数終了 

概要 ：＜「関数開始」と「関数終了」で選択範囲を囲む＞ 

関数として定義したいまとまった処理を定義できます。呼び出す場合は「関数実行」

コマンドを利用します。 

値 2以降は指定しなくても OK。処理の中に 「Return $変数名$」を入れておく

と、$変数名$ の中身が、関数実行 の返り値となります。 

関数実行コマンドで返り値を受け取るには $変数名$=関数実行 のような書き方をす

るか、引数の最後を変数として定義します。 

なお、関数内で初めて定義された変数は関数の外からは参照できません。 

例)   

関数開始 FuncName $valueOne $valueTwo $valueThree 

$rep$=文字を置換 $valueOne $valueTwo $valueThree 

return $rep$ 

関数終了 

 

$result$=関数実行 FuncName これはテストです。 テスト TEST 

メッセージ $result$ 

 

 

変数名=[関数実行] (値 1：呼び出す関数名) ((値 2：引数 1 値 3：引数 2 値 4：引数 3 値 5：引数

4)) 

概要 ：＜関数の実行＞ 

定義された関数名のものを呼び出して実行します。 

(※上記 関数開始 〜 関数終了 の例を参照) 
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Return (値 1：関数呼び出し元に返すデータまたは変数名)  

概要 ：＜関数の返り値＞ 

実行時に呼び出し元にデータを返します。関数の定義内でのみ有効です。 

(※上記 関数開始 〜 関数終了 の例を参照) 

 

終了時実行 (値 1：スクリプト終了時に呼び出す関数名) 

概要 ：＜スクリプト終了時実行する関数名＞ 

スクリプトの実行が終わったタイミングで実行する関数名を設定します。これによ

り、中断時に設定を元に戻したり、どんなことがあっても必ず最後に表示するメッセ

ージを指定できます。 

スクリプト実行時に初期化されるので、毎回指定が必要です。 

例)終了時実行 appQuit 

関数開始 appQuit 

 メッセージ 終了します 

関数終了 

 

 

変数名=[コマンドライン取得]  (値 1：引数の何番目か？) ((値 2：区切り文字)) 

概要 ：＜コマンドライン引数を取得＞ 

KitSprocket.exe 実行時に渡された引数を取得するコマンドです。 

専用ショートカットを作成すると、ショートカットの中身として、KitSprocket.exe 

の引数にスクリプトファイルのパスが渡される形のコマンドラインになりますが、さ

らにこのショートカットにファイルをドロップして処理したいような場合、2番目の

引数を処理しなければならなくなります。 

値 1は 1,2,3.. のように指定が可能。値 2には複数指定された場合の区切り文字を

指定できます（指定しない場合 | が区切り文字） 

例 1) 

$test$=コマンドライン取得 2  

メッセージ $test$ 

実行中止 
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//※このスクリプトを「専用ショートカット作成」コマンドでデスクトップに保存してから、そのシ

ョートカットになにかファイルをドロップすると、ドロップしたファイルのフルパスが表示されま

す。(2を 1にすると保存された上記スクリプト本体のパスとなる。実行中止を最後に配置している

のは、そのまま実行するとドロップしたファイルも実行されるため) 

 

実行中止 

概要 ：＜スクリプト実行を中止＞ 

スクリプトの実行を中断します。エラー発生時のグループ機能を使って、条件に応じ

て処理を中断するときなどに使います 

例 1)※以下の処理では 「終了」というメッセージが表示されません 

メッセージ 開始 

実行中止 

メッセージ 終了 

 

例 2)  メッセージ.do 実行しますか？ 

    実行中止.!do 

 

■■ その他 ■■ 

 

スクリーンショット (値 1：ウインドウ名 または 領域) (値 2:画像を保存するファイルパス) 

概要 ：＜スクリーンショット＞ 

スクリーンショットを取得します。値 1がウインドウタイトルの場合は、そのウイ

ンドウタイトルを持つ一番最初のウインドウの領域が保存されます。値 1を[]とする

と、領域を指定する+カーソルが表示されて、マウスドラッグで範囲を指定できま

す。(escキーで範囲指定を中断できます) 

値 2を指定しない場合、保存先はログフォルダで種類は PNGとなります。値 2に指

定するファイル名の拡張子で画像種類を指定してください(jpgまたは png) 

 

例 1)スクリーンショット メモ帳 

例 2)スクリーンショット [10,10,200,200] c:\temp\saveimage.png 
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例 3)スクリーンショット [] //マウスカーソルが+に変わり、ドラッグで領域を指定できます。

escキーで指定を中断できます。 

 

変数名=メッセージ (値 1:テキスト) ((値 2：アイコンタイプ：1〜4) (値 3：ダイアログタイ

プ：0〜5)) 

概要 ：＜メッセージ＞ 

メッセージを表示します。 

注意)グループ指定がない場合にキャンセルすると、スクリプトが中断されます。 

値 2にアイコンタイプ(1〜4)を指定することで、以下のように表示されます。ダイ

アログによって異なる音が鳴ります。アイコンを指定したくない場合は 0を入れま

す。 

 

アイコンタイプは文字でも指定可能です(エラー/質問/ワーニング/情報) 

 

