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はじめに
重要
このガイドは、データベースファイルを FileMaker® Pro 7.0 より前のバージョンから変換する場合のみお読みくださ
い。FileMaker Pro 7 から FileMaker Pro 8 にアップグレードする場合、FileMaker Pro 7 と FileMaker Pro 8 は同じファイ
ル形式を共有するため、ファイルを変換する必要はありません。
次の表は、バージョン 7.0 のガイドのリリース以降に変更されたファイル変換情報について説明しています。このガ
イドのその他の内容は、FileMaker 8.0 用にはアップデートされていません。
参照先

変更内容

全般

FileMaker Developer は、FileMaker Pro Advanced という名前に変更されています。

10 ページ

FileMaker Pro 8 では、同じスキーマを持つテーブルをソーステーブルとして作成するため、変
換後に、ファイルの新しいテーブルにレコードをインポートすることができます。これによ
り、以前は別々であったテーブルを、複数ファイルで構成されるソリューションから、単一
ファイルの複数テーブルで構成されるソリューションに統合することができます。データと
テーブルのみがインポートされます（レイアウト、リレーションシップ、スクリプトなどは
インポートされません）。

「FileMaker Pro 7 で設計されたデータ
ベースへのデータの移行」

FileMaker Pro Advanced では、変換されたファイルからテーブルスキーマをコピーまたはイン
ポートすることができます。詳細については、『FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイ
ド』を参照してください。
17 ページ
「１つのファイルの変換」
30 ページ
「ファイル参照」

33 ページ
「レイアウトにおける変更」

42 ページ
「計算式で使用されるフィールド名内
の無効な文字と単語」
49 ページ
「FileMaker Pro 7 で使用されなくなっ
たエラーコード」

FileMaker Pro 8 では、ダイアログボックス内のテキストで、「このファイルは旧バージョンの
FileMaker Pro で作成されているため、現在の FileMaker Pro のバージョンへ変換する必要があり
ます。」と表示されます。
データベースを FileMaker Pro の前のバージョンから変換した後は、必ずソリューション内のす
べてのファイル参照を確認し、不要なファイル参照を削除してください。[ファイル参照] ダイ
アログボックスでは、フォルダの場所や IP アドレスのような、頒布しない情報を表示すること
ができます。
レイアウトの一部として画像（Windows Metafile イメージ）を挿入している場合は、Windows
マシン上でファイルを変換してイメージを維持する必要があります。この動作は、39 ページで
説明している動作と類似しています。Windows Metafile イメージを格納するオブジェクトフィー
ルドが、Mac OS とは異なる方法で Windows 上で変換されることについて説明しています。
FileMaker Pro 8 では、一覧には次の文字が含まれます。
+、-、*、/、^、&、=、≠、<、>、≦、≧、(、,、;、)、[、]、\、"、::、$、}

FileMaker Pro 8 では、次のエラーコードは表示されなくなりました。

1

904 コマンドは、FileMaker Server がホストしているファイル内でのみ使用できます
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第1章
データベースの変換の計画
各ファイルでの複数のテーブル、内部的なデータ格納方法の変更、スクリプトと関数の動作の変更をはじめ
とする新機能をサポートするために、FileMaker® Pro のファイル形式が変更されました。FileMaker 7 製品で
旧バージョンの既存のファイルを使用するには、FileMaker Pro 7 で使用される新しいファイル形式に変換す
る必要があります。

このガイドについて
このドキュメントには、FileMaker Pro、FileMaker Developer、および FileMaker Server 向けの変換に関連する
情報が記載されています。
オンラインヘルプでは、FileMaker の機能について、あらゆる情報を網羅した手順ごとの操作が説明されてい
ます。ヘルプは、FileMaker 製品の [ヘルプ] メニューから開くことができます。
重要 FileMaker 7 に関するドキュメント は、www.filemaker.co.jp/downloads からダウンロードすることができ
ます。このドキュメントの最新版も、この Web サイトから入手できます。アップグレード、変換、および移
行に関する注意事項の詳細については、www.filemaker.co.jp の TechInfo データベースの記事や他の情報源を
参照してください。

変換の概要
FileMaker Pro 7 用にデータベースを更新するためにどの方法を使用するかは、データベースの複雑さと、
FileMaker Pro 7 で利用できる新機能を実装する利点があるかどうかによって決まります。

単純なファイルの変換
データベースソリューションが非常に単純な場合は、17 ページの「データベースファイルの変換」の方法、
または『ユーザーズガイド』で説明されている方法を使用してファイルを変換し、変換されたファイルをテ
ストして使用することができます。たとえば、旧バージョンのファイルメーカー Pro に付属するテンプレー
トから作成した単純なファイルは正しく変換され、変換後に多くの調整を手動で加える必要はありません。

複雑なデータベースの変換
複雑なスクリプトや計算式などの独自の機能を使用して作成された複数のファイルで構成されるリレーショ
ナルデータベースや、ビジネスに不可欠なデータベースを変換する場合は、次の７段階の手順に基づいて変
換を計画することをお勧めします。
注意 次に示す６つの一般的な変換手順については、10 ページの「複雑なデータベースの変換チェックリス
ト」に詳細なタスクが説明されています。このチェックリストを変換手順のガイドとして使用すると、役立
つ場合があります。
1. 変換を計画します。
データベースのどの部分に特別に注意し、変換後に検証する必要があるかを判断します。
2. 変換の準備を整えます。
変換されたファイルを配置する環境を設定して、変換手順の実行時にファイルを保存します。現在のファ
イルをクリーンアップし、不要になったスクリプトやレイアウトなどの古い情報や構造を削除します。
FileMaker Pro 7 でデータベースのセキュリティをどのように実装するかを検討します。変換時にファイル
内のどの項目が変更されるかの情報については、第３章で詳しく説明されているので、ファイルを変換す
る前にこの章に目を通しておくことをお勧めします。
3. ファイルを変換します。
17 ページの「データベースファイルの変換」で説明されている手順を使用して、ファイルを FileMaker Pro 7
形式に変換します。
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4. 変換による変更を確認します。
データベースによっては、変換後に手動での変更が必要です。13 ページの「変換による変更の確認」を
参考にして、ファイルのすべての部分が正しく変換されていて、目的の結果が得られることを確認しま
す。このチェックリストの多くの項目は一部のユーザには該当しませんが、リスト全体を確認して、見落
としがないことを確認することをお勧めします。
5. 変換されたデータベースをテストします。
変換されたデータベースを使い始める前に、ソリューションを十分にテストして、すべての項目が正しく
変換されていることを確認することが非常に重要です。テストにはデータのサブセットを使用できます
が、テストするデータは、データベースに含まれるすべての機能を代表するものにしてください。たとえ
ば、データベースのすべての計算式を検証できるデータがフィールドに含まれるようにします。フィール
ドから結果を返す計算式、スクリプトで実行されるスクリプトステップを制御するために使用される計算
式、およびアクセス権を使用して表示するレコードを制御するために使用される計算式は、必ず考慮して
ください。また、ユーザアカウント、パスワード、およびアクセス権も必ずテストしてください。
6. 変換されたデータベースに最新のデータを入力します。
7. テストデータを削除して、現在のデータベースの変換済みのコピーからデータをインポートします。
8. 変換されたデータベースを導入します。
変換後のタスクを完了して、変換されたデータベースをテストし、使用する準備が整ったことを確認したら、
データベースの使用を開始します。

FileMaker Pro 7 で設計されたデータベースへのデータの移行
FileMaker Pro 7 では広範な変更と機能の強化が行われているため、現在のデザインと構造を保ったままデー
タベースを変換するよりも、FileMaker Pro 7 でデータベースを再作成した方が好ましい場合があります。た
とえば、複数のファイルで構成されるデータベースを変換すると、それらのファイルは、複数の関連テーブ
ルで構成される単一のファイルに結合されます。FileMaker Pro 7 で、必要なテーブルとリレーションシップ
すべてが含まれる単一の新しいファイルを作成して、元のファイルの変換後のコピーからインポートするこ
とができます。
FileMaker Pro 7 でデータベースをデザインすることで、古い機能を取り除き、FileMaker Pro で強化された機
能を存分に利用することができます。

複雑なデータベースの変換チェックリスト
次のチェックリストを使用して、ファイルの変換を計画および完了します。ソリューションに該当しないタ
スクの場合は、「非該当」にチェックを付けます。

変換の計画
完了

非該当

❑

❑

タスク
FileMaker 7 でファイル共有がどのように変更されているかを学びます。27 ページの「アクセス権」を参
照してください。さらに、データベースが次の条件に当てはまる場合は、該当する各タスクを行います。

1

データベースが FileMaker Server でホストされる場合は、FileMaker Server 7 の新機能を確認して、
現在 FileMaker Server でホストされているすべてのデータベースをどのように変換または移行す
るかを計画します。

1

データベースが Web 上で公開される場合は、56 ページの「Web 上に公開されるデータベースの
変更」、および『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』または『FileMaker Server Advanced カ
スタム Web 公開ガイド』を参照してください。

データベースの変換の計画

完了

非該当

❑

❑
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タスク
使用する予定の FileMaker 製品をサポートするための正しいハードウェアとソフトウェアがあるかどうか
を判断します。

1 『FileMaker

Pro 7 および FileMaker Developer 7のインストールおよび新機能ガイド』に記載され
ているシステムの必要条件をチェックして、データベースを配置する予定のコンピュータ（およ
びマルチユーザ環境のすべてのクライアントコンピュータ）に適切なリソースがあることを確認
します。

❑

❑

1

変換されたファイルに対して十分なディスクの空き容量があることを確認します。オブジェクト
フィールドとレイアウトで同じ画像が使用されている場合、変換されたファイルでは、元のファ
イルよりも多くのディスクの容量が必要になる可能性があります。JPEG または GIF 以外の形式
のグラフィックが多数含まれるファイルでは、
サイズが 50% から 75% 増加する可能性があります。

1

データベースが FileMaker Server で共有される場合は、サーバーコンピュータを FileMaker Server 7
または FileMaker Server 7 Advanced に、すべてのクライアントコンピュータを FileMaker Pro 7 に
それぞれアップグレードする計画を立てます。Web 公開機能を使用して Web 上でデータベースを
ホストする場合は、
『FileMaker Server 管理者ガイド』および『FileMaker Server Advanced Web 公開
インストールガイド』に記載されているシステムの必要条件を確認してください。
注意 FileMaker Pro 7 より前のバージョンのファイルメーカーPro は、FileMaker Server 7 と通信で
きません。すべてのデータベースを FileMaker Pro 7 にアップグレードする予定がない場合は、変
換するデータベースをホストするために別のサーバーコンピュータを用意する必要があります。

1

データベースの容量が非常に大きい場合は、変換およびテスト用に別のコンピュータ（または複
数のコンピュータのセット）を用意することを検討してください。

導入する前にすべての共有データベースを FileMaker Pro 7 に変換する予定がない場合は、ユーザが複数の
バージョンの FileMaker Pro と FileMaker Server を利用できるようにするための計画を検討します。

1

１台のコンピュータ上でファイルをホストできるのは、１つのバージョンの FileMaker Pro または
FileMaker Server のみです。したがって、FileMaker Pro 7 や FileMaker ネットワークを使用して
ピアツーピアでホストする場合でも、FileMaker Server 7 を使用してホストする場合でも、バー
ジョン 7 に変換されたファイルをホストするための２台目のコンピュータが必要になります。

1

旧バージョンのファイルメーカー Server、ファイルメーカー Developer、またはファイルメーカー
Pro をバージョン 7 と同時に実行する予定の場合は、www.filemaker.co.jp でライセンスの制限を参
照してください。

❑

❑

データベースがリレーショナルデータベースの場合は、すべての関連ファイルを変換計画に含めます。旧
バージョンのファイルメーカー Pro のファイルは、変換されたファイルとの間でデータを操作できません。

❑

❑

FileMaker Pro 7 で使用するために検証や更新が必要な関連するファイル（サードパーティのプラグインな
ど）がデータベースで使用されているかどうかを判断します。

❑

❑

既存のファイルを変換するか、それとも FileMaker Pro 7 で新しいデザインを作成してデータをインポート
することによってデータベースを移行するかを判断します。ファイルの変換の詳細については、27 ペー
ジの「変換時に行われる変更」を参照してください。FileMaker Pro 7 で強化および改善された点の詳細に
ついては、『インストールおよび新機能ガイド』および『ユーザーズガイド』を参照してください。

❑

❑

Windows メタファイルイメージ（および OLE、SLD、TIFF メタファイルなど、FileMaker によって内部的
にメタファイル形式で保存される他の特定のイメージ）を保存するオブジェクトフィールドがデータベー
スに含まれる場合、イメージを保存するには、QuickTime がインストールされた Windows コンピュータ上
で変換を実行します。
Mac OS コンピュータ上で変換を実行してもデータが失われることはありませんが、Mac OS コンピュータ
上でイメージを別のオブジェクトフィールドに直接ドラッグ、ドロップ、コピーまたはペーストすること
はできません。つまり、最初に Windows コンピュータ上でデータベースを開いて、オブジェクトフィー
ルドが含まれる各レコードを表示し、メタファイルイメージを変換する必要があります。

重要 FileMaker では、FileMaker 製品のマニュアルに記載されていない動作に依存するデータベースソリュー
ションの機能については保証しません。想定外の動作を利用しているデータベースは正常に変換されず、
FileMaker Pro 7 および FileMaker Server 7 の環境では正しく機能しない場合があります。変換されたソリュー
ションの機能の検証およびテストは、データベースの開発者の責任となります。

旧バージョンの FileMaker データベースの変換
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変換の準備
完了

非該当

❑

❑

タスク
大量のレコードが含まれるデータベースを変換する場合は、変換前にクローン（データなしのコピー）を
作成することを検討します。FileMaker Pro ヘルプの「ファイルの保存とコピー」を参照してください。
ヒント データベースのクローンを変換する方が、大量のデータが含まれるデータベースを変換するより
も高速です。変換されたクローンでレイアウト、計算式、およびスクリプトを変更し、元のデータベース
を変換してから、クローンにデータをインポートします。

❑

❑

現在のデータベース定義を紙に書き出して、変換されたファイルを確認および変更する際にリファレンス
として使用します。

1
1

現在のフィールド定義、スクリプト定義、およびレイアウトを印刷します。
ファイルメーカー Developer 6 を使用している場合は、データベースデザインレポートを作成する
ことを検討します。このレポートにはデータベースの構造の詳細が記載されており、データベー
スの情報を機能ごとに印刷するよりも便利な場合があります。

❑

❑

データベースが非常に複雑な場合やビジネスに不可欠な場合は、データベースの構造と、その中での情報
の流れを図式化して、すべてのレイアウトとレポートを識別します。検証やテストの際に、この図を変換
工程表として利用できます。

❑

❑

変換後に必要なセキュリティ面での変更の準備を整えます。FileMaker Pro 7 のセキュリティモデルは以前
とは異なっていて、大幅に強化されているため、変換時に既存のセキュリティ設定を再定義する必要があ
ります。27 ページの「アクセス権」および『FileMaker セキュリティガイド』を参照してください。

1
1
❑

❑

❑

❑

現在のデータベースで使用されているセキュリティモデルの説明を作成します。
ファイルの各ユーザに異なるパスワードが必要か、それともパスワードを共有できるかどうかを
判断します。

変換環境を準備します。

1

変換する予定のファイルのバックアップを作成して、変換中に引き続き使用される既存のデータ
ベースとは別のフォルダに配置します。

1

ネストされたフォルダ構造で構成される複数のファイルを変換する場合は、保存先のフォルダを
同じ構造で作成します。18 ページの「複数のファイルの一括変換」を参照してください。

1
1

変換されたデータベースのテスト専用のフォルダを設定します。
変換時に使用する別のコンピュータ（独立した環境）を設定することを検討します。

既存のデータベースを検証して、使用されなくなったパスワード、スクリプト、レイアウト、フィールド
など、古い定義や構造を削除します。
ヒント FileMaker Developer を使用している場合は、元のデータベースのデータベースデザインレポート
を作成することで、変換前にクリーンアップしておくと効果的な領域を識別しやすくなります。

❑

❑

変換前に、既存のデータベースのデータの一貫性と印刷設定（Windows）を確認します。変換前にクリーン
アップしておくと効果的な領域は、次のとおりです。

1

２桁の西暦の日付。1900 年より前または 1999 年より後の西暦が２桁の形式で入力されている場
合は、４桁の形式に変換します。34 ページの「２桁の西暦の日付の変換」を参照してください。

