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１． ソフトウェアの概要 

Ai Script Assist は、Illustrator のスクリプトの実行を補助するソフトウェアです。 

Illustrator を業務で使用されている方、ヘビーユーザーの方は、頻繁に使う機能・操作

をスクリプトで行い効率化を図っています。残念ですが Illustrator はスクリプトをショ

ートカットキーに割り当てができません。ショートカットキーで実行できたら、更に

効率が上がります。Ai Script Assist を使用することで、Illustrator 上でショートカット

キーでのスクリプト実行ができるようになります。また、プレーンテキストの貼り付

けもショートカットキーで実行できます。スクリプトランチャーとして使用できます。 

 

※ Adobe Illustrator は Adobe Systems Incorporated の商標です。 

※ Windowsは Microsoft Corporation の登録商標です。  

※ その他、記載されている会社名、商品名は、各社の商標および登録商標です。 

※ Ai Script Assist は Adobe Systems の製品ではありません。 

 

２． 動作環境 

Windows7以降 64 ビット版、Adobe Illustrator が        英語 OS でのメニュー 

インストールされている PC で使用して下さい。 

UI の言語は日本語、英語に対応しています。 

  スクリプトファイルの言語に制限はありません。 

 

３． インストール / アンインストール方法 

 インストール方法 

Ai Script Assist.zip ファイルを解凍し、フォルダごと適当な場所にコピーして 

下さい。試用版はショートカットキーでスクリプトの実行はできません。 

他の機能は使用できます。制限解除は発行されたパスワードでフォルダ内の

Keyboard.zip を解凍し、Keyboard.dll を AiScriptAssist.exe と同じフォルダに 

置いて下さい。ショートカットキーでのスクリプト実行機能が有効になります。 

 

 アンインストール方法 

ソフトウェアのインストールフォルダを削除して下さい。 

※ 本ソフトウェアはレジストリ、他のフォルダに情報を作成しません。 
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４． 使用方法 

AiScriptAssist.exeを実行しソフトウェアを起動すると下記画面が表示されます。 

 
 

 スクリプトファイルの登録～ショートカット実行の手順、プレーンテキスト貼り付け 

 

1. 「.jsx スクリプトファイル」を「スクリプト登録」ボタンで登録します。 

 対応しているスクリプトは Javaスクリプトのみです。 

 

2. ショートカットキーを登録します。 

Illustrator で登録されているショートカットキーと重複しないよう注意して下さい。 

 

3. Illustrator を起動後、「スクリプトのショートカットキー実行を有効」ボタンを 

押下します。Illustrator が起動されている状態で、本ソフトウェアを起動した場合 

自動的に「スクリプトのショートカットキー実行」が有効になります。 

 

4. Illustrator 上でショートカットキーを使用しスクリプトの実行を行います。 

ショートカットキーが有効なのは Illustrator 上のみです。 

 

5. 本ソフトウェアをアイコン化するとタスクトレイに入ります。  

Illustrator での作業中はアイコン化すると邪魔になりません。 

 

6. 「Paste plain text」スクリプトについて  

Illustrator でテキストをコピーし、ペーストすると属性もコピーされます。 

このスクリプトを実行すると属性なしのプレーンテキストをペーストできます。 

ショートカットキーはお好みのキーを設定して下さい。 
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５． 機能詳細 

基本操作は下図のツールバーで行います。 

 

 

 

・ リスト項目を左ボタンダブルクリックすることでも実行できる機能があります。 

・ リスト項目は Ctrl / Shift キーを押下することで複数選択ができます。 

・ 登録した項目はソフトウェア終了時に自動で保存されます。 

・ エクスプローラーから複数のスクリプトファイルをドロップして登録できます。 

 

ショートカットキーのスクリプト実行を有効にします。 

※ Illustrator 起動後、実行して下さい。 

 

ショートカットキーのスクリプト実行を無効にします。 

 

スクリプトファイルの登録を行います。  (Insert) 

 

選択したスクリプトの登録解除を行います。 (Delete) 

  