また、値 3に 0〜5の数値(:の左側)または、文字(:の右側)を入れることで、ボタン

の種類を変更できます。 

0：OK 

1：OK キャンセル 

2：中止 再試行 無視 

3：はい いいえ キャンセル 

4：はい いいえ 

5：再試行 キャンセル 

1:エラー 

 

2:質問 

 

3:ワーニング 

 

4:情報 
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メッセージで押したボタンの結果によって、変数名には数値または文字が入ります。

上記ボタンの種類を数値で指定すると数値となり、文字で指定すると文字が返りま

す。 

1:OK 

2:キャンセル 

3:中止 

4:再試行 

5:無視 

6:はい 

7:いいえ 

例 1)メッセージ  ハロー！ 

例 2)メッセージ.do コマンドを実行しますか？ 

        シェルコマンド.do  dir c:\ 

例 3)変数名=メッセージ 処理を継続しますか？ 2 4 

比較.chk 変数名 6 //はいであるかどうか？ 

実行.chk domessage 

 

関数開始 domessage 

メッセージ 関数は実行されました 

関数終了 

例 4)変数名=メッセージ 処理を続けますか はい いいえ キャンセル 

メッセージ 変数名 

 

バルーン (値 1:テキスト) ((値 2:アイコン種類) (値 3:音を出す)) 

概要 ：＜バルーンメッセージ＞ 

KitSprocket 本体が背面にある場合に実行するとWindows の通知センターでポップ

アップメッセージを表示します。値 2に 0〜3(0:アイコンなし、1:情報、2:警告、

3:停止) を指定すると、アイコンが変化します。 

(なし/情報/警告/停止 いずれかの文字を入れるのでも OK) 

値 3になにか文字をいれると音が出るようになります。 

※以下のコマンドは KitSprocketが背面にある場合に動作します 

例 1)バルーン ハロー！ 
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例 2)バルーン ハロー！！  2 音あり 

例 3)バルーン ハロー！！！！  警告 

  

 

ツールチップ (値 1:テキスト) ((値 2:表示する座標) (値 3:表示する秒数)) 

概要 ：＜ツールチップ表示＞ 

ツールチップを指定秒数表示します。秒数を指定しない場合は 1秒間になります。

座標を指定しない場合はマウスポインタの右横に表示されます。 

例 1)ツールチップ ハロー！ 

例 2)ツールチップ ハロー！！！ [100,100] 

例 3)ツールチップ ハロー？ [100,100] 2 

 

変数名=[リスト選択ダイアログ] (値 1:リスト項目(| で区切った文字列)) ((値 2:キャプショ

ン) (値 3:複数選択)) 

概要 ：＜リストから選択＞ 

値 1で指定したリスト項目を選択ダイアログで表示します。値 2と値 3は省略可能

で、最後の引数が変数名として扱われます。値 3の複数選択は、なにか文字が入っ

ていれば OK。 

グループ指定がないときにキャンセルすると、スクリプトが中断されます。 

例 1) $結果$=リスト選択ダイアログ aaa|bbb  

例 2) $結果$=リスト選択ダイアログ aaa|bbb 選んでね  

例 3) $結果$=リスト選択ダイアログ aaa|bbb|ddd 選んでね 複数選択 

例 4) $結果$=リスト選択ダイアログ.do aaa|bbb|ccc 選択してください 
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   メッセージ.!do キャンセルされました 

 

 

キー入力待機 (値 1:待機するキー) ((値 2:待機をキャンセルするキー)) 

概要 ：＜キー入力を待機する＞ 

指定したキーを待機し、押されたら続行します。なにかキーが押されるまで処理を中

断したい時などに使います。キーの指定方法は「キー入力」コマンドの一覧表を参考

にしてください。 

例 1)キー入力待機 [tab] [esc] 

 

変数名= [操作記録] (値 1:キー/マウス/すべて) (値 2:待機時間を記録する/しない) (値 3:ウイ

ンドウ切り替えを記録する/しない) (値 4:ウインドウドキュメント名を記録す

る/しない) 

概要 ：＜キーボード、マウス操作を記録＞ 

キーボードとマウス操作を記録します。記録の終了は Ctrl+.キーを押します。キー

操作だけにしたい場合は値 1を キー とします。値 2は操作と操作の空白時間を

記録するかどうか、値 3はウインドウ切り替えを記録するかどうか、値 4はウイン

ドウ切り替えを記録する場合に、ドキュメント名を含めるかどうかを指定します。 

記録された内容は、そのまま KitSporcketで実行できます 

例 1)変数名=操作記録 すべて 記録する 記録しない 

メッセージ 変数名 
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変数名=[ゲーム操作キー記録] (値 1:デバイス番号(-1で実行時に選択)) (値 2:使用するテーブル番

号 1~4) (値 3:最適に動作するための設定ヘッダを追加する) 

概要 ：＜ゲーム操作をキー操作として記録＞ 

ゲームパッドやアーケードスティックの操作をあらかじめ用意したテーブルのキー操

作として記録します。記録を終了するには ESCキーを押します。 

[テーブル番号] 

1が鉄拳 7 の 1P 

2が鉄拳 7の 2P 

3がストリートファイター 

4がデッドオアアライブ 

となっています。 

%appdata%\Kitworks\KitSprocket\ksXinput.ini 

を編集することで、割り当てを変更できます。 

 