1

日付セパレータ。日付セパレータとして英数字または時刻セパレータを使用している場合は、変
換前に日付セパレータを置き換えることを検討してください。詳細については、38 ページの「日
付および時刻フィールド」を参照してください。

1

数字フィールド内のテキスト。変換前に数字フィールド内のテキストを削除する必要があるかど
うかを判断します。47 ページの「テキスト関数による数字フィールド内の文字の認識」を参照し
てください。

1

数字フィールドからの計算式の引数。計算式の引数が数字フィールドの場合、英字データが返す
期待値は空の値か、それとも論理値の計算で「T」
、
「Y」、
「F」または「N」が期待されているかを
確認します。48 ページの「テキスト入力を使用する数値式」を参照してください。

1

フォント。Windows: レイアウトで TrueType 以外のフォントが使用されているときは、変換前に
TrueType フォントに切り替えることを検討します。詳細については、33 ページの「レイアウト上
でのテキストスタイルとフォントの表示方法の変更」を参照してください。

1

印刷設定。Windows: ファイルの変換時に印刷設定が失われることがあります。37 ページの「プ
リンタ設定（Windows）
」を参照してください。

データベースの変換の計画

完了

非該当

❑

❑

13

タスク
FileMaker Pro 7 との互換性を確保するために更新が必要な関連するファイル（プラグインなど）がデータ
ベースで使用されているかどうかを判断します。

1

パ ス ワ ー ド で 保 護 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス に 対 し て は、関 連 す る フ ァ イ ル を 更 新 し て、
FileMaker Pro 7 のアカウント名とパスワードのモデルをサポートする方法を判断します。ファイ
ルの変換後にアカウントとパスワードを変更する場合は、必ず、関連するファイルのアカウント
とパスワードの設定を確認してください。

1

サ ー ド パ ー テ ィ の プ ラ グ イ ン に 対 し て は、プ ラ グ イ ン の プ ロ バ イ ダ に 問 い 合 わ せ て、
FileMaker Pro 7 でプラグインが動作することが検証されていることを確認します。必要に応じて、
最新バージョンのプラグインを入手します。

1

Web 上で公開され、FileMaker Server 7 Advanced でホストされるデータベースに対しては、Web に
対応した新しいプラグインを入手します。FileMaker Pro 7 で動作するように作成されているプラ
グインでは、新しい Web 公開エンジンまたはサーバープラグインの環境は自動的にはサポートさ
れません。

1

Apple Events、ActiveX、ODBC/JDBC など、FileMaker Pro とデータを交換する他の関連するファイ
ルに対しては、社内およびサードパーティで開発されたファイルを検証およびテストします。詳
細については、69 ページの「FileMaker Pro 7 での Apple Event の変更（Mac OS）
」を参照してくだ
さい。

ファイルの変換
完了

非該当

タスク

❑

❑

ファイルメーカー Pro 2.x または 1.x のファイルを変換する場合は、20 ページの「ファイルメーカー Pro
1.x および 2.x のデータベースの変換」の説明に従って、ファイルをファイルメーカー Pro 6 に変換します。

❑

❑

大量の索引が設定された大規模なデータベースを変換する場合は、索引の変換を省略することを検討しま
す。36 ページの「索引」を参照してください。

❑

❑

単一のファイルで構成されるデータベースは、17 ページの「１つのファイルの変換」で説明されている
方法を使用して変換します。

❑

❑

リレーショナルデータベースまたは複数のファイルのグループは、18 ページの「複数のファイルの一括
変換」で説明されている方法を使用して変換します。

変換による変更の確認
完了

非該当

タスク

❑

❑

変換されたファイルが含まれるフォルダにある「Conversion.log」ファイルを確認して、変換されたデータ
ベースで特別な注意が必要と思われる部分を判断します。21 ページの「ファイルの変換のトラブル
シューティング」を参照してください。

❑

❑

変換の準備の際に作成したセキュリティモデルの説明を使用して、変換されたデータベースのアカウント
とアクセス権セットを確認し、必要に応じてパスワードを変更し、セキュリティを向上させます。
27 ページの「アクセス権」を参照してください。

❑

❑

変換されたファイル参照を確認して、リモートファイル参照に含まれるアスタリスクをドメイン名または
IP アドレスに変更します。31 ページの「変換されたファイル参照のワイルドカード文字」を参照してく
ださい。

❑

❑

変換の準備の際に作成したデータベース構造図を使用して、リレーションシップグラフで重複するリレー
ションシップを削除します。

❑

❑

データベースでユーザ定義辞書が使用されている場合は、変換後にその辞書にアクセスしていることを確
認します。33 ページの「ユーザ辞書の情報の保持」を参照してください。

❑

❑

データベースで外部関数が使用されている場合は、それらが適切に評価されることを確認します。
45 ページの「高速化された計算式の評価」を参照してください。

旧バージョンの FileMaker データベースの変換
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完了

非該当

タスク

❑

❑

レコードの数字フィールドに英字が含まれる場合は、変更する必要があるかどうかを判断します。たとえ
ば、一部のレコードに、「True」を示す「T」または「Y」、あるいは「False」を表す「F」または「N」が
先頭に付いたデータが含まれる場合は、これらのフィールドを使用する計算式を手動で変更する必要があ
ります。38 ページの「数字フィールド」を参照してください。

❑

❑

ソートの際に FileMaker Pro 7 で大文字と小文字の区別を無視するかどうかを判断します。35 ページの「ア
クセント記号付きの文字」を参照してください。

❑

❑

集計レポートを手動で調整する必要があるかどうかを判断します。「ソートされたデータと対象レコード」
および 35 ページの「小計によるレコードのソート」を参照してください。

❑

❑

引数に計算式を使用する取得関数（ステータス関数から変換されます）がデータベースに含まれるかどう
かを判断します。40 ページの「取得関数に変更されたステータス関数」および 43 ページの「取得関数で
使用できる引数の規則の変更」を参照してください。

❑

❑

Status（ファイルパス）関数を使用する計算式がデータベースに含まれる場合は、ローカルファイルパス
の構文の変更に合わせて調整を加えなければならないことがあります。たとえば、Status（ファイルパス）
関数から返される文字列を評価する If 文は、ローカルファイルが正しく処理されるように調整する必要が
あります。40 ページの「取得関数に変更されたステータス関数」を参照してください。

❑

❑

データベースの計算式で Mod 関数が使用されている場合、FileMaker Pro 7 ではこの関数の定義が変更され
ている点に注意してください。48 ページの「Mod 関数の変更」を参照してください。

❑

❑

データベースに日本語の関数が含まれる場合は、引数の指定を検証および変更する必要があるかどうかを
判断します。42 ページの「変換される日本語処理関数」を参照してください。

❑

❑

❑

❑

現在のウインドウのコンテキストに依存する可能性がある計算式がデータベースに含まれるかどうかを判
断します。47 ページの「コンテキストに依存する関数」を参照してください。

❑

❑

データベースの計算式で、数値引数が期待されるところにテキスト引数が含まれる場合は、変換後に計算
結果を確認します。48 ページの「テキスト入力を使用する数値式」を参照してください。

❑

❑

補助的なダイアログボックスでテキストを指定するスクリプトステップがあるかどうかを判断します。
56 ページの「一部のスクリプトステップオプションの計算式への変換」を参照してください。

❑

❑

ユーザアクティビティを記録するためにデータベースで Get（ユーザ名）関数が使用されているかどうか
を判断します。50 ページの「Get ( ユーザ名 ) 関数」を参照してください。

❑

❑

データベースの特定のフィールドに索引を設定する必要があるかどうかを判断します。

計算結果にファイル拡張子を記述するかどうかを判断し、必要に応じて調整を加えます。48 ページの
「ファイル拡張子を返す関数」を参照してください。

1

索引を変換した場合は、索引を確認して、必要な調整を加えます。36 ページの「索引」を参照し
てください。

1

索引を変換しなかった場合は、索引の作成を検討します。

❑

❑

関連する ActiveX ファイルがデータベースで使用されている場合は、ActiveX ライブラリ参照をリセット
します。69 ページの「ActiveX ライブラリの名前の変更」を参照してください。

❑

❑

ODBC/JDBC の設定を確認および調整します。68 ページの「LDAC および RDAC から ODBC/JDBC および
FileMaker Server Advanced への変更」を参照してください。

❑

❑

サードパーティのプラグインが正常に動作することを確認します。

❑

❑

Mac OS の場合、Apple Events の設定を確認および調整します。69 ページの「FileMaker Pro 7 での Apple
Event の変更（Mac OS）」を参照してください。

❑

❑

このデータベースを Web 上に公開する予定の場合は、FileMaker Pro 7 の新しい Web 公開モデルに対応で
きるように設定を更新します。56 ページの「Web 上に公開されるデータベースの変更」および 61 ページ
の「「Web セキュリティ」データベースで保護された ファイルに対するアカウントとアクセス権セットの
定義」を参照してください。

❑

❑

データベースのテストを開始する前に、重複する項目や古い項目を削除したり、新しい機能を実装するた
めにデザインの変更が必要かどうかを判断します。

データベースの変換の計画
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変換されたデータベースのテスト
完了

非該当

❑

❑

タスク
変換前にデータベースのクローンを作成した場合は、データベースのすべての機能を実行できるサンプル
データをインポートします。

1

データベースのクローンを作成したかどうかに関係なく、データのサブセットをテストすること
を検討してください。ただし、テストするサンプルが実際のデータを十分に代表しており、デー
タベースのすべての機能を実行できることを確認してください。

1

テスト中は Admin アカウント以外のアカウントをすべて無効にし、索引設定をオフにします。

❑

❑

テスト中にデータベースに加えた変更を保存するバックアップ計画を策定し、間違いがあった場合に、多
くの作業を無駄にすることなく、最後に保存したバージョンに戻すことができるようにします。

❑

❑

データベースのすべての機能をテストします。たとえば、次の機能をテストします。

❑

❑

1

FileMaker Server、FileMaker ネットワーク、Web 公開、または ODBC/JDBC によって共有されてい
るファイルのアクセス権

1
1
1
1
1
1
1

レイアウト（すべてのフォントとグラフィックをチェックします）
値一覧
ボタン
データ入力フィールド（手動、入力値の自動化、および入力値の制限の設定）
計算式（外部関数の呼び出しを含むすべての計算式を実行します）
レポート（画面上の表示と印刷された出力の両方）
スクリプト

マルチユーザデータベースを変換した場合は、多くのユーザが変換されたデータベースを同時にテストで
きるように「テスト日」を設けることを検討します。

変換されたデータベースへの最新のデータの入力
完了

非該当

❑

❑

タスク
テストが完了したら、レコードを削除するか、またはクローンとして保存することによって、テストデー
タをすべて削除します。
ヒント 生成されるファイルがより最適化されるため、クローンとして保存する方法をお勧めします。必
ず、正しい保存先のフォルダにクローンを保存してテストファイルを削除し、クローンのファイル名から
「(コピー )」を削除するようにしてください。

❑

❑

FileMaker Pro 7 に変換する前のデータベースをシャットダウンして、データベースの検証済みのコピーま
たはクローンにデータを移行する間にユーザが変更を加えないようにします。

❑

❑

最新のデータが含まれるデータベースを変換します。旧バージョンのファイルメーカー Pro から直接
データをインポートすることはできないため、現在のデータベースを変換して、データベースの検証済み
のコピーまたはクローンにデータを移動する必要があります。
ヒント データベースの変換時に索引の変換を省略すると、時間を節約することができます。

❑

❑

現在のデータベースの変換されたコピーから最新のデータをインポートします。

1

自動入力値をデータベースからコピーするか、それともデータをインポートする際に入力値の自
動化の計算式を実行するかを判断します。

重要 リレーショナルデータベースの自動入力値は変換しないでください。リレーショナルデータベース
の自動入力値を変換すると、関連フィールドとのリレーションシップが解除されます。

❑

❑

最新のデータに基づいて、フィールドのシリアル番号の自動入力オプションをリセットします。

❑

❑

自動入力値を変換した場合、自動入力値が含まれる新しいフィールドにデータを入力します。

❑

❑

必要に応じて、バックアップスケジュールを通常の動作設定に調整します。

旧バージョンの FileMaker データベースの変換
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変換されたデータベースの導入
完了

非該当

タスク

❑

❑

すべてのデータベースユーザがコンピュータに FileMaker Pro 7 をインストールしていること、および
ユーザ定義辞書がアクセス可能であることを確認します。33 ページの「ユーザ辞書の情報の保持」を参
照してください。

❑

❑

必要に応じて、変換されたデータベースの新しいアカウント名とパスワードの情報を配布します。

❑

❑

プラグインや Apple Events などの関連するファイルが「実運用」のデータベースと通信していることを確
認します。

❑

❑

変換されたデータベースが利用可能になり、オンラインになったことを通知します。

❑

❑

アクティビティを細かくモニタして、テスト中に見落とした項目がないことを確認します。

ビジネスに不可欠なデータベースを変換する際の特別な注意事項
変換するデータベースがビジネスに不可欠で、変換とテストに必要な期間オフラインにすることができない
場合は、次のガイドラインが変換計画の策定に役立つことがあります。アップグレード、変換、および移行
に関する注意事項の詳細については、www.filemaker.co.jp の TechInfo データベースの記事や他の情報源を参
照してください。

1

1

1

1

10 ページの「複雑なデータベースの変換チェックリスト」を使用して、データベースの変換の準備を整
えます。変換用のコンピュータと、テスト専用の２つ目のサーバー環境を用意し、変換後に手動で加えた
変更を簡単に元に戻すことができるように、非常に頻繁な（15 分から 30 分おき）バックアップスケジュール
を計画します。
変換されたデータベースをできるだけ早くオンラインにすることが重要な場合は、この時点でのデザイン
の変更や機能の強化は計画しないでください。データベースを FileMaker Pro 7 に変換し、ユーザに提供す
る前に、この章の説明に従って検証します。変換およびテストの期間に余裕がある場合は、この間に
FileMaker Pro 7 の新機能を活用するデザイン変更を行うのが適切かどうかを検討します。
FileMaker Developer 7 を使用している場合は、データベースデザインレポートを生成します。このレポート
を参照すると、このドキュメントで説明されている手動での操作が必要と考えられる箇所を識別するのに
役立ちます。自分で設計および開発したわけではないデータベースを変換する場合、データベースデザ
インレポートは非常に役立つことがあります。
変換されたデータベースがオンラインになったら、変換期間中に加えた変更や追加を含む、最新のデータ
が含まれていることを確認します。

第2章
データベースファイルの変換
FileMaker Pro 7 は、バージョン 3.x、4.x、5.x、および 6.x で作成されたファイルを変換できます。ファイル
メーカー Pro バージョン 2.x 以前を使用して作成されたファイルの場合は、まず、サポートされている形式
の１つに変換する必要があります。その後、このガイドの説明に従って、ファイルを FileMaker Pro 7 形式に
変換できます。詳細については、20 ページの「ファイルメーカー Pro 1.x および 2.x のデータベースの変換」
を参照してください。

ファイルの変換
ファイルを変換する際、FileMaker Pro 7 は、常に元のファイルを保持して、FileMaker Pro 7 形式の変換され
た新しいファイルを作成します。元のファイルは変更されず、ファイルを作成した旧バージョンのファイル
メーカー Pro で開くことができます。変換されたファイルは FileMaker Pro 7 でのみ開くことができます。
１つのファイルを変換するか、または一度に複数のファイルを変換することができます。

1
1

他のファイルから関連データを表示しないスタンドアロンのデータベースファイルには、１つのファイル
を変換する方法を使用します。詳細については、次のセクションを参照してください。
リレーショナルデータベースに含まれるファイルをすべて変換するには、複数のファイルを変換する方法
を使用します。詳細については、18 ページの「複数のファイルの一括変換」を参照してください。

１つのファイルの変換
１つのファイルを変換して開くには、次の操作を行います。
1. 変換するファイルを旧バージョンのファイルメーカー Pro で現在開いている場合は、閉じます。
開いているファイルは正しく変換されません。
2. FileMaker Pro 7 を起動します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

1
1
1

[新規/既存ファイルを開く] ダイアログボックスが表示された場合は、手順 4 に進みます。
[新規データベース] ダイアログボックスが表示された場合は、[既存ファイルを開く] を選択して、[OK]
をクリックします。
ダイアログボックスが表示されない場合は、[ファイル] メニューから [開く...] を選択します。