スクリプトファイルの再選択を行います。  (F2) 

 

ショートカットキーの登録 / 編集を行います。 (F3) 

ボタン押下後、ショートカットキーを入力し 

Enter キーで確定します。 

 

単一選択したスクリプトの実行を行います  (F5) 

スクリプト名をダブルクリックでも実行できます。 

 

選択したスクリプトを上へ移動します。  (Ctrl+Up) 

 

選択したスクリプトを下へ移動します。  (Ctrl+Down) 

 

ショートカットキーリストをテキストファイルに (F4) 

書き出します。 
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リスト上でマウスの右クリックを行うとメニューが開きます。 

ツールバーと同様の操作ができます。 

 

 

メニューにはツールバーの項目のほかに、下記の項目があります。 

 

 常に手前に表示 

ウィンドウを常に手前に表示します。 

スクリプトランチャーとしてご使用の場合、有効にして下さい。  

 

 シングルクリックでスクリプトを実行 

シングルクリックでスクリプトを実行します。 

スクリプトランチャーとしてご使用の場合、有効にすると 

Illustrator のアクションウィンドウ ボタンモードのように使用できます。 
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 スクリプトのエクスポート・インポート 

登録しているスクリプトを外部フォルダに書き出して、 

他のＰＣで使用している AiScriptAssist にスクリプトを読み込めます。 

スクリプトの同期、バージョンアップ時に使用して下さい。 

 

 

 イラストレーターのショートカットキーと重複チェック 

イラストレーターで出力したショートカットキーテキストファイルを

指定してショートカットキーの重複チェックを行います。 

 

 
 

 

 重複チェック警告のクリア 

重複チェックでカラー表示されている警告をクリアします。 
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 重複チェックを有効にする 

「イラストレーターのショートカットキーと重複チェック」を 

実行後に設定できます。重複カラー表示、ショートカットキー登録時の 

重複チェックを行うか設定します。 

 

 

 アクションの登録                  

イラストレーターのアクションを登録し、ショートカットキーで実行できます。

注意：この機能は CS6以降で使用ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記二つ登録方法があります。 

●個別登録 

1．セット名、アクション名を入力して下さい。 

2．「追加」ボタンを押下し登録リストに追加して下さい。 

     複数のアクションを登録できます。 

3．「登録」ボタンを押下し、登録を完了します。 

●一括登録 

1．「アクションファイルから一括追加」ボタンを押下し、 

イラストレーターのアクションファイル（.aia）を選択します。 

2．「登録」ボタンを押下し、登録を完了します。 
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 起動時にタスクトレイに入れる 

起動時にアイコン化しタスクトレイに入れます。 

WindowsのスタートアップにAiScriptAssistを登録している方は本機能を有効にす

ることで邪魔になりません。 

※Windows10 スタートアップの登録例 

下記フォルダに AiScriptAssist のショートカットを置きます。 

C:¥ProgramData¥Microsoft¥Windows¥Start Menu¥Programs¥StartUp 

 

 

 

 自動でショートカットキー実行を有効にする 

イラストレーターの起動を監視し、自動でショートカットキーでの実行を有効に

します。Windows のスタートアップに AiScriptAssist を登録している方は、本機能

を有効にすることで本アプリケーションを意識することなくイラストレーターを

ご使用できます。 

 

 

６． フォルダ構成 

インストールフォルダの構成は下記の通りです。 

他の PCで現在の環境を使用する場合、フォルダごとコピーして下さい。 

 

スクリプト登録フォルダ 

操作説明書（本ドキュメントファイル） 

実行ファイル 

設定ファイル 

ショートカットキー実行モジュール 

プレーンテキスト貼り付けスクリプト 

ショートカットキー登録ファイル 

最初にご覧頂くテキストファイル 
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７． 著作権 

このソフトウェア (アーカイブファイル、およびアーカイブファイルに含まれる 

すべてのデータ)を指します)の著作権は「Katharine Software」が所有しています。 

このソフトウェアに含まれる著作権情報を書き換えてはなりません。 

 