例 1) 変数名=[ゲーム操作キー記録]  -1 3 ヘッダを追加する 

メッセージ 変数名 

 

変数名=[コントローラーの検出] (値 1:検出を待つ秒数) 

概要 ：＜ゲームデバイス番号を取得＞ 

ゲームパッドまたはアーケードスティックを検出するための待機モードに入ります。

使用したいゲームパッドまたはアーケードスティックのボタンを押すと終了し、その

デバイスの番号が返ります。ゲーム操作キー記録 のデバイス番号に指定する番号を

取得したい場合に使用します。 

例 1) 変数名=[コントローラーの検出] 

メッセージ 変数名 

 

 

ログ (値 1:ログに残したい文字列) ((値 2:日付追加指定)) 

概要 ：＜ログ＞ 

指定したテキストをログファイルに記憶します。値 2に任意の文字('日付追加する'と
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か'date'とかなんでも OK)を入れると、最後尾に日付と時間が記載されます。 

(※日付フォーマットは変更できません) 

例 1)ログ ここで入力テストが終了 日付付き 

 

変数名=[シェルコマンド] (値 1:コマンド)  

概要：＜シェルコマンド＞ 

コマントプロンプト(Windows) で値 1のコマンドを実行します。値 2に変数名を入

れておくと、結果を変数に覚えさせておくことができます。値 2を指定しない場合

は、@result@ という変数に格納されます。 

※変数名には[]括弧、タブ文字、<>、@は使えません 

例) 

 dir出力結果=シェルコマンド dir c:\   

  メッセージ dirの出力結果 

 

スクリプト実行 (値 1:[スクリプトファイルのパス] または スクリプトの文字列) 

概要：＜スクリプト実行＞ 

[]でファイルパスが囲まれていた場合、そのファイルを読み込んで実行します。文字

列だけの場合は、その文字列をスクリプトとして処理します。（変数の中身で実行し

ます） 

処理結果を取得するには、スクリプトの中で宣言されている変数名を使います。 

例 1) 

//「$結果$=[計算] 1+1」と書かれた keisan.txt をデスクトップに保存してから実行します。 

スクリプト実行 [@デスクトップフォルダ@/keisan.txt] 

メッセージ $結果$ 
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OS再起動  ((値 1：強制的に行うかどうか？)) 

概要 ：＜OS再起動＞ 

OSを再起動します。値 1になにか文字が入っていると、保存されていないデータが

あっても強制的に再起動します。 

例)OS再起動 強制再起動 

 

OSシャットダウン  ((値 1：強制的に行うかどうか？)) 

概要 ：＜OSシャットダウン＞ 

OSをシャットダウンします。値 1になにか文字が入っていると、保存されていない

データがあっても強制的にシャットダウンします。コピーが終わるまで帰れな

い・・・なんて場合は KitSprocketに任せて帰りましょう！ 

例)OSシャットダウン 強制シャットダウン 

 

 

変数名=[OSバージョン] 

概要 ：＜OSバージョンの確認＞ 

現在利用している OSが何かを取得、判定します。Win7 、Win8.1、Win10、

Win11、Win2012、Win2012R2、Win2016 まで対応。 

※Windows Server 2019 では Win2016 と判定されます 

例 1) $OSVER$=[OSバージョン]  

        メッセージ $OSVER$ 

 

変数名=[OSビルド] 

概要 ：＜OSビルド番号の確認＞ 

現在利用している OSのビルド番号を数値で返します。 

例) $build$=[OSビルド] 

メッセージ $build$ 
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変数名=[OSアーキテクチャ] 

概要 ：＜OSアーキテクチャの確認＞ 

現在利用している OSが 32bit版か 64bit版かを判定します。値 1を変数として扱

い、現在のアーキテクチャが格納されます。 

例 1) $OSアーキテクチャ$=[OSアーキテクチャ]   

        メッセージ  $OSアーキテクチャ$ 

 

 

■■ 動作設定 ■■ 

 

KitSprocket の動作設定をします。これらのコマンドは引数なしで 変数名=<コマンド名>

で実行すると、現在設定値を取得できます。 

 

実行結果を表示 (値 1:する または しない) 

概要 ：＜実行結果ダイアログの表示＞ 

全体処理が終了したら表示されるダイアログを表示しないようにすることができます 

例)実行結果を表示 しない 

 

キー入力速度 (値 1:キー入力間隔 または キー入力の長さ) (値 2：5〜100の数字) 

概要 ：＜キー入力の速度調整＞ 

「キー入力」コマンドで文字を入力する速度をミリ秒単位で変更するコマンド。文字

がうまく入力されない場合に変更します。 

例) キー入力速度 キー入力間隔 20 

 

タイムアウト (値 1:秒数） 

概要 ：＜処理をタイムアウトとする待ち時間の設定(秒)＞ 

ウインドウ待機やアプリ存在確認など、ある程度処理を待機するコマンドの待ち時間

の初期値を設定します。 

例) タイムアウト 10 
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変数変換符号 (値 1:必要 または 不要) 

概要 ：＜変数の変換に符号が必要かどうかを切り替え＞ 

環境設定「変数の取得に%が必要 (例: %変数名%)」を変更するコマンド。この設定

を変更すると、サンプルスクリプトが動作しなくなりますので注意してください 

例) 変数変換符号 必要 

 