4. [ファイルを開く] ダイアログボックスで、変換するファイルを選択して、[開く] をクリックします。
注意 ファイルを FileMaker Pro 7 アプリケーションアイコンにドラッグして変換を開始することもでき
ます。
[「（ファイル名）
」の変換] ダイアログボックスが表示され、変換前に既存のファイルの名前を変更するこ
とができます。ファイル名には、FileMaker Pro によって自動的に「(旧)」が追加されます。

旧バージョンの FileMaker データベースの変換
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5. 次のいずれかの操作を行います。

1

1

[元のファイル名変更:] チェックボックスの選択を解除して [OK] をクリックし、古いファイルの名前を
変更する手順を省略します。変換されたファイルには .fp7 という拡張子が付くため、古いファイルに
.fp5、.fp3、または .fmj の拡張子が付いている場合、ファイル名を変更する必要はありません。Windows
では、変換されたすべてのファイルにファイル拡張子 .fp7 が追加されます。
目的の名前を入力して [OK] をクリックし、古いファイルの名前を変更します。この操作は、Mac OS を
使用している場合、ファイルに拡張子が付いていない場合、および変換されたファイルに対して引き続
き既存のファイル名を使用する場合に行います。

[変換後のファイル名:] ダイアログボックスが表示されます。
6. 新しいファイルのファイル名を入力します。
変換されたファイルのデフォルトのファイル名は、手順 5 で古いファイルの名前を変更した場合は元の
ファイル名になります（元のファイルに拡張子が付いていた場合は、拡張子 .fp7 が付きます）。古いファ
イルの名前を変更しなかった場合は、「ファイル名(変換)」になります。
7. [保存] をクリックし、変換を開始します。
変換するファイルの容量が大きい場合は、[ファイルフォーマットの変換] ダイアログボックスが表示さ
れ、変換の進行状況が示されます。大容量のファイルを変換する場合は、索引の変換中に [無視] をクリッ
クして索引の作成を延期することで、時間を短縮できます。
ほとんどの場合は、FileMaker Pro によってファイルが変換されて開かれます。変換が正しく行われない場
合や、エラーメッセージが表示される場合は、21 ページの「変換に関する問題の解決」を参照してくだ
さい。
8. メモ帳（Windows）やテキストエディット（Mac OS）などのテキストエディタを使用して、変換された
データベースが保存されているフォルダにある「Conversion.log」ファイルを開きます。
ヒント 「Conversion.log」ファイルを FileMaker Pro 7 アプリケーションにドラッグして、FileMaker Pro で
開くことができます。
この変換ログには、変換のステータスメッセージとエラーが記録されており、変換されたファイルを使用
する前に手動で修正を加える必要があるかどうかが示されています。ログファイルの詳細については、
22 ページの「変換ログファイルの使用」を参照してください。

複数のファイルの一括変換
FileMaker Pro 7 では、複数のファイルを同時に変換することができます。複数の関連ファイルで構成される
データベースを変換する必要がある場合や、名前を変更するプロンプトをファイルごとに個別に表示するこ
となく、複数の FileMaker Pro ファイルをすばやく変換したい場合は、複数のファイルを変換する方法の使用
をお勧めします。
複数のファイルを同時に変換する場合、変換されたファイルを保存するフォルダを指定するようメッセージ
が表示され、元のファイルは変更されずに残ります。変換された各ファイルには FileMaker Pro によって自動
的に名前が付けられ、名前を変更するようメッセージは表示されません。通常、この名前は、Windows では
拡張子 .fp7 が追加される点以外は元のファイルと同じ名前で、Mac OS では元のファイルに拡張子が付いて
いた場合は元のファイルと同じ名前です。指定したフォルダ内に既存のファイルがある場合は、上書きされ
ずに、ファイル名の末尾に番号が追加され、固有の名前が見つかるまで番号が増やされます。
変換するファイルを選択するには複数の方法があり、ファイル（またはファイルが含まれるフォルダ）を
FileMaker Pro 7 アプリケーションアイコンにドラッグ＆ドロップするか、FileMaker Pro の [ファイルを開く]
ダイアログボックスで複数のファイルを選択することができます。
複数のファイルを一括して変換するには、次の操作を行います。
1. 変換するファイルを旧バージョンのファイルメーカー Pro で現在開いている場合は、閉じます。
開いているファイルは正しく変換されません。
2. Windows エクスプローラまたは Mac OS の Finder のウインドウで、変換されたファイルを保存する新しい
空のフォルダを作成します。
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3. 次のいずれかの操作を行って、変換するファイルを選択して開きます。

1
1

1

ファイルを選択する方法: Windows エクスプローラまたは Mac OS の Finder のウインドウで、変換する
ファイルを選択して、FileMaker Pro 7 アプリケーションアイコンにドラッグします。
フォルダを選択する方法: 変換するファイルがすべて１つのフォルダに含まれている場合は、そのフォ
ルダをドラッグして、FileMaker Pro 7 アプリケーションアイコンにドラッグします。複数のファイルで
構成されるリレーショナルデータベースを変換する場合に、ファイルが複数のサブフォルダで編成され
ているときは、各フォルダを個別に変換する必要があります。まず、変換されるファイルに対して、同
じ構造で新しいフォルダを作成します。続いて、サブフォルダ内のファイルを、最も階層の深いフォル
ダから変換します。これには、サブフォルダを FileMaker Pro 7 アプリケーションアイコンにドラッグし
て、メッセージが表示されたら、新規作成した正しい保存先のフォルダを指定します。サブフォルダ内
の関連ファイルがすべて変換されたら、上で説明されている「ファイルを選択する方法」を使用して、
元の親フォルダ内にあるファイルを変換します。

[ファイルを開く] ダイアログボックスで選択する方法: FileMaker Pro 7 で、[ファイル] メニューから
[開く...] を選択します。[ファイルを開く] ダイアログボックスで、Ctrl キー（Windows）または 2 キー
（Mac OS）を押しながら各ファイルをクリックして、変換するファイルを選択します。一定範囲の連続
するファイルを選択することもできます。これには、範囲内の最初のファイルをクリックし、Shift キー
（Windows）または shift キー（Mac OS）を押しながら範囲内の最後のファイルをクリックします。続い
て、[開く] をクリックします。

[複数のファイルを開く] ダイアログボックスが表示されます。
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選択項目

目的

すべてのファイルを開き、
必要に応じて変換する

フォルダ内の FileMaker Pro ファイル、またはサポートされているファイル
フォーマットのファイル（タブ区切りテキストや Microsoft Excel ファイルなど）
をすべて開きます。他のファイルはすべて無視されます。

現在のバージョンの FileMaker Pro
ファイルのみ開く（変換しない）

フォルダ内の FileMaker Pro 7 ファイルのみを開きます。フォルダ内に旧バー
ジョンのファイルがある場合は、無視されます。このオプションを選択した場
合は、手順６に進みます。

4. [指定...] をクリックし、変換されたファイルを保存するフォルダを選択し、[OK]（Windows）または [選択]
（Mac OS）をクリックします。
重要 元のファイルが含まれるフォルダを選択しないでください。元のファイルが含まれるフォルダを選
択すると、変換されたファイルによって元のファイルが置き換えられるのを防ぐために、変換されたファ
イルの名前が変更される（ファイル名に番号が付加される）場合があります。このようにファイルの名前
が変更されると、ファイル参照が正しく変換されない可能性があり、リレーションシップや、ファイル参
照に依存する他の機能に影響を及ぼします。
必要に応じて、[新しいフォルダ]（Windows）または [新規フォルダ]（Mac OS）をクリックして、新しい
空のフォルダを作成できます。
5. [複数のファイルを開く] ダイアログボックスで [開く] をクリックします。
変換するファイルの容量が大きい場合は、[ファイルフォーマットの変換] ダイアログボックスが表示さ
れ、各変換の進行状況が示されます。大容量のファイルを変換する場合は、索引の変換中に [無視] をク
リックして索引の作成を延期することで、時間を短縮できます。
変換されたファイルが指定したフォルダ内に作成されて開かれます。元のファイルは変更されずに残りま
す。Windows では、変換されたすべてのファイルにファイル拡張子 .fp7 が追加されます。Mac OS では、
変換前のファイルに拡張子 .fp3、.fp5、または .fmj が付いていた場合は、変換されたファイルすべてに拡
張子 .fp7 が追加されます。
6. メモ帳（Windows）やテキストエディット（Mac OS）などのテキストエディタを使用して、変換された
データベースファイルが保存されているフォルダにある「Conversion.log」ファイルを開きます。
このログファイルには変換のステータスメッセージとエラーが記録されており、変換されたファイルを使用
する前に手動で修正を加える必要があるかどうかを判断する場合に役立ちます。ログファイルの詳細につい
ては、22 ページの「変換ログファイルの使用」を参照してください。
注意 後で同じファイルを再度変換する必要がある場合は、ファイルを空のフォルダ内に変換するようにし
てください。つまり、前回変換したファイルを移動または削除するか、あるいは次の変換用に新しいフォル
ダを作成します。これにより、次の変換時に、変換されたファイルの名前が変更されて、ファイル参照が不
適切に変換されるのを防ぎます。

ファイルメーカー Pro 1.x および 2.x のデータベースの変換
FileMaker Pro 7 では、ファイルメーカー Pro 1.x または 2.x で作成されたファイルは変換できません。これら
のファイルを FileMaker Pro 7 で使用するには、ファイルメーカー Pro 3.x、4.x、5.x、または 6.x を使用して変
換してから、FileMaker Pro 7 を使用してもう一度変換する必要があります。
Windows 用の旧バージョンのファイルメーカー Pro で変換できるのは、2.x のファイルだけです。1.x のファ
イルを変換する必要がある場合は、Mac OS コンピュータ上でファイルメーカー Pro 3.x、4.x、5.x、または 6.x
を使用してファイルを変換します。
変換に使用する旧バージョンのファイルメーカーPro アプリケーションがない場合は、www.filemaker.co.jp か
らファイルメーカー Pro 6 の評価版をダウンロードし、この評価版を使用してファイルを変換することがで
きます。

第3章
ファイルの変換のトラブルシューティング
変換に関する問題の解決
FileMaker Pro 7 でファイルを開くことができない
FileMaker Pro 7 では、ファイルメーカー Pro 1.x または 2.x で作成されたデータベースは変換できません。詳
細については、20 ページの「ファイルメーカーPro 1.x および 2.x のデータベースの変換」を参照してください。

ファイルが正しく変換されない

1
1
1
1

変換する前に、ファイルが閉じられていることを確認します。
ファイルのコピーを変換する場合は、元のファイルを閉じてからコピーしてください。ファイルが開いた
ままの場合、正常に変換されません。
変換の保存先のフォルダにある「Conversion.log」ファイルを確認します。次の「変換ログファイルの使
用」を参照してください。
まず、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用してファイルを回復してから、もう一度ファイルを変
換します。FileMaker Pro ヘルプの「ファイルの修復」を参照してください。

旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して元のファイルを開くと、一貫性のチェックまた
は自動修復のメッセージが表示される
FileMaker Pro 7 で変換する前に、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して元のファイルを修復して
から、同じバージョンのファイルメーカー Pro を使用して開きます。

正常に変換されたかどうかわからない
変換されたファイルと同じフォルダにある「Conversion.log」ファイル、および 10 ページの「複雑なデータ
ベースの変換チェックリスト」を参照してください。
注意 旅費精算書データベーステンプレートを変換すると、ファイル内に２つの空白レイアウトが見つかり
ます。これらのレイアウトは削除可能です。

変換されたファイルでパスワードを使用できない
FileMaker Pro 7 では、パスワードの大文字と小文字が区別されます。旧バージョンのファイルメーカー Pro
で作成したパスワードと完全に同じパスワードを入力していることを確認します。元のファイルの所有者か、
またはデータベース管理者である場合は、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して元のファイルを
開き、[ファイル「（ファイル名）」のパスワード定義] ダイアログボックスでパスワードを確認します。ファ
イルの所有者やデータベース管理者でない場合は、データベース管理者にパスワードの情報を問い合わせて
ください。
パスワードを変更する必要がある場合は、FileMaker Pro 7 ヘルプの「既存のアカウントの編集」を参照して
ください。

変換されたファイルを開くのに非常に時間がかかる
変換されたファイルに外部の場所を参照するファイル参照が含まれているか（このようなファイル参照は
ローカルパスに変更できます）、FileMaker ネットワーク（FMNET）パスにワイルドカード文字が使用されて
いる可能性があります。詳細については、「ファイルを開くときの低いパフォーマンス」および 31 ページの
「変換されたファイル参照のワイルドカード文字」を参照してください。
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変換ログファイルの使用
変換ログでは、変換のステータスと、変換時に見つかった問題となる可能性がある項目（無効な名前のフィール
ドなど）が報告されます。ほとんどの場合は、変換されたファイルで問題を修正することができます。変換後
に修正すると複雑で時間がかかる問題があることをログファイルが示している場合は、旧バージョンのファ
イルメーカー Pro を使用して元のファイルで問題を修正してから、ファイルを再度変換することができます。
このログファイルは、変換されたファイルと同じフォルダに作成されます。複数のファイルを変換する方法
を使用して同時に複数のファイルを変換した場合、変換されたファイルすべての情報が１つのログファイル
に記録されます。フォルダ内の各ファイルが変換されるたびに、変換に関する情報がログに追加されていき
ます。
ログエントリは、次の形式で記述されます。
日付 時刻, ファイル名, エラー番号, 変換のステータス/エラーメッセージ
注意 ステータスまたはエラーメッセージが、変換時に名前が変更されたファイルの条件を参照している場
合、ログには元のファイル名ではなく新しいファイル名が報告されます。
次のセクションでは、変換ログに記述される場合があるステータスメッセージについて説明します。すべて
のファイルに対してすべてのステータスメッセージが報告されるわけではありません。たとえば、変換する
ファイルにオブジェクトがない場合、ログファイルにはオブジェクトフィールドに関するメッセージは記録
されません。
ヒント 変換ログをデータベースにインポートして、ログに記録された情報に関するレポートを実行し、さ
らに詳細に分析することができます。

変換されたファイルで削除または変更された項目のステータス
ステータスメッセージ

必要な作業

「Today」関数は、「Today」フィールドと、
このフィールドを更新するための起動スクリプトに
置き換えられました。

なし。詳細については、46 ページの「サポートされなくなった Today
関数」を参照してください。

「Status(Web 共有)」は、
「(Position(Get(アプリケーションバージョン), "Web",
1, 1) > 0 )」に変換されました。

Status（Web共有）の使い方によっては、計算式を変更しなければな
らない場合があります。詳細については、56 ページの「Web 上に公
開されるデータベースの変更」を参照してください。

集計フィールドに基づくソート順は、
以前の動作に一致するように更新されました。

レポートの結果を確認します。詳細については、35 ページの「小計
によるレコードのソート」を参照してください。

変換されたファイル内の壊れたオブジェクトのレポート
エラーメッセージ

必要な作業

壊れているフィールド: フィールド名。

変換されたファイルのフィールドを調べて、失われた属性があるかど
うかを確認します。たとえば、変換されたファイルで、データ入力オ
プションやフィールド全体が欠落している可能性があります。

壊れているリレーションシップ: リレーションシップ
の名前。

変換されたファイルのリレーションシップグラフでリレーションシップ
とテーブルの別の名前を調べて、失われた属性があるかどうかを確認
します。リレーションシップ名は、変換時にテーブルの別の名前にな
ります。リレーションシップグラフの表示方法の詳細については、
34 ページの「変換されたリレーションシップ」および FileMaker Pro 7
ヘルプの「リレーションシップグラフの操作」を参照してください。

壊れているレイアウト: レイアウトの名前。

変換されたファイルのレイアウトを調べて、失われた属性があるかど
うかを確認します。たとえば、変換されたファイルで、レイアウト上
の１つまたは複数のオブジェクトやレイアウト全体が欠落している可
能性があります。

ファイルの変換のトラブルシューティング
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エラーメッセージ

必要な作業

壊れているスクリプト: スクリプト名。

変換されたファイルのスクリプトを調べて、失われた属性があるかど
うかを確認します。たとえば、変換されたファイルで、１つまたは複
数のスクリプトステップやスクリプト全体が欠落している可能性があ
ります。

