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ぴよまるソフトウェアの２つの顔
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世界征服系（野望系）プログラム まじめなお仕事系プログラム

こっちです

 

…以上を、すべてAppleScriptで開発しております



Macのお仕事系プログラム
大量のデータを大量一括処理（バッチ処理）

業務処理を実行（エンタメ要素絶無）

業務用の（複数の）アプリケーションをコン
トロールしてデータを作成



複数のアプリケーションを連携

Keynote書類上の現在表示中のページのみPDFに書き出して表示

書き出し

Keynote書類上の表の指定色のセルを他の色に置換

複数の操作
の自動化

変換

Numbers書類の選択範囲をMarkdownの表タグに変換

複数のアプリケーション
を使用して成立する作業
をまとめて自動化

指定フォルダ以下のMarkdownとPages書類をPDFに書き出して結合

複数種類のアプリケー
ション書類をまとめて処

理



アプリケーションのScripting方法

(Standard scripting)

GUI scripting

Script Library scripting

URL Events

英語っぽい記法 
アプリケーション内部オブジェクト、設定値 
アプリケーション内部の命令

英語っぽい記法 
メニューやボタンなどをクリック 
AppleScript対応アプリの非対応機能、
AppleScript非対応アプリの機能の呼び出し

アプリケーションのInfo.plistに記述したURLを
オープンする。非同期実行。返り値なし

AppleScriptのプログラムを呼び出す 
SDEFをつけると、英語っぽい記法で呼び出せる。
複数のOSA言語で共有



Scriptingに使える部品

(standard scripting)

GUI scripting

Shell Script

Coaoa & Other frameworks

REST
Web API

REST API

Script Library

URL Events

English 
like

menu 
button 
etc.

open 
location

ObjC 
like

Cloud 
API

shell 
script

Script Additions 
scripting(OSAX)

10.14でサードパーティ
のOSAX利用は廃止



GUIアプリを組み合わせたバッチ（一括）処理

入力

処理

出力

普通のGUIアプリの処理 バッチ（一括）処理

大量の入力

大量の出力

処理 
（１件あたりの処理時間は

同じ）

エラー 
出力

処理データを 
まとめて指定す
ることで省力化

エラーがあっても処理は継続



Macのバッチ処理の運用

ソフトウェア・ロボットとして運用

処理
専用のMac上で実行２

処理
専用のMac上で実行１（タイマーで定期的に実行）

処理 処理 処理

業務時間 処理
作業者のMac上で定時後実行（オフィス二毛作）

業務時間 処理
作業者のMac上で臨時実行（コマンド的に）

処理



バッチ処理時の独特の課題

実行環境チェック エラー時の処理継続 大量データの連続処理時の
クラッシュ対応

夜間の長時間稼働への
対応

長時間稼働時の異常加熱
への対策

マニュアルや仕様書を見なく
てもわかるわかりやすさ



業務系プログラムならではの事情も

Web API利用は 
顧客の許可次第

アイコンは一応必要

現場固有の 
「社内ローカル専門用
語」

大きな声ではいえない名前
がついている場合もある

リネーマー　→　ねりーまー

 



簡易UIか、Xcode上で作り込むか
choose from list

display dialog～default answerchoose file name

choose folder / choose file

display notification

choose color



AppleScript with Xcode
macOS

Other

AppleScript App

Project…

File > New



例: AI書類にデータを流し込んでJPEG書き出しするツール



例 :AI書類にデータを流し込んでJPEG書き出しするツール
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タイマー割り込み駆動 Toolbar Icons

途中で止められる＝メモリ上にScript実行
用のインスタンスを生成し、実行中にstop

メッセージを送信

Scriptをテキストで作成してメモリ上のイ
ンスタンスにロード、実際にはパスワード
つきのZipアーカイブからメモリ上に

AppleScriptを展開

AppleScriptからセンサー情報に
アクセスして監視



Dark Mode@macOS 10.14.4



Cocoa利用技術の向上により、簡易UIでも凝った表現が可能に



Info.



電子書籍絶賛発売中！



ご紹介（勉強会など）：

TMUG
東京Macintosh 
Users Group

Cocoa. 
Swift

Think 
AppleScript

長野谷が定期的に顔を出しているあつまり

毎月第１土曜日開催

@目黒
毎月開催

@池袋
自主開催不定期

@池袋
ユーザー系 開発者系 Scripter系



RPAとのちがい
AppleScript RPA 

Robotics Process AutomationObject Scripting GUI Scripting

処理の記述 コードをガンガン書く ツールでコードを書く コードを書かずに記述

速度 高速 低速 低速（サービスによる）

操作対象 アプリケーション内の
オブジェクト

アプリケーションの
GUI部品そのもの

アプリケーションのGUI部品
（画面を「絵」として図形認

識）

呼び出せる機
能

アプリケーションの設
定値、状態、内部機
能、内部オブジェク
ト、内部機能（実行完
了確認つき）

画面上にあるGUI部品
をクリック操作する
（クリックしたという
イベントを送信す
る）。実行確認つき

画面上でGUI部品として認識し
た座標をクリック操作する

対象ユーザー 開発者、パワーユーザ
ー パワーユーザー 一般ユーザー？　情報システム

部門？？
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	業務系プログラムならではの事情も
	簡易UIか、Xcode上で作り込むか
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