ループ引数セパレータ (値 1:@改行@ など) 

概要 ：＜ループ変数の区切り文字の変更＞ 

ループ開始 コマンドの引数をリストとして区切る文字を指定できます。 

例)ループ引数セパレータ @改行@ 

 

ツールチップ表示 (値 1:する または しない) 

概要 ：＜ツールチップの表示の切り替え＞ 

実行中に右下に表示されるツールチップを表示するかしないかを設定できます。 

例)ツールチップ表示 しない 

 

ログを保存 (値 1:する または しない) 

概要 ：＜ログ保存の切り替え＞ 

実行結果などのログを保存するかしないかを設定します。 

例)ログを保存 しない 

 

ログフォルダ (値 1:保存先パス) 

概要 ：＜ログ保存フォルダの変更＞ 

ログやスクリーンショットを保存するフォルダ名のフルパスを指定します。このコマ

ンドの指定がない場合、または指定したフォルダが見つからない場合は、デスクトッ

プに KitSprocket_logsというフォルダが作成されます。 



KitSprocket ユーザーマニュアル 

ページ81/89 

例 1)ログフォルダ /Users/takahark/Desktop/test/ 

 

 

エラー時スクリプト継続 (値 1:する または しない) 

概要 ：＜エラー発生時スクリプトを継続しない＞ 

グルーピングをしていない場合。ウインドウが見つからなかったり、ボタンクリック

を失敗したり、メッセージをキャンセルした場合にスクリプトの処理を続行するかど

うかを設定します。（初期値：しない） 

過去バージョンの互換性を保持するために存在しますが、基本的には初期値で使って

いただくことを推奨します。 

例)エラー時スクリプト継続 する 

 

イメージ比較レート (値 1:0.1 〜 1)  

概要 ：＜画像比較時の一致率の変更＞ 

イメージクリックなどで画像から画面上の領域を検出する場合に、どのくらいの一致

率で成立させるかを指定します。0.1〜1の範囲で設定します。1にすると、完全一

致しないと検出されなくなります。初期値は 0.7 です。 

例)イメージ比較レート 0.8 

 

ファンクションキー使用 (値 1：する/しない) 

概要 ：＜ファンクションキーの使用＞ 

KitSprocketが起動中、ファンクションキーの押下によって指定したスクリプトを実

行する機能を ON/OFFすることができます。 

例)ファンクションキー使用 しない 

 

ファンクションキー設定 (値 1:F1〜F10) (値 2:スクリプトファイルパス) (値 3:有効

化しない)  

概要 ：＜ファンクションキーへのスクリプト登録＞ 

KitSprocketが起動中、ファンクションキーの押下によって指定したスクリプトを実

行します。KitSprocketが前面にいなくても機能します。設定を削除するには、値 1
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のみ指定します。この設定は引数なしで利用しても現在設定を返しません。 

 

例 1) ファンクションキー設定 F4 c:\temp\メッセージ.txt  //有効化して、ス

クリプトを割り当てます 

例 2) ファンクションキー設定 F4 c:\temp\メッセージ.txt  OFF //スクリプ

トを割り当てますが、有効化しません 

例 3)ファンクションキー設定 F4 //設定を削除(無効化)します 

 

スタートアップスクリプト (値 1:スクリプトファイルのパス)  

概要 ：＜スタートアップスクリプトパスの設定＞ 

スタートアップスクリプトのパスを設定できます。 

例)スタートアップスクリプト @ホームフォルダ@\スタートアップ.txt 

 

 

コマンドのグルーピングについて 

■コマンドのグルーピング 

概要 ：コマンド名に「.abc」のように拡張子をつけることで、コマンドのグルーピングが

できます。 

同じグループ名を持つコマンドを、エラーが発生した場合に実行したくない場合は、

同じ拡張子をつけます。 

 

＜判定用の符号について＞ 

拡張子の先頭に「!」をつけると否定となり、エラーが発生した場合にのみ実行され

るコマンドになります。(例：メッセージ.!abc) 

また「?」を先頭にすることで、そのコマンドの実行結果がグルーピングに影響しな

いように設定できます。 

 

＊＊＊？の使い方＊＊＊ 

data=ファイル選択.test ファイルを選択してください 

メッセージ.?test  ファイルが選択されました 
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メッセージ.!test  ファイルが選択されませんでした 

// 上記 1つめの メッセージをキャンセルすると、本来ならば test がエラー発生のグループと再判定

されてしまい、2つめのメッセージが表示されてしまいます。 

//このため、1つめのメッセージのグループに?を付けることで、ファイル選択 のときの test の判定

を保持できるようになり、正しくファイルを選択した場合は、2つめのメッセージが実行されなくな

ります。 

 

なお、拡張子の先頭に「@」をつけることで、そのグループの初期化が行われます。たとえ

ば、ループで繰り返し実行する場合、最初のコマンドに@付きのグループ名をつけます。 

※「?」と「!」と「@」は半角文字で入力してください 

 

＜書式＞ 

(コマンド名).グループ識別子 

概要 ：コマンド実行結果がどうなったかを判定する。同じ記号を別のコマンドに付与する

ことで同じグループとなり、コマンドが失敗した時点で、そのグループのコマンドは

実行されなくなります。 

例 1： 

  ボタン.kana 実行 

 メッセージ.kana  実行しました! 