壊れている計算式: 計算フィールドの名前。

変換されたファイルの計算式を調べて、失われた属性があるかどうか
を確認します。FileMaker Pro 7 で構文が変更になったため、計算式が
「コメント化」されている可能性があります。

壊れているアクセス権: <不明>。

変換されたファイルのアカウントとアクセス権セットを調べて、失わ
れた属性があるかどうかを調べます。セキュリティ上の理由から、ア
カウントとアクセス権セットの具体的な情報はログに記録されません。

壊れている値一覧: 値一覧の名前。

変換されたファイルの値一覧を調べて、失われた属性があるかどうか
を確認します。

壊れているファイル参照: ファイル参照名。

変換されたファイルのファイル参照を調べて、失われた属性があるか
どうかを確認します。

変換されたファイルの無効なオブジェクト名
エラーメッセージ

必要な作業

不適切なフィールド名: フィールド名。

なし。ただし、変換されたファイルの該当するフィールドを参照する
計算式を調べることをお勧めします。フィールド名に含まれる予約さ
れている文字や単語を使用できるように、計算式が変更されている場
合があります。42 ページの「計算式で使用されるフィールド名内の
無効な文字と単語」を参照してください。

不適切なリレーションシップ名: リレーションシップ
の名前。

なし。ただし、変換されたファイルのリレーションシップグラフで
テーブルの別の名前を調べることをお勧めします。リレーションシッ
プ名は、変換時にテーブルの別の名前になります。詳細については、
34 ページの「変換されたリレーションシップ」を参照してください。

不適切なスクリプト名: スクリプト名。

なし。ただし、変換されたファイルで、該当するスクリプトを調べる
ことを検討してください。スクリプト名が短縮されている場合があり
ます。54 ページの「スクリプト名の短縮」を参照してください。

無効なパスワード名: <不明>。

変換されたファイルのアカウントとパスワードを確認します。セキュ
リティ上の理由から、パスワードの情報はログに記録されません。

変換されたファイルの重複するオブジェクト名
ステータスメッセージ

必要な作業

重複するフィールド: フィールド名。

変換されたファイルのフィールドを調べます。重複するリレーション
シップの名前が変更されている場合があります。必要に応じて、変換
後に FileMaker Pro 7 で手動でフィールド名を変更できます。変換時に
名前が変更される可能性があるオブジェクトの詳細については、
43 ページの「予約されている単語」を参照してください。

重複するリレーションシップ: リレーションシップの
名前。

変換されたファイルのリレーションシップグラフでリレーションシッ
プを調べます。重複するリレーションシップの名前が変更されている
場合があります。リレーションシップ名は、変換時にテーブルの別の
名前になります。詳細については、34 ページの「変換されたリレー
ションシップ」および FileMaker Pro 7 ヘルプの「リレーションシップ
グラフの操作」を参照してください。
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ステータスメッセージ

必要な作業

重複するアクセス権: アクセス権セット名X。

変換されたファイルのアクセス権セットを調べます。元のファイルの
グループ設定に基づいて、２つの同一のアクセス権セットが作成され
ています。変換されたファイルでは、これらのアクセス権セットは同
じ名前になっていますが、一方には番号が付加されています（グルー
プ A とグループ A2 など）
。

重複するファイル参照: ファイル参照名。

変換されたファイルのファイル参照を調べます。重複するファイル参
照の名前が変更されている場合があります（30 ページの「ファイル
参照」および次の「その他のエラーメッセージ」を参照してくださ
い）。必要に応じて、変換後に FileMaker Pro 7 で手動でファイル参照
の名前を変更できます。

アカウントのステータスメッセージ
ステータスメッセージ

必要な作業

ゲストアカウントが無効になっています。

変換されたファイルでアカウントの設定を確認します。詳細について
は、27 ページの「アクセス権」、および FileMaker Pro 7 ヘルプの「ア
カウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について」を参
照してください。

デフォルトのユーザアカウントが見つかりません。

変換されたファイルでアカウントの設定を確認します。詳細について
は、27 ページの「アクセス権」、および FileMaker Pro 7 ヘルプの「ア
カウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について」を参
照してください。

その他のエラーメッセージ
エラーメッセージ
壊れているレコード: レコード番号。

必要な作業
旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して元のファイル内の識
別されたレコードを調べ、変換されたファイルの同じレコードと比較
します。レコード番号は、ステータスエリアのブックの横に表示され
る現在のレコード番号で、完全なデータセットに基づきます。元の
データベースで正しいレコードを見つけるには、元のデータベースで
すべてのレコードが表示されていること（[レコード] メニューから
[全レコードを表示] を選択します）、およびデータがソートされてい
ないことを確認します。続いて、ブックマークを使用して、
「Conversion.log」ファイルで識別されたレコードに移動します。

不明エラー : エラーテキスト。

FileMaker のテクニカルサポートに問い合わせる場合に備えて、エラー
テキストを記録します。

スキップされた範囲外のフィールドの繰り返し: x。

元のファイルでこの繰り返しのデータを調べます。この繰り返しは壊
れていると識別されており、変換されていません。

不明なフィールドキーはスキップされました。

すべてのフィールドが変換されていることを確認します。

計算式解析エラー : フィールド名。

変換されたファイルの計算式を調べて、エラーがあるかどうかを調べ
ます。計算式による入力値の制限、入力値の自動化、または計算
フィールドにエラーがある可能性があります。

変換が中止されました。

変換を手動でキャンセルした場合、必要な作業はありません。それ以
外の場合は、変換ログを調べて、変換時に問題となる可能性がある項
目があるかどうかを確認します。
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その他のステータスメッセージ
ステータスメッセージ
不要なファイル参照の削除: ファイル参照名。

必要な作業
なし。重複するファイル参照が削除された場合、その参照は元のファ
イル参照を参照するように設定されます。たとえば、元のファイルに
「ファイル参照1」と「ファイル参照2」の２つのファイル参照があり、
同じファイルを参照していた場合、「ファイル参照2」は変換時に削除
され、もともと「ファイル参照2」が使用されていた箇所すべてで
「ファイル参照1」が使用されます。

Windows の [印刷設定] の設定を確認してください:
スクリプト名。

Windows では、プリンタ設定が正しく変換されない場合があります。
変換後に、[印刷設定] および [印刷] スクリプトステップを使用するス
クリプトの設定を確認します。詳細については、37 ページの「プリン
タ設定（Windows）」を参照してください。

Windows の [印刷] の設定を確認してください:
スクリプト名。

Windows では、プリンタ設定が正しく変換されない場合があります。
変換後に、[印刷設定] および [印刷] スクリプトステップを使用するス
クリプトの設定を確認します。詳細については、37 ページの「プリン
タ設定（Windows）」を参照してください。
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第4章
変換時に行われる変更
多くの場合、ファイルは完全に変換され、追加の変更なしにすぐに使用することができます。この章で説明
する変更の多くは情報の提供のみを目的としており、変換時に変更される部分を間単に認識できるように説
明されています。ただし、旧バージョンのファイルメーカー Pro と同じようにデータベースを機能させるた
めに、ファイルを変更しなければならない場合があります。
重要 FileMaker 7 に関するドキュメントは、www.filemaker.co.jp/downloads からダウンロードすることができ
ます。このドキュメントの最新版も、この Web サイトから入手できます。アップグレード、変換、および移
行に関する注意事項の詳細については、www.filemaker.co.jp の TechInfo データベースの記事や他の情報源を
参照してください。

アクセス権
FileMaker Pro 7 では、データベースのアクセスとセキュリティが多くの点で変更および改善されています。
旧バージョンのファイルメーカー Pro の動作

FileMaker Pro 7 の動作

パスワードを使用して、ファイルへのアクセスを
制限し、ファイル内でユーザが実行できる操作
（レコードの作成、削除、印刷など）を定義する

アカウントを使用して、アカウント名と通常はパスワードを入力するよ
うにユーザに要求することでファイルへのアクセスを制限する

グループを使用して、ファイルへのより詳細な
アクセス（表示できるレイアウトやフィールド
など）を定義する

アクセス権セットを使用して、表示可能なレイアウトや利用可能なメ
ニュー、印刷が許可されているかどうかなど、ファイルへのアクセスの
レベルを指定する

保護されたファイルを開くには、有効なアカウント情報が必要です。

拡張アクセス権を使用して、特定のアクセス権セットで許可されるデータ
共有オプションを決定する。たとえば、あるアクセス権セットでユーザ
に共有ファイルを開くことを許可するか、それともデータベースを Web
ブラウザで表示することを許可するかなどです。

以前のファイルの変換時に、アクセス権は次のように変換されます。

1
1
1

各パスワードはアカウントに変換されます。
パスワードとグループは、以前のファイルでパスワードとグループによって提供されていたレベルと同じ
レベルのアクセスを提供するために必要な数のアクセス権セットに変換されます。
変換時に、FileMaker Pro 7 によって特定のデフォルトのアカウントとアクセス権セットが追加されます。

次の３つのセクションでは、アクセス権の変換の詳細について説明します。
注意 Web 上で公開されるデータベースへのアクセスを制御するために、旧バージョンのファイルメーカーPro
の Web セキュリティデータベースを使用していた場合、これらのアクセス設定の変換の詳細については、
61 ページの「「Web セキュリティ」データベースで保護された ファイルに対するアカウントとアクセス権
セットの定義」を参照してください。

パスワード
変換時に、パスワードは FileMaker Pro 7 のアカウントに変換されます。FileMaker Pro 7 のアカウントにはア
カウント名とパスワードの両方が必要なため、変換されたファイルでは、変換された各アカウントのアカウン
ト名とパスワードの両方がデフォルトで元のファイルのパスワードに設定されます。
重要 変換処理を実行すると、[アカウントとアクセス権の定義] ダイアログボックスを開くアクセス権を持つ
任意のユーザがすべてのパスワードを参照可能な状態になります。セキュリティ上の理由から、アカウント
名がパスワードと同じにならないように各アカウント名を変更するか、またはパスワードがアカウント名と
同じにならないように各パスワードを変更することをお勧めします。また、次回ログイン時に各アカウント
にパスワードの変更を要求するオプションを設定することもできます。
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また、変換されたパスワードについては、次の点にも注意してください。

1

1

1

変換するファイルで、[使用するパスワード:] ファイル環境設定（Windows）またはファイルプレファレン
ス（Mac OS）を使用して、特定のパスワードで自動的にファイルを開くようにしている場合、変換され
たファイルでは、このパスワードは [ファイルオプション] ダイアログボックスの [次のアカウントを使用
してログイン:] のアカウント名とパスワードとして保持されます。後でこのアカウントのアカウント名と
パスワードを変更する場合は、[ファイルオプション] ダイアログボックスの [次のアカウントを使用して
ログイン:] の設定も更新するようにしてください。この設定を更新しなかった場合、ファイルを開くとき
に、アカウント情報を入力するようメッセージが表示されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、
「[...]」という空欄のパスワードを定義することができ、パス
ワードを持たないユーザが制限されたアクセス権でデータベースを開くことができます。旧バージョンの
ファイルメーカー Pro で作成されたファイルに空欄のパスワードが存在する場合、変換されたファイルで
は、ゲストアカウントが有効になります。空欄のパスワードが存在しない場合、ゲストアカウントは存在
しますが、無効になります。
FileMaker Pro 7 のパスワードでは、大文字と小文字が区別されます。旧バージョンのファイルメーカーPro
では、パスワードの大文字と小文字は区別されません。たとえば「Them」というパスワードを変換した
場合、パスワードを機能させるには、 Them と入力する必要があります。旧バージョンでは them や
THEM と入力しても有効でしたが、FileMaker Pro 7 では無効です。

パスワードが含まれないファイル（保護されていないファイル）を変換する場合、変換されたファイルには、
初期状態で次の２つのデフォルトのアカウントが含まれます。

1

1

Admin: このアカウントはアカウント名のみ（パスワードなし）で作成され、[完全アクセス] アクセス権
セットが割り当てられます。ファイルは自動的に最高レベルのアカウントアクセスで開かれます。ファイ
ルへのアクセスを制限するには、アカウントを定義して、[ファイルオプション] ダイアログボックスの
[次のアカウントを使用してログイン:] オプションを無効にします。
ゲスト: 保護されていないファイルでは、このアカウントは存在しますが、無効になっています。

グループ
元のファイルでパスワードとグループがどのように定義されているかに基づいて、変換時にアクセス権セッ
トが作成されます。変換されたファイルには、元のファイルにあるパスワードとグループの設定の固有な組
み合わせそれぞれに対して、１つのアクセス権セットが含まれます。これによって、以前のファイルで利用
可能なアクセスと同じレベルに対応する適切な数のアクセス権セットが提供されますが、多くの場合、アク
セス権セットの数とグループの数は一致しません。変換されたファイルに含まれるアクセス権セットの数は、
元のファイルでグループにどのようにパスワードを割り当ていたかに応じて増減する場合があります。
変換されたアクセス権セットの名前は、次のように、変換するファイルに含まれるグループ名に基づきます。

1
1
1

元のファイルに、１つのグループが割り当てられたパスワードが含まれる場合、一部のアクセス権セット
の名前は、以前のファイルのグループ名と同一になります。
元のファイルに、複数のグループが割り当てられたパスワードが含まれる場合、一部のアクセス権セット
の名前は、元のファイルの複数のグループ名を組み合わせた名前になります。
元のファイルに、グループが割り当てられていないパスワードが含まれる場合、変換されたファイルに
は、
「アクセス権セット 1」、
「アクセス権セット 2」のような１つまたは複数の汎用のアクセス権セットが
含まれます。

一部のグループは、変換されたファイルに含まれない場合があります。これは次の場合に発生します。

1
1

元のファイルの２つ以上のグループが同一の設定の場合。この場合、変換されたファイルでは最初のグ
ループのみが保持され、重複するグループは無視されます。
グループにパスワードが割り当てられていない場合（マスタパスワードを除く）。使用されていないグルー
プは、変換されたファイルのアクセス権セットに変換されません。

変換時に行われる変更
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パスワードとグループからアクセス権セットへの変換に関しては、次の点にも注意してください。

1
1

1

1

３つのデフォルトのアクセス権セットである [完全アクセス]、[データ入力のみ]、および [閲覧のみアク
セス] は、変換されたファイルに必ず追加されます。
変換するファイルが FileMaker ネットワーク共有を使用して共有するように設定されている場合（[マルチ
ユーザ] または [マルチユーザ[非表示]] に設定されている場合）、変換されたファイルのすべてのアクセス
権セットに対して、[FileMaker ネットワークによるアクセス] 拡張アクセス権が有効になります。FileMaker
ネットワーク共有が有効になっていて、変換されたファイルが開いている場合、有効なアカウント情報を
持つ任意のクライアントが共有ファイルを開くことができます。ゲストアカウントが有効な場合は、ファ
イルを開くためにアカウント情報は必要ありません。特定のアクセス権セットに対して、[FileMaker ネッ
トワークによるアクセス] 拡張アクセス権および [拡張アクセス権の管理] オプションを無効にすることが
できます。さらに、ファイルが [マルチユーザ[非表示]] に設定されていた場合、変換されたファイルでは、
FileMaker ネットワーク共有のオプション [[共有ファイルを開く] ダイアログに表示しない] が設定され
ます。
変換するファイルが、Web 上、ODBC 経由、または FileMaker Mobile で共有するように設定されている
場合でも、その他のデフォルトの拡張アクセス権の設定（[インスタント Web 公開によるアクセス]、
[ODBC/JDBC によるアクセス]、[FileMaker Mobile によるアクセス]）は、変換されたファイルでは常に
すべて無効になります。これらの拡張アクセス権は、適切な各アクセス権セットで有効にする必要があり
ます。
FileMaker Developer では、旧バージョンの Developer Tool で作成されたスタンドアロンのランタイムソ
リューションを FileMaker Pro 7 ファイルに変換できます。変換されたファイルはランタイムソリュー
ションとしてのバインドが解除されるため、変換後は、すべてのユーザに FileMaker Pro 7 ライセンスが必
要になります。Developer Tool で、[データベース構造を変更不可にする] オプションが有効な状態でラン
タイムソリューションを作成するように設定されていた場合、変換されたファイルには、[完全アクセス]
アクセス権セットが割り当てられたアカウントは含まれず、完全アクセス権が要求される変更を加えるこ
とはできません。