８． 免責事項 

このソフトウェアの使用または使用不可によって、いかなる問題が生じた場合も、 

著作者はその責任を負いません。バージョンアップや不具合に対する対応の責任も 

負わないものとします。この文書の内容およびソフトウェアの意匠、仕様は、予告 

なしに変更されることがあります。 

 

９． セキュリティ、バージョンアップ 

安心して本ソフトウェアをご使用頂けます。 

 

■インストールは簡単です。アンインストールもフォルダごと削除するだけです。 

 他に情報を書き込むことは一切ありません。 

■セキュリティに配慮しています。ウィルスへ感染する恐れはありません。 

■ソフトウェア販売で有名な Vector の決済サービスを利用しています。 

■インストール、使用方法などに関するサポートはメールで受け付けています。 

スクリプトランチャーとして使用できるかご確認後、ご購入頂けますと助かります。 

※動作しない場合 AiScriptAssistを終了し AiScriptAssist.iniの調整をお願い致します。 

   AiScriptAssist.iniの設定内容例 

[Settings] 

Auto=0 

[AI] 

; If Auto = 0 does not work, specify the version of Illustrator to be used. 

; Auto=0 のみで動作しない場合、使用する Illustrator のバージョンを指定します。 

; CS5.1 / CS6 / CC.2014 / CC.2015 / CC.2017 

UseVer=CC.2017 

 

 

■ご購入頂いた場合、ご請求させていただくのはソフトウェア購入代金のみです。 

 登録後はバージョンアップ等、費用は一切かかりません。 
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■試用版、登録版とも広告表示、他のソフトウェアがインストールされることは 

 ありません。 

 

１０． サポート連絡先及び更新履歴 

 サポートについて 

ご質問、ご要望、不具合等がありましたら、ご連絡をお願い致します。 

Katharine Software の対応可能な範囲でサポートをさせて頂きます。 

Mail : katharinesoftware@gmail.com 

Web : http://katharine.cute.coocan.jp/ 

 

 更新履歴 

 

Ver.1.0.1.0 2019 /4 /29 

         ・スクリプトリストにコメント欄を追加しました。 

 

Ver.1.0.0.9 2017 /6 /2 

 ・「起動時にタスクトレイに入れる」機能を改良しました。 

      ・Q&A ドキュメントを追加しました。 

 

Ver.1.0.0.8 2017 /3 /1 

 ・アクションの登録にアクションファイルから一括登録する機能を 

追加しました。 

 

Ver.1.0.0.7 2017 /2 /19 

 ・アクションの登録、実行する機能を追加しました。 

 

Ver.1.0.0.6 2017 / 1 / 3 

 ・起動時にタスクトレイに入れる機能を追加しました。 

 ・自動でショートカットキーの実行を有効にする機能を追加しました。 

 

Ver.1.0.0.5 2016 / 10 / 13 

 ・イラストレーターのショートカットキーとの重複チェック機能を 

追加しました。 

 

Ver.1.0.0.4 2016 / 6 / 25 

 ・スクリプトのエクスポート・インポート機能を追加しました。 

mailto:katharinesoftware@gmail.com
http://katharine.cute.coocan.jp/
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Ver.1.0.0.3 2016 / 3 / 15 

 ・シングルクリックでのスクリプト実行に対応しました。 

  右メニューでシングルクリック設定ができます。 

 ・メインウィンドウのサイズ変更の最小サイズの制限を解除しました。 

  ランチャーでの使用時に画面表示面積を少なくできます。 

 ・スクリプトファイルの多言語対応をおこないました。 

  スクリプトファイルが日本語、英語以外の言語でも使用できます。 

 ・Apple Mac のスクリプトファイルでファイル名に濁点・半濁点が 

  使用されているファイルに対応しました。 

 

Ver.1.0.0.2 2016 / 3 / 10 

・ユーザーズマニュアル英語版を追加しました。 

・Illustrator CC 2015 で「プレーンテキスト貼り付け」に対応しました。 

 

Ver.1.0.0.1 2016 / 2 / 14 

・初版リリース 