  メッセージ.!kana 実行できませんでした //ボタン操作が失敗するとこちらのメッセージが表

示 

例 2： 

  

メッセージ.test キャンセルしてください(結果がエラーになります) 

 

メッセージ.@test キャンセルされても表示されます 

 

メッセージ.test キャンセルされると表示されません 

 

その他 ：v3より、以下のように書くことで、グルーピングを省略できるようになりました。 

 

<コマンド 0>  引数 
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( 

 <コマンド１> 

 <コマンド２> 

)( 

 <失敗したときのコマンド> 

) 

 

 

※<コマンド 0> の位置のコマンドが実行結果で成功したときに最初のブロック（コマン

ド 1、コマンド 2）を実行します。 失敗した場合は、<失敗したときのコマンド>の位

置に書かれたコマンドが実行されます。  
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■定義済みの変数 

このアプリでは、あらかじめ制御用の文字や環境の定数などが定義されています。 

定数 実際の値 説明または書き方例 

@result@ 実行結果を変数で取得する

タイプのコマンドで変数が

指定されていなかった場合

に結果が格納される値 

シェルコマンド dir c: 

メッセージ @result@ 

@loopitem@ ループで変数が指定されて

ない場合の現在の値 

ループ開始位置 3 

メッセージ @loopitem@ 

ループ終了位置 

@改行@ 改行コード メッセージ 今日@改行@明日 

@LF@ 改行コード LF 主に Unix系 OSで使われている改行コード 

@CR@ 改行コード CR 特殊な OSで使われている改行コード 

@タブ@ タブ文字 メッセージ 今日@タブ@明日 

@ユーザ名@ ログインしているユーザ名 @ユーザ名@ 

@コンピュータ名@ コンピュータ名 @コンピュータ名@ 

@デスクトップフォルダ@ デスクトップフォルダのパ

ス 

@デスクトップフォルダ@ 

@ホームフォルダ@ ホームフォルダのパス @ホームフォルダ@ 

@display_dpi@ 高解像度ディスプレイなど

での文字拡大率 

メッセージ @display_dpi@ 

@AppDataCommonFolder

@ 

C:\ProgramData ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonAppDataFolder から呼び出せます 

@DesktopCommonFolder

@ 

C:\Users\Public\Desktop ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonDeskTopFolder から呼び出せます。す

べてのユーザーのデスクトップに表示されるファ

イルを置く場所です 

@DocumentsCommonFol

der@ 

C:\Users\Public\Docume

nts 

ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonDocumentsFolder から呼び出せます。

すべてのユーザーのドキュメントに表示されるフ

ァイルを置く場所です 
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定数 実際の値 説明または書き方例 

@StartMenuProgramsCo

mmonFolder@ 

C:\ProgramData\Microsof

t\Windows\Start 

Menu\Programs 

ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonStartMenuProgramsFolder から呼び出

せます。すべてのユーザーのスタートメニューの

アプリ一覧に表示されるファイルを置く場所です 

@StartMenuCommonFold

er@ 

C:\ProgramData\Microsof

t\Windows\Start Menu 

ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonStartMenuFolder から呼び出せます。

すべてのユーザーのスタートメニューに表示され

るファイルを置く場所です 

@StartupCommonFolder

@ 

C:\ProgramData\Microsof

t\Windows\Start 

Menu\Programs\Startup 

ショートカットメニューの 定義文字 以下に 

CommonStartupFolder から呼び出せます。すべ

てのユーザーのログイン時に実行されれるプログ

ラムファイル(またはショートカット)を置く場所

です 

@AppDataFolder@ C:\Users\<UserName>\

AppData\Roaming 

ログインしている<UserName>のアプリケーシ

ョンの管理フォルダです 

@LocalAppDataFolder@ C:\Users\<UserName>\

AppData\Local 

ログインしている<UserName>のアプリケーシ

ョンの管理フォルダです 

@DesktopFolder@ C:\Users\<UserName>\

Desktop 

ログインしている<UserName>のデスクトップ

フォルダです 

 

※上記以外にも対応している変数があります。詳しくはショートカットメニュー「定義文

字」を開いて確認してください。 

 

特殊な書き方 

■変数名=文字列 

 

• コマンド名より前のタブ文字、スペース(全角スペース含む)を無視します 

• コマンド直後の引数はスペース区切りでも区切りとなります。ただし 値 2の引数はタブ区

切りでなければならない 

• 変数名=計算式 と書くことですばやく 変数に値を格納できるように対応。""や[]で囲むこ

とで動作を変更できます 
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例 1) $変数$=1+1    ・・・ $変数$ に計算結果  2 が格納されます 

例 2) $変数$="1+1"   ・・・ $変数$ には  1+1 という文字列が格納されます 

例 3) $変数$=現在日時  ・・・ $変数$ には  現在日時 という文字列が格納されます 

 $変数$=[現在日時]  ・・・ $変数$ には  現在日時 コマンドの結果(2021/5/26 ...) が入ります 

例 4) $変数$="2021/1/1 10:11"   ・・・ スペースを含みたい場合は、前後を " で囲みます 

例 5) $変数$="テストと""問題"""   ・・・ 前後を " で囲った場合に " を途中で入れるには、"" と書

くことが必要です → 上記は「テストと"問題"」というデータになります 
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「KitSprocket」動作環境 