パスワードとグループからアカウントとアクセス権セットへの変換の例
次の表は、サンプルの FileMaker Pro データベースのパスワードとグループの設定を示します。このデータ
ベースには、９つのパスワードと２つのグループがあります。各パスワードには、１つまたは複数のグループ
が割り当てられているか、あるいはグループがまったく割り当てられていません。パスワードは、
「User 2a」
（「User 2」と同一）および「User 3a」（「User 3」と同一）を除き、すべて固有の設定です。
パスワード

各パスワードに割り当てられているグループ

dbadmin（マスタパスワード）

このパスワードは、ファイル全体にアクセスできます。

User 1

グループ A

User 2

グループ B

User 2a

グループ B

User 3

グループ A
グループ B

User 3a

グループ A
グループ B

User 4

グループ A
グループ B

User 5

グループは割り当てられていません。

User 6

グループは割り当てられていません。
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FileMaker Pro 7 への変換後、このデータベースには、次の 10 個のアカウントと 11 個のアクセス権セットが
含まれます。
アカウント

割り当てられている
アクセス権セット

コメント

dbadmin

[完全アクセス]

以前のファイルのすべてのマスタパスワードは、[完全アクセス] アクセ
ス権セットが割り当てられたアカウントに変換されます。

User 1

グループ A

User 2

グループ B

User 2a

グループ B

User 3

グループ A/グループ B

User 3a

グループ A/グループ B

User 4

グループ A/グループ B 2

パスワード「User 4」には、
「User 3」および「User 3a」と同じグループが
割り当てられていますが、変換されたファイルには、パスワード「User 4」
の固有の設定が含まれる別のアクセス権セットが含まれます。

User 5

アクセス権セット

User 6

アクセス権セット 2

パスワード「User 5」および「User 6」にはグループが割り当てられてお
らず、これらのパスワードの設定は異なるため、変換されたファイルに
は、各パスワードの固有の設定に基づく２つの汎用のアクセス権セット
が含まれます。

[データ入力のみ]
ゲスト

閲覧のみアクセス

パスワード「User 2」および「User 2a」は同じ設定で、同じグループに割
り当てられているため、変換されたファイルでは、同じアクセス権セット
が作成されて割り当てられます。
パスワード「User 3」および「User 3a」は同じ設定で、同じグループに割
り当てられているため、変換されたファイルでは、同じアクセス権セット
が作成されて割り当てられます。

３つのデフォルトのアクセス権セットである [完全アクセス]
（ dbadmin アカウント）
、[データ入力のみ]、および [閲覧のみアクセス]
（ゲスト）は、変換されたすべてのファイルに追加されます。

CD-ROM に保存されているデータベースの共有
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、CD-ROM に保存されている単独使用データベースを開き、マル
チユーザデータベースとしてホストできました。現在のバージョンの FileMaker Pro で同様のデータベースを
共有するには、CD-ROM にコピーする前にファイル共有を有効にする必要があります。

ファイル参照
FileMaker Pro では、ファイル参照を使用して、外部のファイル、テーブル、スクリプト、値一覧などのデータ
ベースの情報を検索します。ファイル参照は旧バージョンのファイルメーカー Pro では表示されていません
でしたが、FileMaker Pro 7 では、ユーザがファイル参照をより細かく制御できます。
次の表は、既存のファイル参照がどのように変換されるかを示します。
ファイル参照のソースファイルと
ターゲットファイルの場所

変換前にファイル参照に
保存されている内容

変換後にファイル参照に保存される内容

同じドライブ（Windows）、ボリューム
（Mac OS）、または FileMaker ホスト上に
あり、ファイル参照に対して [相対パス
のみ保存] が指定されている

相対パス

相対パス

同じドライブ（Windows）、ボリューム
（Mac OS）、または FileMaker ホスト上に
あり、ファイル参照に対して [相対パス
のみ保存] が指定されていない

相対パスと完全パスの両方

[相対パスのみ保存] の設定に関係なく、
異なるドライブ（Windows）または
ボリューム（Mac OS）上にある

例
file:請求書
相対パスと完全パスの両方
例
file:/C:/データベース/売上/現在の売上; file:../売上/
現在の売上
完全パス

完全パス
例
file:/D:/データベース/売上/現在の売上; file:../売上/
現在の売上

変換時に行われる変更

ファイル参照のソースファイルと
ターゲットファイルの場所

変換前にファイル参照に
保存されている内容

変換後にファイル参照に保存される内容

FileMaker ホスト上にあり、ファイル
参照に対して [相対パスのみ保存] が
指定されていない

ネットワークパス

ネットワークパス
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例
fmnet:/10.0.0.7/現在の売上; file:../売上/現在の売上

旧バージョンのファイルメーカー Pro では、次の場合に [相対パスのみ保存] を利用できます。

1
1
1

[共有ファイル] ボタンが表示されるすべてのダイアログボックスで、ファイルをデータベースソリュー
ションに追加する場合
[レコードのインポート]（Windows）または [レコード取り込み]（Mac OS）、[開く]、[閉じる]、あるいは
[修復] スクリプトステップからファイルを指定する場合
あるファイルに対して、別のファイルから値一覧やリレーションシップを指定する場合

注意 変換されたファイル参照は、同じファイルを複数の方法で参照する場合があります（たとえば、変換
前にファイルが複数回存在していた異なる場所など）。

ファイル参照の名前
ファイル参照の名前は固有でなければならないため、変換時に同じファイルへの複数のファイル参照が見つ
かった場合は、ファイル参照の名前に番号が追加されます。たとえば、ファイルA、ファイルA2、ファイルA3
という名前のファイル参照は、すべて１つのファイル（<パス>/ファイルA）を参照している可能性があり
ます。

重複するファイル参照
重複するファイル参照の中には、変換時に自動的に削除されるものと、削除されないものがあります。たと
えば、リレーションシップを示すファイル参照、外部ファイルを参照する値一覧、および特定のスクリプト
ステップ（[レコードのインポート]（Windows）または [レコード取り込み]（Mac OS）スクリプトステップ
や、[レコードのエクスポート]（Windows）または [レコード書き出し]（Mac OS）スクリプトステップなど）
は、名前付きのファイル参照に変換されます。[ファイル参照を定義] ダイアログボックスに表示される名前
付きのファイル参照は、変換時に複製されています。
変換後に重複するファイル参照を削除する場合は、注意して行ってください。削除する前にファイル参照を
特定して確認するには、FileMaker Developer を使用して作成するデータベースデザインレポートが便利です。
ファイル参照の操作の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「ファイル参照の定義」を参照してください。

ファイルを開くときの低いパフォーマンス
変換されたファイルを開くのに長い時間がかかる場合は、ファイル参照が外部の場所を参照している可能性
があります。ファイル参照をローカルパスに再設定するか、可能であればリモートファイルが存在するコン
ピュータの IP アドレスまたはドメイン名を入力することで、ファイルを開く速度を向上できます。
Mac OS: FileMaker Pro 7 では、ファイル参照とともにエイリアスレコードが保存されなくなったため、移動
または名前が変更されたファイルの自動検索など、エイリアスに関連する一部の機能がサポートされなく
なっています。これにより、データベースで作業する際の動作が、ユーザが期待する動作とより一貫するよ
うになりました。

変換されたファイル参照のワイルドカード文字
アスタリスク（*）のワイルドカードが含まれるファイル参照は、同じ場所にアスタリスクが入力された状態
で変換されます。これにより、FileMaker Pro がネットワークファイルパスを解決する速度が低下する場合が
あります。
変換されたパスの形式は、元のファイルでパスがどのように指定されたかによって変わります。たとえば、
変換するファイルが FileMaker ネットワークによって共有されているか、または FileMaker Server によってホ
ストされており、スクリプトまたは値一覧にネットワークファイルパスが指定されている場合、変換された
ファイル参照の形式は、元のファイルでパスがどのように指定されたかに従って変更されます。
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ホストコンピュータの IP アドレスを指定した後に [ファイルを開く] ダイアログボックスのファイル一覧
からファイルを選択した場合、パスは次の形式になります。
fmnet:/<IP アドレス>/営業報告書
この形式のファイル参照は、このまま使用することができます。

1

ホストコンピュータの IP アドレスを指定せずに [ファイルを開く] ダイアログボックスのファイル一覧か
らファイルを選択した場合、パスは次の形式になります。
fmnet:/*/営業報告書
変換後にこの形式のファイル参照を見つけた場合は、アスタリスクをホストコンピュータのドメイン名
（fmserver1.mycompany.com など）または IP アドレスに置き換えることをお勧めします。参照先のファイ
ルが参照元のファイルと同じサーバー上にある場合は、ファイル参照を相対パスに変更することをお勧め
します。次に例を示します。
file:営業報告書

同じコンピュータ上にあるファイルに対して相対パスを使用すると、後でデータベースを別のコンピュータ
に移動した場合でも、ファイル参照を更新する必要はありません。

ファイル環境設定
（Windows）
またはファイルプレファレンス
（Mac OS）
変換時に、ファイル環境設定（プレファレンス）はファイルオプションに変換されます。詳細については、
FileMaker Pro 7 ヘルプの「ファイルオプションの設定」を参照してください。
旧バージョンのファイルメーカー Pro に存在していたファイル環境設定（プレファレンス）のオプションは、
次のように変更されています。

1

1
1
1

[グラフィックを互換性のある形式で保存する] 環境設定（プレファレンス）は利用できなくなりました。
FileMaker Pro 7 では、各グラフィックは元の形式で保存され、必要に応じて、グラフィックの追加のコ
ピーがクロスプラットフォーム互換の形式で自動的に作成され、元のグラフィックとともに保存されま
す。データベースに保存されているグラフィックの数によっては、重複するグラフィックが保存されるこ
とでファイルサイズが増加する可能性がありますが、増加しない場合もあります。
FileMaker Pro 7 のスペルチェックプログラムでは、セッション中はウインドウの場所が保持されるように
なったため、[スペルチェック] ダイアログボックスの場所の環境設定（プレファレンス）は利用できなく
なりました。
Mac OS: Mac OS 用の FileMaker Pro 7 を使用して、Windows 用の旧バージョンのファイルメーカー Pro で
作成されたファイルを変換する場合、[メニューバーを点滅させる] スペルチェックオプションは [疑わし
いスペルで警告音を鳴らす] に変換されます。
[使用するパスワード:] ファイル環境設定（プレファレンス）は [次のアカウントを使用してログイン:] ファ
イルオプションに変換され、FileMaker Pro 7 のアカウント名とパスワードの両方に古いパスワードが使用
されます。この処理によって、指定されていたパスワードが [ファイルオプション] ダイアログボックス
で参照可能な状態になり、セキュリティリスクとなる可能性があります。アカウント名とパスワードの両
方を変更して、データベースのセキュリティを十分に確保することをお勧めします。詳細については、
27 ページの「パスワード」を参照してください。

非表示のファイル
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、たとえば「データベース_.fp3」のように、名前のファイル拡張
子の前にアンダースコアが含まれるファイルは、[共有ファイル] ダイアログボックスのホストされている
ファイルの一覧に表示されませんでした。FileMaker Pro 7 では、この動作はサポートされなくなりました。
変換されたファイルを非表示にするには、[FileMaker ネットワーク設定] ダイアログボックスの [[共有ファイ
ルを開く] ダイアログに表示しない] を手動で選択する必要があります。
注意 元のファイルが [マルチユーザ[非表示]] に設定されていた場合、変換されたファイルでは、[[共有ファ
イルを開く] ダイアログに表示しない] オプションが選択されます。28 ページの「グループ」を参照してくだ
さい。

変換時に行われる変更
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ユーザ辞書の情報の保持
変換時に、ユーザ辞書への参照は、デフォルトのユーザ辞書を使用しているか、それともカスタムユーザ辞
書を使用しているかに応じて異なる方法で処理されます。

1

1

デフォルトのユーザ辞書を使用している場合: デフォルトのユーザ辞書（user.upr）を使用するデータベー
スファイルを変換すると、変換されたファイルは、新しい「FileMaker Pro 7」フォルダ内の「user.upr」ファ
イルを参照します。したがって、変換されたデータベースを使用する前に、旧バージョンのファイルメー
カー Pro アプリケーションのフォルダから「FileMaker Pro 7」フォルダに「user.upr」ファイルをコピーす
るか、
「user.upr」ファイルから FileMaker Pro 7 の「user.upr」ファイルに情報をエクスポートする必要があ
ります。変換の前または後に、このファイルをコピーするか、その内容をエクスポートできます。詳細に
ついては、FileMaker Pro 7 ヘルプの「ユーザ辞書の編集」を参照してください。
カスタム辞書: カスタム辞書を参照するデータベースファイルを変換すると、変換されたファイルは、引
き続き以前の場所にある辞書を参照します。その場所から辞書を移動または削除すると、変換されたファ
イルがカスタム辞書の情報にアクセスできなくなります。この問題は、変換時に元のカスタム辞書ファイ
ルが旧バージョンのファイルメーカー Pro のフォルダにあり、後で旧バージョンのファイルメーカー Pro
をアンインストールした場合などに、不注意から発生する可能性があります。

辞書の情報を保持するには、変換の前または後に、既存のカスタムユーザ辞書を「FileMaker Pro 7」フォル
ダに移動します。変換後に、ファイルを開いて、カスタム辞書を使用するように指定します。詳細について
は、FileMaker Pro 7 ヘルプの「スペルチェック用辞書の作成と選択」を参照してください。
注意 ファイルメーカー Pro 3.x 以前またはクラリス製品で単語をユーザ辞書に追加している場合、それらの
単語を FileMaker Pro のユーザ辞書に追加することができます。まず、追加する単語を以前のユーザ辞書から
テキストファイルにエクスポートし、
そのテキストファイルを FileMaker Pro のユーザ辞書にインポートします。

レイアウトにおける変更
レイアウト上でのテキストスタイルとフォントの表示方法の変更
次の問題によって、変換されたファイルのフォントの表示に問題が発生する可能性があります。

1

1
1

レイアウトで小さいポイントサイズのフォントや細い Serif ベースのフォントを使用している場合、FileMaker
Pro 7 で採用されたアンチエイリアス技術により、変換後にこれらのフォントの見え方が異なる場合があ
ります。一般的には、アンチエイリアスによってフォントの表示が向上しますが、フォントによってはぼ
やけて見えることがあります。
FileMaker Pro 7 では、バージョン 1.x より前のバージョンのファイルメーカー Pro で定義されていたフォン
トを変換できない場合があります。元のフォントが見つからない場合は、ファイルがファイルメー
カー Pro 1.x 以降に変換されたときに使用されていたフォントが使用されます。
Windows: ファイルで TrueType 以外のフォントが使用されている場合、それらは変換時に TrueType フォン
トで代替されます。FileMaker Pro 7 で新しいファイルを作成する場合は、必ず TrueType フォントを使用し
てください。TrueType フォントは Windows と Mac OS の両方でサポートされているため、クロスプラット
フォームです。
注意 フォントの代替は、一方のプラットフォームで指定されているフォントが他方のプラットフォーム
で利用できない場合に行われることもあります。
ヒント TrueType 以外の形式から TrueType 形式にフォントを変換するために、他社のユーティリティを
利用できます。

1

Mac OS: [袋文字] および [影文字] のテキストスタイルは、変換時に [標準] のテキストスタイルに変更され
ます。

線の表示の変更
FileMaker Pro 7 では、斜めの線、曲線、回転オブジェクトなど、レイアウト上のオブジェクトの滑らかさが
向上しています。ただし、レイアウト上の垂直および水平の直線は、元のファイルよりもやや太く表示され
る場合があります。また、色の付いた線がやや薄く見える場合があります。
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ヘッダおよびフッタパート内のフィールドの動作における変更
FileMaker Pro 7 では、ヘッダおよびフッタ内のフィールドにデータを入力できます。以前にフィールドがボ
タンとして定義されていた場合は、この変更によって、ボタンがアクティブになる代わりに、カーソルが
フィールド内に配置されるという予期しない結果になる可能性があります。ファイルの変換後に、データ入
力を許可しないヘッダまたはフッタ内のフィールドに対してデータ入力を明示的に無効にすることによっ
て、旧バージョンのファイルメーカー Pro と同じ動作になるように設定することができます。この設定を行
うには、レイアウトモードでフィールドを選択して、[書式] メニューから [フィールド選択時の動作...] を選
択し、[フィールドへの入力を許可する:] で適切なオプションを選択します。