対応 OS Windows 11/10/8.1/Server 2019/Server 

2016/Server 2012 R2 

 各日本語版 

 

※デスクトップアプリとして動作 

※64bitOS上では 32bitアプリケーションとして動作 

CPU、メモリ 各 OSが推奨する環境以上 

ストレージ 50MB以上の空き容量が必要 

 

※Windows 7 はサポート外となります。  
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KitSprocket 

 

キットワークス株式会社では、製品に関するご意見・ご要望を広くお待ちしております。 

今後の製品への参考とさせていただきますので、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。 

ご意見・ご要望は、下記のキットワークスホームページで承っております。 

https://kitworksinc.com/ 

https://kitworksinc.com/オリジナルアプリ/sprocket/ 

mailto:support@kitworksinc.com
写真、イラストなどの著作権等に関するお知らせ 

 著作物を利用するときは、著作権者の承諾を得るこ

とが必要です。 

写真、イラストなどの創作物の多くは著作物として

著作権法により保護されています。本製品のご使用

に当たり、第三者の権利を侵害することのないよ

う、ご注意ください。 

 

●  複製について 第三者が作成した著作物を、私的

使用の範囲を超えて 複製したり、送信したりする場

合には、著作権者の承 諾が必要です。 複製とは、

電子的な著作物をコピーする他、出版物に 掲載され

た著作物をスキャナー等で電子化したり、電 子化さ

れた著作物をホームページのディスクにアップ ロー

ドするような行為を含みます。  

 

●  改変について 同様に、著作物を改変する場合

も、著作者や著作権者 に確認してください。 著作

物の内容を変えたり省いたりすることはもちろん、 

題名を変えたり、写真をトリミングすることも改変

に あたります。  

 

● 人物の写真には肖像権が発生します 写真に判別

可能な人物が撮影されている場合、その写 真には肖

像権が及びます。人物写真を利用するときは、 撮影

者の承諾を得るだけでなく、写っている人物から も

肖像を利用することへの承諾を得ることが必要で

●「KitSprocket」にかかる著作権、その他の権利はキットワークス株式会社および各権利者に帰属します。 

●「KitSprocket」は、キットワークス株式会社の商標または登録商標です。 

●  その他記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。  

●  本マニュアル(紙媒体または電子データで提供するものを含みます)はキットワークス株式会社が作成した

ものであり、マニュアルの著作権は、キットワークス株式会社に帰属します。使用許諾契約書の条項のほか、

以下の点も合わ せてご確認ください。 

1. お客様は、マニュアルを現状の内容のまま、もしくは編集・修正して、画面上もしくは紙資料として利用

することができます。ただし、これを第三者へ提供したり、貸し出しすることはできません。 

2. マニュアルの内容の一部または全部を、キットワークス株式会社の書面による許可なく複写、複製して頒

布することは、その形態を問わず禁じます。

発行者 木下幹司 

発行所 キットワークス株式会社 

    〒 770-8024 徳島県徳島市西須賀町鶴島 47-13 

第 3.05 版 
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	変数名=[ウインドウ表示]  (値1：ウインドウ名/ID) ((値2：アプリ名/PID))
	変数名=[ウインドウ閉じる]  (値1：ウインドウ名/ID) ((値2：アプリ名/PID))
	変数名=[ウインドウ移動]  (値1：ウインドウ名/ID) (値2：アプリ名/PID) (値3：移動位置または移動位置とウインドウサイズ)
	変数名=[ウインドウ閉じるのを待つ]  (値1：ウインドウ名/ID) (値2：アプリ名/PID) (値3：待機する秒数)
	変数名=[ウインドウサイズ]  (値1：ウインドウ名/ID) (値2：アプリ名/PID) (値3：全体位置/左上位置/幅/高さ)
	変数名=[ウインドウ情報]  (値1：ウインドウ名/ID) (値2：アプリ名/PID) (値3：タイトル,位置,幅,高さ,存在,可視,有効,最前面,最小化,最大化,アプリ名,ハンドル) (値4：表示/非表示)
	変数名=[ウインドウリスト]  (値1：ウインドウ名/ID) ((値2：アプリ名/PID) (値3：タイトル,ハンドル,非表示))
	変数名=[ウインドウ数変化待機] (値1：ウインドウ名/ID) ((値2：アプリ名/PID) (値3：秒数))
	■■ メニュー操作 ■■

	メニュー  (値1：メニュー階層1) (値2：メニュー階層2) ....
	貼り付け  (値1：貼り付けたい文字列)
	■■ ダイアログ操作 ■■

	ボタン  (値1：ボタン名)
	チェックボックス  (値1：チェックボックスのラベル) (値2：ON または OFF)
	エディット  (値1：置き換えたい文字列)
	エディット追加  (値1：追加したい文字列)
	リストボックス (値1:リストボックスの選択肢)
	■■ マウス操作 ■■