変換されたリレーションシップ
FileMaker Pro 7 では１つのファイルに複数のテーブルを作成できるため、１つのファイル内のテーブル間に
リレーションシップを設定できるようになりました。ただし、複数のファイルで構成されるリレーショナル
データベースを FileMaker Pro 7 に変換した場合、独立したファイルは、複数のテーブルで構成される１つの
ファイルに結合されません。

リレーションシップ
旧バージョンのファイルメーカー Pro で作成されたファイルのリレーションシップに名前を付けている場
合、変換後、そのリレーションシップ名は、リレーションシップグラフでのテーブルの別の名前になります。
リレーションシップの特性（リレーションシップでのレコードの作成や削除を許可する設定、およびソート
の必要条件）は、変換されたリレーションシップに対して定義される特性です。関連ファイルはリレーション
シップグラフにその名前のとおりに表示されない場合があり、[データベースの定義] ダイアログボックスの
[テーブル] タブには表示されません。ソーステーブルの名前とその関連ファイルの名前を表示するには、テー
ブルの別の名前の左側に表示されている矢印にポインタを合わせます。
注意 ファイルの変換後に初めてリレーションシップグラフを表示したときは、ルートテーブルがグラフ上
部の中央に配置されています。ルートテーブルに関連しているテーブルは、一度に１つのキーフィールドず
つ、グループで描画されます。グループ内では、関連テーブルは、上から下へ名前順に並べられます。

自己連結
自己連結が含まれる関連ファイルを変換した場合、定義されている各自己連結に対して、重複するテーブル
の別の名前がリレーションシップグラフに作成されます。重複するテーブルの名前（完全修飾名）は、元の
ファイルのリレーションシップの名前に基づきます。

ポータルの動作
FileMaker Pro 7 では、ポータルの選択を解除したときに、ポータルが先頭行までスクロールしなくなりまし
た。代わりに、ユーザが同じレコードを表示している限り、ポータルのステータスと位置が保持されます。

単語の区切りの決定方法の変更
索引の作成時、検索条件の実行時、および単語ベースのテキスト関数（LeftWords、MiddleWords など）の評
価時に FileMaker Pro 7 が単語の区切りを決定する方法が変更されました。たとえば、ハイフンが単語の区切
りと見なされるようになったため、
「father-in-law」は３語と見なされます。したがって、単語の区切りのロ
ジックに依存する機能（検索条件や特定の計算式など）の結果が、旧バージョンのファイルメーカー Pro と
は若干異なる場合があります。

２桁の西暦の日付の変換
1900 年より前または 1999 年より後の日付が２桁の西暦の日付でデータベースに保存されている場合は、変換
前に４桁の形式に変更する必要があります。1900 年から 1999 年の２桁の西暦の日付は正しく変換されます。
日付の変換の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「２桁の西暦の処理方法」を参照してください。旧
バージョンのファイルメーカーPro における２桁の西暦の処理方法の詳細については、www.filemaker.co.jp に
掲載されているドキュメント「2000 年対応に関する開示」を参照してください。

変換時に行われる変更
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ソートの動作の変更
次の変更は、変換されたファイルでのレコードのソート順に影響する可能性があります。

ASCII から Unicode への変更
索引およびソートの言語に [ASCII ] が選択されている場合、変換時に [Unicode] に変更されます。詳細につ
いては、FileMaker Pro 7 ヘルプの「索引設定またはソートの言語の選択」を参照してください。

アクセント記号付きの文字
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、アクセント記号付きの文字とアクセント記号なしの文字（Ç と C）
は レ コ ー ド の 作 成 順 に 基 づ い て ソ ー ト さ れ て お り、ア ク セ ン ト 記 号 は 考 慮 さ れ て い ま せ ん で し た。
FileMaker Pro 7 では、ソートは Unicode 照合アルゴリズムに基づいており、アクセント記号が考慮されます。
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「索引設定またはソートの言語の選択」を参照してください。
変換後、アクセント記号付きの文字が含まれるフィールドは、異なる順序でソートされる場合があります。

ソートされたデータと対象レコード
変換するファイルがソートされているか、または変換するファイルに対象レコードが含まれていた場合、こ
の情報は保持されません。変換後、データは作成順にファイルに表示されます。これによって、既存の集計
レポートが不正確になる可能性があります。変換前のソート順で表示するには、集計レポートに含めるデー
タをソートするか、または検索条件を実行してデータを絞り込みます。

小計によるレコードのソート
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、レイアウトに定義された小計パートに基づいて、１つの集計
フィールドのみを基準にソートすることができました。FileMaker Pro 7 では、ソート条件の一部として集計
フィールドを指定し、集計以外のフィールドでソートすることによって、グループの順序を変更することが
できます。詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「小計によるレコードのソート」を参照してください。
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、集計のソート順は、ソート実行時のウインドウの状態に依存し
ていました。FileMaker Pro 7 では、１つのファイルに対して複数のウインドウを表示できるようになったた
め、集計ソートレポートを常に正しく変換できるとは限りません。変換時に、以前のソート条件から、集計
以外のフィールドの一覧の最後のエントリに集計ソートが適用されます。 たとえば、ソート条件が次のよう
に定義されていたとします。
フィールド名

ソートオプションの設定

営業社員

[昇順]

地域

[降順]

売上総額（集計フィールド）

[昇順] で [集計フィールドを含む] を選択

このファイルを変換すると、ソート順は次のように変換されます。
フィールド名

ソートオプションの設定

営業社員

[昇順]

地域

[昇順]。「売上総額」（集計フィールド）を基準に並べ替えられます。

この場合、変換後のソート順は、元のソート定義における集計フィールド「売上総額」の設定に基づいて変
更されます。
この例では、変換されたファイルのレポート（レポート A）のソート順では、現在表示されているレイアウ
トの状態に基づく小計パートが使用されています。ただし、
「営業社員」のみを集計し、レポート A と同じ
ソート条件を使用する別のレイアウトも存在する場合、２つ目のレポート（レポート B）は、変換前と同じ
順序でソートされません。レポート A のソート順を実現するには、レポート B に対し、「地域」フィールド
ではなく集計フィールド「売上総額」を基準に「営業社員」のデータを並べ替える別のソート条件を作成す
る必要があります。
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索引
索引の変換に長い時間がかかる可能性があるため、大容量のデータベースファイルを変換する場合は、索引
の変換を省略することを検討できます。変換時に、索引の変換が開始されると、[キャンセル] ボタンが [無視]
に変わります。変換後に、次のいずれかを行うことができます。

1
1

変換されたファイルに新しい索引を作成する
索引の自動設定オプションを使用する。このオプションが設定されたフィールドに対してユーザが検索を
実行した場合、またはリレーションシップでフィールドが照合フィールドとして使用されている場合に、
フィールドに索引が設定されます。

既存の索引を変換するように選択した場合、変換されたファイルに作成される索引のタイプは、索引設定さ
れるフィールドのタイプと、元のファイルの [フィールド「（フィールド名）」の入力オプション] ダイアログ
ボックスの [データの格納] タブでの索引設定によって決まります。
元のファイルの索引設定

FileMaker Pro 7 に変換後の索引設定

[索引設定:]
の設定

[必要時に索引を
自動設定] の設定

変換時に作成
される索引

[索引設定:]
の設定

[必要時に索引を
自動設定] の設定

オフ

オフ

なし

なし

オフ

オフ

オン

なし

なし

オン

テキスト以外の
フィールド

オン

オフ

値

すべて

オフ

オン

オン

値

すべて

オン

日本語のテキスト以外
のフィールド

オン

オフ

値と単語

すべて

オフ

オン

オン

値

最小限

オン

日本語のテキストの
フィールド

オン

オフ

値、単語、および
追加の特殊な索引

すべて

オフ

オン

オン

値

最小限

オン

フィールドの
タイプ
すべてのフィールド

索引のさまざまなタイプの詳細と使用時のヒントについては、FileMaker Pro 7 ヘルプの「フィールドの索引
オプションの定義」を参照してください。
索引を変換すると、次の変更点を確認できます。

1

1
1

旧バージョンのファイルメーカー Pro では、索引のエントリは先頭が大文字の書式で作成されており、索
引を表示すると、テキストフィールドに入力された「cat」が「Cat」と表示されていました。FileMaker Pro 7
の索引のエントリは、索引設定されている最初のレコードの文字で表示されます。たとえば、索引の作成
時に最初に見つかった「cat」のインスタンスが小文字の場合、「cat」は索引に小文字で表示されます。
英文の索引の場合、旧バージョンのファイルメーカー Pro では、英数字以外の文字の索引は作成されてい
ませんでしたが、FileMaker Pro 7 ではこれらの文字の索引も作成されます。
変換時に、フィールドの索引の言語の設定は次のように変更されます。

変換前の言語の設定

変換後の言語の設定

スペイン語（New）

スペイン語（Modern）

チェコ/スロバキア語

チェコ語

ASCII

Unicode

変換時に行われる変更
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Lotus 文字セットでのエクスポート
FileMaker Pro 7 では、LICS（Lotus International Character Set）でデータをエクスポートすることはできません。
LICS を指定したスクリプトまたはエクスポート順は、変換時に Windows（Windows）または Macintosh
（Mac OS）に変更されます。Windows または Mac OS の文字セットが指定したエクスポート形式に対して有
効でない場合、データはファイルのデフォルトの文字セットでエクスポートされます。

プリンタ設定（Windows）
デフォルト以外の用紙サイズの指定などのプリンタ設定は、変換時に失われる場合があります。プリンタ設
定が失われた場合、変換されたファイルでは、設定を再定義するまではデフォルトの設定が使用されます。
変換されたファイルが適切に印刷されるようにするには、変換前に、設定を書き留めるか、または [印刷] ダ
イアログボックスのさまざまなオプションのスクリーンショットを取って、元のファイルの印刷設定を記録
しておきます。スクリーンショットを取るには、[プリンタの設定] または [印刷] ダイアログボックスでプ
リンタ設定を表示して Alt+PrintScreen を押し、今後参照できるようにスクリーンショットをドキュメントに
貼り付けます。[プリンタの設定] または [印刷] ダイアログボックスの各タブに対して、この手順を繰り返し
ます。続いて、変換されたファイルの印刷設定を確認し、必要に応じて修正を加えます。
重要 プリンタ設定の変更を保存するには、データベースのレコードを確定する必要があります。データベー
スを開いてプリンタ設定を変更し、データベースを閉じただけでは設定は保存されません。プリンタ設定を
保存するには、[プリンタの設定] または [印刷] ダイアログボックスで設定を変更してダイアログボックスを
閉じ、ファイルを閉じる前に、フィールドに変更を加えるか、または新しいレコードを追加します。

[プリンタ設定] スクリプトステップに保存された設定オプション（Windows）
[プリンタ設定] スクリプトステップでは、カスタム用紙オプションを保存しておき、スクリプトの実行時に
呼び出して使用することができます。たとえば、ラベルを印刷したり、事前に印刷されたフォームに印刷し
たりする場合、この機能を使用することで、スクリプトを使用して特定のレイアウトを異なる用紙オプション
で印刷できます。
FileMaker Pro 7 では、[印刷設定] スクリプトステップのオプションの作成および保存に新しいフォーマット
を使用します。この新しいフォーマットは、旧バージョンのファイルメーカー Pro で使用されていたフォー
マットとは互換性がありません。また、FileMaker Pro 7 では、以前のファイルに保存されている設定オプ
ションを新しいフォーマットに完全には変換できません。
ただし、初期状態では、旧バージョンから変換したファイルには、保存されている設定オプションが以前の
フォーマットで保持されています。[印刷設定] スクリプトステップの設定内容によっては、スクリプトが引
き続き正しく動作する場合もあります。
ただし、[プリンタの設定] ダイアログボックスを開いて設定オプションを変更する場合、FileMaker Pro 7 で
はこのダイアログボックスの保存された設定の一部を維持できず、目的の用紙オプションを再指定しなけれ
ばならないことがあります。通常、用紙サイズや印刷の向きなどの一般的な設定は維持されますが、特定の
用紙トレイや両面印刷などのより一般的でない設定は維持されない可能性があります。
次の表は、設定オプションが保存された [プリンタ設定] スクリプトステップを含むスクリプトを実行または
編集したときに発生する可能性がある動作の概要を示します。
操作

結果

次のスクリプトステップが含まれるスクリプトを実行する

このスクリプトステップは [プリンタの設定] ダイアログボックス
を開かないため、通常は正しく動作します。

1

印刷設定 [記憶する; ダイアログなし]

次のスクリプトステップが含まれるスクリプトを実行する

1

印刷設定 [記憶する]

このスクリプトを実行した場合、保存されている設定オプション
の一部が [プリンタの設定] ダイアログボックスに正しく表示され
ないことがあります。
この問題を修正するには、目的の設定オプションが保存されるよ
うに [印刷設定] スクリプトステップを編集します。

旧バージョンの FileMaker データベースの変換
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操作

結果

[スクリプト編集] ダイアログボックスで次のいずれかの
スクリプトステップを編集する

[指定...] をクリックしてスクリプトステップの設定オプションを
編集するときに、保存されている設定オプションの一部が [プリン
タの設定] ダイアログボックスに表示されないことがあり、オプ
ションの再指定が必要になります。

1
1

印刷設定 [記憶する; ダイアログなし]
印刷設定 [記憶する]

この問題を修正するには、[印刷設定] スクリプトステップを編集
する際にオプションを入念にチェックし、スクリプトステップに
目的の設定オプションが保存されていることを確認します。

基本的に、[印刷設定] スクリプトステップの保存されている設定オプションを編集する場合は、もう一度適
切に入力できるように以前の設定を確認しなければならないことがあります。変換される前の古いファイル
でオプションを参照すると、正確に入力することができます。

グローバルフィールド
FileMaker Pro 7 には、グローバルフィールドタイプは存在しません。
「グローバル」な格納オプションになっ
たためです。変換時に、ファイル内のグローバルフィールドは、そのフィールドに含まれるデータのフィー
ルドタイプに変換され、グローバル格納オプションが選択されます。フィールド定義のグローバル格納オプ
ションの詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「グローバルフィールド（グローバル格納を使用する
フィールド）の定義」を参照してください。

数字フィールド
FileMaker Pro 7 では、以前にサポートされていた数字フィールド内の欧文文字が数字として認識されません。
数字フィールドで、「True（真）」を意味する「Y」または「T」、あるいは「False（偽）」を意味する「N」ま
たは「F」を使用している場合、これらの文字に依存する論理値の計算式では、旧バージョンのファイルメー
カー Pro と同じ結果が返されません。
旧バージョンのファイルメーカー Pro の動作を保持するには、次の計算式を使用して、論理値の計算式内の
欧文文字を評価することができます。
Let ( char1 = Left ( 数字フィールド ; 1 ) ; Case ( char1 = "Y" or char1 = "T"; 1 ;
char1 = "N" or char1 = "F" ; 0; 数字フィールド ) )
注意 FileMaker Pro 7 で、[編集] メニューの [検索/置換] サブメニューから [検索/置換...] を選択して、
「Y」を
「1」、「F」を「0」のように置換し、フィールドの内容を更新することができます。

日付および時刻フィールド
FileMaker Pro 7 では、和暦の日付がサポートされるようになったため、欧文文字、時刻セパレータ :（コロン）、
または +（プラス記号）を日付セパレータとして入力できなくなりました。変換時には、欧文文字や時刻セ
パレータを使用して入力されている既存の日付は、変更されません。たとえば、コロンは時刻セパレータで
あるため、3:21:04 は時刻データと見なされるようになります。古いセパレータを使用する日付は、変換され
たデータベースでは正しく機能しません。
古いセパレータで区切った日付を使用する計算式は、FileMaker Pro 7 によって再計算されるときには正しく
評価されませんが、変換前に評価および保存された計算式の結果は、変換後も正しく表示されます。
古い日付または時刻セパレータが含まれるデータは無効として索引設定され、検索条件に「?」を指定するこ
とで検索できます。
これらの問題を避けるには、次のいずれかの方法を使用して、欧文文字または時刻セパレータを使用する日
付データを手動で変更します。

1

[編集] メニューの [検索/置換] サブメニューの [検索/置換...] コマンド
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Substitute 関数。次に例を示します。

変換前に変更するには、Substitute ( 日付フィールド; ":" ; "/" ) を使用します。
変換後に変更するには、Substitute ( 日付フィールド; ":" ; "/" ) を使用します。
重要 データにエラーが発生しないようにするには、日付フィールドすべてを一括して変更するのではなく、
サポートされていないセパレータが含まれるフィールドおよびレコード内の日付セパレータのみを修正します。
詳細については、FileMaker Pro ヘルプのデータの検索と置換に関するトピック、または Substitute 関数に関
するトピックを参照してください。アップグレード、変換、および移行に関する注意事項の詳細については、
www.filemaker.co.jp の TechInfo データベースの記事や他の情報源を参照してください。

オブジェクトフィールド
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、データベースのファイル環境設定（プレファレンス）で [グラ
フィックを互換性のある形式で保存する] が選択されている場合、
１つのオブジェクトフィールドに Windows
メタファイルと PICT イメージの両方を保存することができました。
これらのイメージが含まれるファイルを、QuickTime がインストールされていない Windows コンピュータ上
で FileMaker Pro 7 に変換した場合、Windows メタファイルのみが保持されます。
これらのファイルを Mac OS が実行されているコンピュータ上で変換した場合は、PICT イメージのみが保持
されます。Windows メタファイルのデータは失われませんが、Mac OS コンピュータ上でイメージを別のオ
ブジェクトフィールドに直接ドラッグ、ドロップ、コピー、またはペーストすることはできません。つまり、
最初に Windows コンピュータ上でデータベースを開いて、オブジェクトフィールドが含まれる各レコードを
表示し、イメージを変換する必要があります。
同じファイルに両方のタイプのイメージを保持するには、QuickTime がインストールされている Windows コン
ピュータ上で変換を実行します。

計算フィールド
変 換 時 に、既 存 の 計 算 式 の 保 存 さ れ て い る 結 果 は す べ て 変 換 さ れ、整 合 性 が 保 た れ ま す。た だ し、
FileMaker Pro 7 では計算式の評価方法が多くの点で変更されているため、既存の一部の計算式は、変換後に
再計算されると異なる結果を返す可能性があります。
以降のセクションでは、計算フィールドに影響する可能性がある変換時の変更点について説明します。

FileMaker Pro 7 で名前が変更された関数
テキスト関数
次のテキスト関数の名前が変更されています。これらの関数の使い方の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘ
ルプの「テキスト関数」を参照してください。
旧バージョンのファイルメーカー Pro での
関数名

新しい関数名

TextToDate

GetAsDate

TextToNum

GetAsNumber

TextToTime

GetAsTime

NumToText

GetAsText

DateToText

GetAsText

TimeToText

GetAsText

GetAsNumber 関数は、他の状況の影響も受けます。詳細については、47 ページの「テキスト関数による数字
フィールド内の文字の認識」および 49 ページの「GetAsNumber 関数」を参照してください。
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デザイン関数
FileMaker Pro 7 では、デザイン関数 RelationIDs および RelationNames の名前が変更されています。変換する
ファイルでこれらの関数が使用されている場合は、変換時に関数名が変更されます。これによって、変更さ
れた関数が使用されている計算式が影響を受けることはありません。
旧バージョンのファイルメーカー Pro での
関数名

FileMaker Pro 7 での関数名

RelationIDs ( ファイル名 )

TableIDs ( ファイル名 )

RelationNames ( ファイル名 )

TableNames ( ファイル名 )

注意 TableIDs ( ファイル名) は、データベース内の各テーブルのテーブル ID を返します。テーブル ID には、
1065089 という値から始まる連続する番号が付けられます。

取得関数に変更されたステータス関数
FileMaker Pro 7 では、次のステータス関数の名前が新しい名前に変更されています。これらの関数の使い方
の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「取得関数」を参照してください。
旧バージョンのファイルメーカー Pro での
関数名

FileMaker Pro 7 での関数名

Status ( アプリケーションバージョン )

Get ( アプリケーションバージョン )

Status ( 日付 )

Get ( 日付 )

Status ( エラー )

Get ( 最終エラー )

Status ( フィールド内容 )

Get ( アクティブフィールド内容 )

Status ( フィールド名 )

Get ( アクティブフィールド名 )

Status ( ファイルパス )

Get ( ファイルパス )

Status ( ファイル名 )

Get ( ファイル名 )

Status ( ファイルサイズ )

Get ( ファイルサイズ )

Status ( 対象レコード数 )

Get ( 対象レコード数 )

Status ( グループ )

Get ( アクセス権セット名 )

Status ( ハイコントラスト )

Get ( ハイコントラスト状態 )

Status ( ハイコントラスト色 )

Get ( ハイコントラスト色 )

Status ( ホスト名 )

Get ( ホスト名 )

Status ( 言語 )

Get ( システム言語 )

Status ( レイアウトアクセス )

Get ( レイアウトアクセス )

Status ( レイアウト数 )

Get ( レイアウト数 )

Status ( レイアウト名 )

Get ( レイアウト名 )

Status ( レイアウト番号 )

Get ( レイアウト番号 )

Status ( メッセージ選択 )

Get ( 最終メッセージ選択 )

Status ( モード )

Get ( ウインドウモード )

Status ( 修飾キー )

Get ( アクティブ修飾キー )

Status ( ファイル共有状態 )

Get ( ファイル共有状態 )

Status ( ネットワーク )

Get ( ネットワークプロトコル )

Status ( ODBC エラー )

Get ( 最終 ODBC エラー )

Status ( ページ番号 )

Get ( ページ番号 )

Status ( プラットフォーム )

Get ( システムプラットフォーム )

Status ( ポータル行 )

Get ( ポータル行番号 )

Status ( プリンタ名 )

Get ( プリンタ名 )
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旧バージョンのファイルメーカー Pro での
関数名

FileMaker Pro 7 での関数名

Status ( レコードアクセス )

Get ( レコードアクセス )

Status ( レコード数 )

Get ( レコード総数 )

Status ( レコード ID )

Get ( レコード ID )

Status ( レコード編集回数 )

Get ( レコード編集回数 )

Status ( レコード番号 )

Get ( レコード番号 )

Status ( 繰り返し位置番号 )

Get ( アクティブ繰り返し位置番号 )

Status ( 検索条件数 )

Get ( 検索条件数 )

Status ( スクリーン深さ )

Get ( スクリーン深さ )

Status ( スクリーン高さ )

Get ( スクリーン高さ )

Status ( スクリーン幅 )

Get ( スクリーン幅 )

Status ( スクリプト名 )

Get ( スクリプト名 )

Status ( ソート状態 )

Get ( ソート状態 )

Status ( ステータスエリア )

Get ( ステータスエリア状態 )

Status ( システムバージョン )

Get ( システムバージョン )

Status ( 時刻 )

Get ( 時刻 )

Status ( ユーザ数 )

Get ( ユーザ数 )

Status ( ユーザ名 )

Get ( ユーザ名 )

Status ( 表示形式 )

Get ( レイアウト表示状態 )

Status ( Web 共有 )

Position ( Get ( アプリケーションバージョン ) ; "Web" ; 1 ; 1) > 0
56 ページの「Web 上に公開されるデータベースの変更」を参照してください。

さらに、旧バージョンのファイルメーカー Pro のステータス関数と FileMaker Pro 7 の取得関数では、次のよ
うに動作が変更されています。

1
1
1

取得関数は、有効な引数エントリのみ受け付けます。たとえば、旧バージョンのファイルメーカー Pro で
は引数として計算式を入力できましたが、FileMaker Pro 7 ではできません。詳細については、43 ページの
「取得関数で使用できる引数の規則の変更」を参照してください。
Get ( レコード編集回数 ) は連続する番号を返し、32767 より大きい番号になっても０に戻りません。
Get ( レコード ID ) は連続する値を返します。旧バージョンのファイルメーカー Pro では、Status ( レコー
ド ID ) は次の範囲の値は返しませんでした。

1
1
1

128 から 32767
491152 から 12582911
14680062 から 3758096383

注意 変換時に、元のファイルのレコード ID は保持されます。変換後に削除またはエクスポートされたレ
コードのレコード ID は、保留されます。レコードを削除またはエクスポートした後に新しいレコードを
作成した場合、新しいレコードのレコード ID は、削除またはエクスポートされたセット内の最初のレコー
ドの ID ではなく、利用可能な次に新しい ID になります。

1

データベースで Status ( グループ ) 関数を使用して、
ユーザが特定のグループのメンバーかどうかをチェッ
クしている場合、FileMaker Pro 7 で新しい Get ( アクセス権セット名 ) 関数を使用して同じチェックを行っ
ても、意図したとおりに動作しない場合があります。これは、変換時にグループ名が削除または変更され
ることがあるためです。重複するグループは、変換時に単一のアクセス権セットに結合されます。計算式
で、削除されたグループや名前が変更されたグループを参照している場合は、計算式を手動で変更して、
残っているアクセス権セット名が検証されるようにする必要があります。変換によるグループへの影響の
詳細については、28 ページの「グループ」および 29 ページの「パスワードとグループからアカウントと
アクセス権セットへの変換の例」を参照してください。
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1

FileMaker Pro 7 では、Get ( ファイルパス ) 関数から返されるローカルパスは、２つのスラッシュではなく
単一のスラッシュで始まります。

旧バージョンのファイルメーカー Pro での
ローカルパスの形式

FileMaker Pro 7 でのローカルパスの形式

file://フォルダ/ファイル名

file:/フォルダ/ファイル名

FileMaker Pro 7 では、Get ( ファイルパス ) は、リモートファイルに対しては、完全なパスの情報（２つのス
ラッシュ）を返します。データベースに Get ( ファイルパス ) を使用する If 文が含まれていて、ローカルパ
ス内の２つのスラッシュを検索している場合、正しく評価されません。このような計算式は、変換後に、新
しいパスの構文が反映されるように手動で編集する必要があります。
変換前にファイルに保存されている Status ( ファイルパス ) 関数呼び出しの結果は変更されませんが、変換以
降の Get ( ファイルパス ) 呼び出しは、新しい形式で返されます。

変換される日本語処理関数
日本語を処理する次の関数はサポートされなくなり、次の表に示すように変換されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro での
日本語処理関数

FileMaker Pro 7 での関数

Leftb

Left

Lengthb

Length

Middleb

Middle

Positionb

Position

Replaceb

Replace

Rightb

Right

先頭位置、終了位置、またはバイト数を参照する、変換された日本語処理関数の引数を評価して、可能であ
れば変更する必要があります。この作業が必要な理由は、旧バージョンでは、これらの情報は評価されるデー
タのタイプ（１バイトまたは２バイト）に依存していましたが、FileMaker 7 では、バイトによるこのような
違いがなくなったためです。

計算式で使用されるフィールド名内の無効な文字と単語
FileMaker Pro 7 では、特定の文字と単語はフィールド名として使用できません。計算式で指定されている
フィールド名で、予約されている文字や単語が使用されている場合は、変換時に、計算式内のフィールド名
全体が ${ } の文字で囲まれます。${ } の文字で囲まれるのは、計算式定義で使用されているフィールド名だ
けです。この変更は、計算式の評価には影響しません。
注意 ダブルクォーテーションで囲まれた計算式内のテキスト文字列は変換時に変更されず、テキストリテ
ラルとして扱われます。

無効な文字と単語

1
1
1

先頭または末尾のスペース
+、-、*、/、^、&、=、≠、<、>、≤、≥、(、,、;、)、[、]、\、"、:: の文字
予約されている単語 AND、OR、XOR、NOT、TRUE、FALSE

さらに、フィールド名を数字やピリオドで始めたり、フィールド名に関数、引数、またはキーワードと同じ
名前を付けることはできません。

変換時に行われる変更
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予約されている単語
FileMaker Pro 7 で予約されている単語は、次の分類に該当します。

1
1
1

計算関数のテキスト引数（TextFont ( "Plaid" ; "Arial" ; ${Cyrillic} ) の「Cyrillic」など）
拡張アクセス権のキーワード
関数名（「Pi」や「Random」など）

注意 SQL キーワードは予約されていませんが、特に計算式でフィールド名が参照される場合は、フィール
ド名として使用することは避けてください。

計算式での引数の区切り文字
FileMaker Pro 7 では、計算式の引数を区切るためにコンマが使用されなくなりました。変換時に、コンマの
区切り文字はセミコロンに変更されます。FileMaker Pro 7 がコンマをリストの区切り文字として使用する言
語ロケール（英語など）に設定されている場合は、新しい計算式を定義するときに、引数の区切り文字とし
てコンマを入力できます。計算式を保存すると、入力したコンマはセミコロンに変更されます。

取得関数で使用できる引数の規則の変更
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、計算式の元になる論理がなくても、ステータス関数（FileMaker
Pro 7 では取得関数に変換されます）の引数として計算式を入力できました。変換するデータベースで引数と
して計算式が使用されていた場合、変換後、[計算式の指定] ダイアログボックスでは、その関数が含まれる
計算式全体がコメント化されます。旧バージョンのファイルメーカー Pro と同じ結果を返すには、計算式を
再定義する必要があります。

計算式の処理前に必要に応じて FileMaker Pro 7 によって変換されるフィールドタイプ
処理前に、データは次の表に指定されたデータタイプに変換されます。処理後は、計算式は [計算式の指定]
ダイアログボックスで選択されているデータタイプを返します。計算結果が [テキスト] に設定されている場
合、日付や時刻などのテキスト以外の結果は、次の表に示すデータタイプに設定されます。

旧バージョンのファイルメーカー Pro
次の表は、被演算子（オペランド）が異なるタイプのフィールドである場合に、計算式から返される結果の
フィールドタイプの概要を示します。
算術演算子

テキスト
フィールド

数字フィールド

日付フィールド

時刻フィールド

テキスト

数字

数字

数字

数字フィールド

数字

数字

数字

数字

日付フィールド

日付

日付

日付

日付

時刻フィールド

時刻

時刻

時刻

時刻

テキストフィールド

FileMaker Pro 7: 算術計算

テキスト
フィールド

日付
フィールド
数字
（0001/1/1
フィールド 以降の日数）

テキストフィールド

数字

数字

日付1、2

時刻1、2

タイムスタンプ

数字4

数字フィールド

数字

数字

日付1、2

時刻1、2

タイムスタンプ

数字4

日付
日付フィールド
（0001/1/1 以降の日数）

日付

数字1、5

タイム
スタンプ6

時刻1、3、6

数字4

時刻

時刻

タイム
スタンプ6

時刻

タイム
スタンプ

数字4

+/-

時刻フィールド
（0:00 以降の秒数）

時刻
フィールド
（0:00 以降
の秒数）

タイムスタンプ
フィールド
（0001/1/1
以降の秒数）

オブジェクト
フィールド
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テキスト
フィールド

+/-

タイム
タイムスタンプ
フィールド
スタンプ
（0001/1/1 以降の秒数）
数字4

オブジェクト
フィールド

注意

日付
フィールド
数字
（0001/1/1
フィールド 以降の日数）

時刻
フィールド
（0:00 以降
の秒数）

タイムスタンプ
フィールド
（0001/1/1
以降の秒数）

オブジェクト
フィールド

タイム
スタンプ

時刻1、3、6

タイム
スタンプ

時刻1、3

数字4

数字4

数字4

数字4

数字4

数字4

1

返されるフィールドタイプが旧バージョンのファイルメーカー Pro から変更されています。た
とえば、FileMaker Pro 7 では、Date ( 3 ; 21 ; 2003) + 2 は日付形式の 2003/3/23 を返します。旧バー
ジョンのファイルメーカーでは、同じ計算式が 0001/1/1 以降の日数にあたる 731297 を返します。
2
3

FileMaker Pro 7 は、日付と時刻の数値表現を返します。
値は時刻として保持されます。

4

数値に変換されたオブジェクトの値は、常に０（ゼロ）を返します。オブジェクトフィールド
に保存されているオブジェクトのサイズを判断する場合は、計算式に Length 関数を含めます。
5