	マウスクリック  (値1：クリックしたい座標) ((値2：ウインドウ名/ID))
	マウスダブルクリック  (値1：ダブルクリックしたい座標) ((値2：ウインドウ名/ID))
	マウストリプルクリック  (値1：クリックしたい座標) ((値2：ウインドウ名/ID))
	マウス右クリック  (値1：右クリックしたい座標) ((値2：ウインドウ名/ID))
	マウス移動  (値1：移動先の座標)
	マウスドラッグ (値1：開始位置の座標) (値2：移動先の座標)
	右マウスドラッグ (値1：開始位置の座標) (値2：移動先の座標)
	マウスホイール  (値1：上 または 下) (値2：まわす回数)
	マウスダウン (値1：押さえるボタン　left/right/middle)
	マウスアップ (値1：離すボタン　left/right/middle)
	マウスをもどす
	変数名=[マウスの現在位置]  (値1：クリック操作のタイミングで取得)
	■■ キー操作 、特殊キー入力■■

	キー入力   (値1：入力したい文字、または特殊キー) ((値2:対象のウインドウ名/ID))
	キー入力　表記法一覧
	[特殊機能]
	※　右クリックメニューの表記と入力されるコマンド
	キー操作：
	特殊キー入力：

	■■ 文字列、数値の操作 ■■

	変数名=[文字入力ダイアログ]  (値1:キャプション) (値2:初期値) (値3:伏せ字として使う文字)
	変数名=[文字数] (値1:数えたい文字列) (値2:検索する文字)
	文字を比較 (値1:文字列1) (値2:文字列2)  (値3:比較条件)
	変数名=[文字を置換]  (値1:文字列) (値2:探す文字列) (値3:置換後の文字列)
	変数名=[文字を切り取り] (値1:切り取りしたい文字列) (値2:開始位置)    (値3:終了位置)
	変数名=[文字並べ替え]  (値1:並べ替えしたい文字列) (値2:並べ替えの設定) (値3:区切り文字)
	変数名=[文字コード]  (値1:コードを得たい文字列)
	変数名=[コードから文字] (値1:文字コード)
	変数名=[16進数に変換] (値1:数値) (値2:桁数)
	変数名=[10進数に変換] (値1:16進数の文字列)
	■■ ファイル操作 ■■

	ファイル開く  (値1：開くファイルのパス) ((値2：開きたいアプリ))
	ファイル移動  (値1：移動するファイルのパス) (値2：移動先のファイル、またはフォルダパス) (値3：上書き)
	ファイルコピー  (値1：コピーしたいファイルのパス) (値2：コピー先のファイル、またはフォルダパス) ((値3：上書き))
	ファイル削除  (値1：削除するファイルまたはフォルダのパス) ((値2：完全削除))
	変数名=[ファイル選択]  ((値1：キャプション) (値2：拡張子指定))
	変数名=[ファイル名取得] (値1：ファイルのパス) ((値2：拡張子不要))
	変数名=[親フォルダ取得] (値1：ファイルのパス) (値2：存在を無視)
	変更後のファイル名=[ファイル名変更] (値1：ファイルのパス) (値２:変更後の名前)
	変数名=[ファイル情報]  (値1：ファイルのパス) (値2：情報の種類)
	ファイル確認  (値1：存在を確認するファイルまたはフォルダのパス)
	変数名=[ファイル読み込み]  (値1：テキストファイルのフルパス)
	ファイル書き込み (値1：書き込む文字列または変数名) (値2：書き込むファイルのフルパス) ((値3：上書きするかどうか))
	ファイル消去 (値1：テキストファイルのパス)
	変数名=[ファイルリスト] (値1：ファイルリストを取得したいフォルダのパス) ((値2：ファイルリストの区切り文字(初期値は|))
	変数名=[フォルダリスト] (値1：フォルダリストを取得したいフォルダのパス)  ((値2：ファイルリストの区切り文字(初期値は|))
	フォルダ作成 (値1：作成したいフォルダのフルパス)
	変数名=[フォルダ選択]  ((値1：キャプション) (値2：初期フォルダのパス))
	URLを開く  (値1：開きたいURL)
	変数名=[インターネット読み込み] (値1：読み込みたいURL)
	インターネットダウンロード (値1：httpから始まるアドレス) (値2：書き込むファイルへのパス) (値3：既存ファイルを上書きするかどうか)
	サーバーに接続 (値1：\\から始まるアドレス) (値2：ユーザー名) (値3：パスワード) (値4:接続するドライブ文字)
	ショートカットの作成 (値1：プログラム/ファイルへのパス) (値2：作成するショートカットのパス)  (値3：プログラムへの引数)
	専用ショートカットの作成 (値1：スクリプトファイルのパス) (値2：作成するショートカットのパス)  (値3：アイコンNo)
	■■ 画像検出と操作 ■■

	イメージチェック (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:領域またはウインドウ名/ID)
	イメージへ移動 (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:領域またはウインドウ名/ID)
	イメージクリック (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:領域またはウインドウ名/ID)
	イメージダブルクリック (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:領域またはウインドウ名/ID)
	イメージ右クリック (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:領域またはウインドウ名/ID)
	イメージ待機 (値1:画像ファイルへのパス)  (値2:待機する時間(秒))  (値3:領域またはウインドウ名/ID)
	$比較結果$=イメージファイル比較 (値1:画像ファイル1へのパス)   (値2:画像ファイル2へのパス)
	■■ 変数と配列■■

	変数　(値1：変数名)   (値2: 変数名に格納する文字列)
	変数名=(値2：変数名に格納する文字列)
	変数名=[変数取得] (値1:中身を取得したい変数名) ((値2:文字列に変数が含まれている場合変換する))
	変数削除 (値1:変数名)
	比較 (値1:変数名) (値2:比較記号) (値3:変数名)
	変数名=[配列数カウント] (値1:配列変数名)
	変数名=[配列] (値1：|で区切られた文字列）
	変数名=[配列追加] (値1：追加する文字列） (値2：追加する位置）
	変数名=[配列編集] (値1：置き換える文字列） (値2：置き換える位置）
	変数名=[配列取得] (値1:配列変数名) (値2：取り出し位置)
	変数名=[配列削除] (値1:配列変数名) (値2：削除する位置)
	変数名=[結果取得] ((値1:@result@から取得した文字列に変数が含まれている場合変換する))
	変数展開 (値1:する/しない)
	グループ有効化 (値1:有効にしたいグループ名)
	グループ履歴リセット
	グループ継続 (値1：グループ名）
	■■ 制御や変換(繰り返しなど)■■

	ウエイト   (値1：秒数)
	変数名=[計算] (値1:数式または比較式) (値2:結果TRUEのときの値|結果FALSEのときの値)
	※　計算　の代わりに　判定　というコマンド表記にしても同じ動作をします。
	変数名=[現在日時] (値1:フォーマット)
	変数名=[日付比較] (値1:日付1) (値2:日付2) (値3：比較方法)
	変数名=ランダム (値1:ランダム数値の範囲)
	変数名=[クリップボード] (値1:動作[GET / SET])
	ループ開始位置 (値1:[繰り返し回数　or 繰り返すリスト]) ((値2:繰り返し要素を格納する変数) (値3:動作のオプション))
	・・・(繰り返したい処理を書く)
	ループ終了位置
	ループ中断
	ループ継続
	関数開始 (値1:関数名) ((値2:〜値4: 引数))
	・・・(関数としてまとめたい処理を書く)
	関数終了
	変数名=[関数実行] (値1：呼び出す関数名) ((値2：引数1 値3：引数2 値4：引数3 値5：引数4))
	Return (値1：関数呼び出し元に返すデータまたは変数名)
	終了時実行 (値1：スクリプト終了時に呼び出す関数名)
	変数名=[コマンドライン取得]  (値1：引数の何番目か？) ((値2：区切り文字))
	実行中止
	■■ その他 ■■

	スクリーンショット (値1：ウインドウ名 または 領域) (値2:画像を保存するファイルパス)
	変数名=メッセージ (値1:テキスト) ((値2：アイコンタイプ：1〜4) (値3：ダイアログタイプ：0〜5))
	バルーン (値1:テキスト) ((値2:アイコン種類) (値3:音を出す))
	ツールチップ (値1:テキスト) ((値2:表示する座標) (値3:表示する秒数))
	変数名=[リスト選択ダイアログ] (値1:リスト項目(| で区切った文字列)) ((値2:キャプション) (値3:複数選択))
	キー入力待機 (値1:待機するキー) ((値2:待機をキャンセルするキー))
	変数名= [操作記録] (値1:キー/マウス/すべて) (値2:待機時間を記録する/しない) (値3:ウインドウ切り替えを記録する/しない) (値4:ウインドウドキュメント名を記録する/しない)
	変数名=[ゲーム操作キー記録] (値1:デバイス番号(-1で実行時に選択)) (値2:使用するテーブル番号1~4) (値3:最適に動作するための設定ヘッダを追加する)
	変数名=[コントローラーの検出] (値1:検出を待つ秒数)
	ログ (値1:ログに残したい文字列) ((値2:日付追加指定))
	変数名=[シェルコマンド] (値1:コマンド)
	スクリプト実行 (値1:[スクリプトファイルのパス] または スクリプトの文字列)
	OS再起動  ((値1：強制的に行うかどうか？))
	OSシャットダウン  ((値1：強制的に行うかどうか？))
	変数名=[OSバージョン]
	変数名=[OSビルド]
	変数名=[OSアーキテクチャ]
	■■ 動作設定 ■■

	実行結果を表示 (値1:する　または　しない)
	キー入力速度 (値1:キー入力間隔　または　キー入力の長さ) (値2：5〜100の数字)
	タイムアウト (値1:秒数）
	変数変換符号 (値1:必要　または　不要)
	ループ引数セパレータ (値1:@改行@ など)
	ツールチップ表示 (値1:する　または　しない)
	ログを保存 (値1:する　または　しない)
	ログフォルダ (値1:保存先パス)
	エラー時スクリプト継続 (値1:する　または　しない)
	イメージ比較レート (値1:0.1 〜 1)
	ファンクションキー使用 (値1：する/しない)
	ファンクションキー設定 (値1:F1〜F10) (値2:スクリプトファイルパス) (値3:有効化しない)
	スタートアップスクリプト (値1:スクリプトファイルのパス)
	コマンドのグルーピングについて
	■ コマンドのグルーピング

	(コマンド名).グループ識別子
	その他　：v3より、以下のように書くことで、グルーピングを省略できるようになりました。
	■定義済みの変数

	特殊な書き方
	■ 変数名=文字列