データは数字形式で返され、加算または減算された日数を示します。

6

時刻およびタイムスタンプのデータとともに使用した場合、日付は 0001/1/1 以降の秒数に変換
されます。

FileMaker Pro 7: 比較計算

=、< >、<、>、<=、>=

テキスト
フィールド

日付
時刻
フィールド
フィールド
数字
（0001/1/1
（0:00 以降
フィールド 以降の日数） の秒数）

テキストフィールド

テキスト

テキスト6

テキスト6

テキスト6

テキスト6

テキスト3、6

数字フィールド

テキスト6

数字

数字

数字

数字

数字4

日付フィールド
（0001/1/1 以降の日数）

テキスト6

数字

数字

数字1

数字1

数字4

時刻フィールド
（0:00 以降の秒数）

テキスト6

数字

数字1

数字

無効5

数字4

タイムスタンプ
フィールド
（0001/1/1 以降の秒数）

テキスト6

数字

数字1

無効5

数字

数字4

テキスト3、6

数字4

数字4

数字4

数字4

オブジェクト2

オブジェクト
フィールド

注意

タイムスタンプ
フィールド
（0001/1/1
以降の秒数）

オブジェクト
フィールド

1

日付の値を時刻またはタイムスタンプの値と比較する場合、比較を行う前に、日付の値は
0001/1/1 以降の秒数に、時刻の値は 0:00 以降の秒数に、タイムスタンプの値は 0001/1/1 以降
の秒数にそれぞれ変換されます。日付、時刻、およびタイムスタンプの値が含まれる他の比
較では、比較を行う前に、日付の値は 0001/1/1 以降の日数に、時刻の値は 0:00 以降の秒数に、
タイムスタンプの値は 0001/1/1 以降の秒数にそれぞれ変換されます。
2=

および < > の比較では、２つのオブジェクトの CRC（Cyclic Redundancy Code）が比較され
ます。他の比較では、オブジェクトフィールドに保存されている項目の合計サイズが比較さ
れます。この動作は、旧バージョンのファイルメーカー Pro とは異なります。
3

オブジェクトフィールドをテキスト値と比較する場合、オブジェクトはテキスト形式に変換
されます。オブジェクトが参照としてインポートされている場合は、オブジェクトの外部パ
ス情報が比較に使用されます。その他の場合、オブジェクトはセキュリティ上の理由から「?」
に変換されて、比較に使用されます。

変換時に行われる変更
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4

数値に変換されたオブジェクトの値は、常に０（ゼロ）を返します。オブジェクトフィー
ルドに保存されているオブジェクトのサイズを判断する場合は、計算式に Length 関数を含め
ます。
5

時刻の値をタイムスタンプの値と比較した場合、FileMaker Pro 7 では「無効」が返されま
す。これは、経過した時間の量（時刻など）を特定の瞬間の量（タイムスタンプなど）と比
較しても有益ではないためです。
6

比較演算の一方のフィールドタイプがテキストで、他方がテキストでない場合、値はテキス
ト形式で比較されます。これは、テキスト形式を使用することで、できる限り多くのデータ
を比較できるためです。

日付、時刻、およびタイムスタンプフィールドタイプの自動変換
１つの計算式で日付、時刻、およびタイムスタンプフィールド内のデータを同時に使用した場合、これらの
データは、時間を判断できるように、FileMaker Pro 7 によって自動的に変換されます。これにより、たとえ
ば、特定の日付と特定のタイムスタンプの間の日数を返すことができます。
次の表は、フィールドタイプが日付、時刻、およびタイムスタンプの形式の間で変換されるときに、この表
に示す関数が計算式に含まれていた場合、データがどのように自動的に入力されるかを示します。

提供されるデータの形式

Hour 関数
Minute 関数
Second 関数

Day 関数
Month 関数
Year 関数

GetAsTimestamp 関数

日付

自動入力不要

無効

0001/1/1 を自動入力

時刻

0:00 を自動入力

自動入力不要

0:00 を自動入力

タイムスタンプ

自動入力不要

自動入力不要

自動入力不要

注意 値が自動的に入力される場合、時刻は 0:00 以降の秒数、日付は 0001/1/1 以降の日数、タイムスタンプ
は 0001/1/1 以降の秒数になります。

計算式における演算子の優先順位
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、+、-（マイナス）、および & 演算子は、計算式または式が評価
される際に、すべて同じレベルの優先順位で扱われていました。FileMaker Pro 7 では、+ および - 演算子の方
が & 演算子よりも優先順位が高くなります。変換時には、旧バージョンのファイルメーカー Pro での評価の
順序が保持されるように、既存の計算式または式にカッコが追加されます。

入力値が制限されているフィールドの小数点以下の桁数
フィールドの内容を正しく制限するには、フィールドと制限値が一致する必要があります。[計算式で制限]
オプションを使用する場合、評価されるフィールドの内容と計算結果が完全に一致する必要があります。た
とえば、フィールドに .3333333333333333 が入力されていて、フィールド = 1 / 3 という計算式によって入力
値を制限するよう設定されている場合、このデータは FileMaker Pro 7 の入力値の制限で許可されません。
端数が返される計算式でフィールドを制限する場合、Round 関数を使用して、計算結果の桁数を制限します。

高速化された計算式の評価
パフォーマンスの向上のため、FileMaker Pro 7 では、結果を判断するために必要な計算式の部分のみが評価
されるようになりました。高速化された評価方法を利用するのは、関数では If、Case、および Choose、演算
子では AND および OR です。
例１
If ( 2 + 2 = 4 ; "真" ; "偽" )
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、結果1 と結果2 の両方が評価されます。
「真」および「偽」の条
件に外部プラグイン関数呼び出しが含まれる場合、両方の呼び出しの結果の評価は、計算式の文全体の評価
の一部になっています。つまり、条件式の評価が真か偽かに関係なく、プラグイン関数の両方の呼び出しが
実行されることになります。
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FileMaker Pro 7 では、このような外部プラグイン関数の呼び出しは、条件式の結果に基づいて実行されます。
したがって、この例では、「真」の条件に該当する場合はプラグイン関数が呼び出され、「偽」の条件は省略
されます。このため、プラグイン関数が実行されない場合、予期しない動作になる可能性があります。
高速化された評価方法により、非常に容量の大きいデータベースに対する計算処理の時間が短縮されます。
これは、特に一方または両方の句で関連フィールドを操作する場合に顕著です。ただし、旧バージョンのファ
イルメーカー Pro で作成されたファイルにおいて、データベースの設計上、計算式全体の評価の結果として
プラグインが呼び出されることが想定されている場合、エラーが発生する可能性があります。
例２
次の例では、２つの異なる外部関数の呼び出しが含まれる計算式について考えてみます。
If ( External ( "関数1" ) and External ( "関数2" ) ; "真" ; "偽" )
FileMaker Pro 7 では、関数1 が偽を返した場合、関数2 は呼び出されません。２番目の呼び出しは、最初の条
件が真に評価された場合にのみ行われます。旧バージョンのファイルメーカー Pro では、関数1 の結果とは
無関係に、関数2 が呼び出されます。

四捨五入の新しい規則
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、数字を四捨五入する場合、最大約 15 桁の結果が得られる浮動小
数点による方法が使用されていました。FileMaker Pro 7 では固定小数点による方法が使用され、整数部分お
よび小数部分のそれぞれに対して最大 400 桁を得ることができます。次の例では、異なるバージョンの
FileMaker Pro の結果の例を比較します。
式

旧バージョンのファイルメーカー Pro での結果

FileMaker Pro 7 での結果

126.96 - 119.29

7.66999999999999

7.67

4.1 - Int ( 4.1 )

.0999999999999996

.1

408.80 - 400.20

8.60000000000002

8.6

10000000000000000 + 10

10000000000000000

10000000000000010

ネストされた Substitute 関数の新しい構文
Substitute 関数をネストする場合、旧バージョンのファイルメーカーPro では次の構文が使用されていました。
Substitute ( Substitute ( Substitute ( ... ) ) )
FileMaker Pro 7 では次の新しい構文が採用され、評価が高速化されるとともに、より読みやすくなってい
ます。
Substitute ( テキストフィールド ; ["a" ; "x"] ; ["b" ; "y"] ; ["c" ; "z"] )
可能であれば、ネストされた Substitute 関数呼び出しは、変換時に新しい構文に変更されます。ただし、ネス
トされた Substitute 関数を変換できず、構文が変更されなかった場合でも、引き続き正しく評価されます。

サポートされなくなった Today 関数
FileMaker Pro 7 では、Today 関数が削除されました。変換時に、Today 関数が含まれるファイルは次のように
変更されます。

1
1

Today が非保存の計算フィールドまたはスクリプトで使用されている場合は、
Get ( 日付 ) に変更されます。
結果が保存される計算式で Today が使用されている場合は、
「Today」という名前の新しい日付フィールド
が作成され、結果が保存される計算式はそのフィールドを参照します。この「Today」フィールドのフィー
ルドオプションは、作成日が自動的に入力されるように変更されています。旧バージョンのファイルメー
カー Pro の Today 関数と同じ動作を実現するために、変換時に「Today フィールドの更新」という名前の
スクリプトが作成されます。このスクリプトは、ファイルの起動スクリプトの一部になり、ファイルを開
くときに実行されます。

変換時に行われる変更
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テキスト関数による数字フィールド内の文字の認識
旧バージョンのファイルメーカー Pro の場合、テキスト関数では、数字フィールド内の欧文文字のデータは
無視されていたため、数字フィールド内のテキストデータにアクセス可能な計算式を定義することはできま
せんでした。FileMaker Pro 7 では欧文文字データが認識されるため、変換後に定義された新しい計算式の結
果は、予想した結果と異なる場合があります。
例１
123aV67 という値が入力されている数字フィールドがあるとします。この場合、Middle ( 数字フィールド ,
1 , 6 ) は次のような値を返します。
旧バージョンのファイルメーカー Pro

FileMaker Pro 7

12367

123aV6

変換時に、関数は、旧バージョンのファイルメーカー Pro と同じ結果を返すように変更されます。この例で
は、上の関数呼び出しは、Middle ( GetAsNumber ( 数字フィールド ) ; 1 ; 6 ) に変換されます。ここでは、
FileMaker Pro 7 で作成する計算式の調整方法を理解できるように、バージョン間での評価の違いを指摘して
います。
例２
数字フィールドに「1 apple costs 20 cents」が入力されているとします。この場合、MiddleWords ( 数字フィー
ルド , 1 , 3 ) は次のような値を返します。
旧バージョンのファイルメーカー Pro

FileMaker Pro 7

120

1 apple costs

コンテキストに依存する関数
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、計算式やスクリプトが評価されるコンテキスト（計算式やスク
リプトの開始時の基準となる開始点または状況）は固定されていました。一度に開くことができるのは１つ
のウインドウだけであったため、常に、開いているウインドウが現在のコンテキストになっていました。
FileMaker Pro 7 では、複数のウインドウを開くことができるようになったため、計算式やスクリプトは、そ
れらが評価されるコンテキストに依存します。[計算式の指定] ダイアログボックスまたはスクリプト定義で
計算式に固定のコンテキストが割り当てられている場合、計算式は、そのコンテキストに基づく結果を返し
ます。同じ計算式をスクリプトや置換の計算式で使用したり、スクリプト引数やボタンパラメータとして使
用した場合、計算結果は、現在のウインドウのコンテキストによって変わります。
このような動作の変更により、既存の計算式やスクリプトを変換した場合、間違ったコンテキスト（間違っ
たウインドウの対象レコードなど）で実行されることがあるため、エラーが発生する可能性があります。し
たがって、スクリプトや計算式を編集して、それらが実行されるウインドウを指定しなければならない場合
があります。[ウインドウを選択]、[新規ウインドウ]、および [ウインドウを閉じる] スクリプトステップは、
スクリプトと計算式の両方の実行のコンテキストに影響するので注意してください。
ウインドウのコンテキストは、変換されたデータベース内の次の取得関数を呼び出す計算式に影響する可能
性があります。
Get ( レコード ID )

Get ( レコード総数 )

Get ( ファイル名 )

Get ( レコード編集回数 )

Get ( ソート状態 )

Get ( ファイルサイズ )

Get ( レコードアクセス )

Get ( アカウント名 )

Get ( ホスト名 )

Get ( レコード番号 )

Get ( 拡張アクセス権 )

Get ( ファイル共有状態 )

Get ( 対象レコード数 )

Get ( ファイルパス )

Get ( アクセス権セット名 )

Get ( ユーザ数 )
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FileMaker Pro 7 では固定されていて、コンテキストの影響を受けない計算式としては、計算フィールド、計
算式による入力値の自動化、計算式による入力値の制限、およびカスタムテーブルアクセス権（計算式によ
るレコードレベルのアクセス）があります。
コンテキストと計算式の評価の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「計算フィールドの定義」を参照
してください。

ファイル拡張子を返す関数
次の関数は、ファイル拡張子を返さなくなりました。

1

DatabaseNames

1

Get ( ファイル名 )

変換されたレコードからの結果は変更されません（ファイル拡張子が表示されます）が、変換後に作成され
た新しいレコードでは、ファイル拡張子は表示されません。
ヒント 変換後に、FileMaker Pro 7 で Get ( ファイル名 ) 呼び出しを次のように変更して、結果にファイル拡
張子を表示できます。
Let ( possibleExtension = Right ( Get ( ファイルパス ) ; 4 ) ; Get ( ファイル名 ) &
If ( Left ( possibleExtension ; 1 ) = "." ; possibleExtension ; "" ) )

Mod 関数の変更
FileMaker Pro 7 では、Mod 関数の定義が変更されています。新しい定義は次のとおりです。
Mod ( x ; 0 ) = x ; Mod ( x ; y ) = x - ( y * Floor ( x / y ) )
この定義は、両方の入力値が正か、または両方が負の場合、同じ結果を返します。
旧バージョンのファイルメーカー Pro と同じ Mod の結果を実現するには、次の構文を使用します。
Case ( y = 0 ; 1 / 0 ;
( x < 0 ) = ( y < 0 ) ; Mod ( x ; y ) ;
( x < 0 ) ; - Mod ( Abs ( x ) ; y ) ;
( y < 0 ) ; Mod ( x ; Abs ( y ) ) )
２番目の引数が正の場合、この構文は次のように短縮できます。
if ( x < 0 ; - Mod ( Abs ( x ) ; y ) ; Mod ( x ; y ) )

テキスト入力を使用する数値式
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、数値引数を予期する関数にテキスト引数を指定すると、返され
る結果は空白になっていました。FileMaker Pro 7 では、結果は０（ゼロ）になります。以前に保存された結
果は、変換時に空白のまま残されますが、変換後に計算された新しい結果は０になります。旧バージョンの
ファイルメーカー Pro と同じ結果を得るには、計算式を変更しなければならない場合があります。

論理値計算式
FileMaker Pro 7 では、論理値計算式の評価方法が次のように変更されています。

1
1

論理演算子 AND、OR、XOR、および NOT は論理値の結果のみを返します。
論理値計算式は、結果が０（ゼロ）か、または数字に解決されない場合、False を返します。他の結果は
すべて True を返します。

1 「T」、「Y」、「F」、または「N」が１または０（ゼロ）、あるいは真または偽に評価されることを予期する論
理値計算式は、正しく評価されません。詳細については、38 ページの「数字フィールド」を参照してく
ださい。

変換時に行われる変更
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GetAsNumber 関数
FileMaker Pro 7 では、数字、日付、または時刻フィールドをテキスト関数の引数として参照する場合、フィー
ルドのテキストを含むフィールドの内容全体が返されます。したがって、FileMaker Pro 7 では、引数のタイ
プを数字フィールドタイプに変更するには、計算式の指定で GetAsNumber 関数を使用する必要があります。
例１
旧バージョンのファイルメーカー Pro の構文

FileMaker Pro 7 に変換後の構文

Left ( 数字フィールド , 6 )

Left ( GetAsNumber ( 数字フィールド ) ; 6 )

次の関数に数字、日付、時刻、またはタイムスタンプフィールドが引数として含まれる場合、変換時に
GetAsNumber 関数が自動的に追加されます。
Left

MiddleWords

Proper

Trim

Middle

Exact

PatternCount

WordCount

Right

Length

Position

TrimAll

LeftWords

Lower

Replace

NumToJText

RightWords

Upper

Substitute

GetAsNumber 関数は、これらの関数では最初の引数に適用されますが、Exact、Replace、および Substitute 関
数では複数の引数に適用されます。
例２
旧バージョンのファイルメーカー Pro の構文

FileMaker Pro 7 に変換後の構文

Exact (数字フィールド1 , 数字フィールド2 )

Exact ( GetAsNumber ( 数字フィールド1 ) ; GetAsNumber ( 数字
フィールド2 ) )

注意 追加の引数が数字フィールドでない場合、GetAsNumber 関数は、Replace または Substitute 関数には適
用されません。
GetAsNumber 関数が必要な計算式で比較演算子（<、=、>、≤、≥、< >）が使用されている場合、GetAsNumber
は、常に、変換時に最初の引数と２番目の引数に追加されます。

Get ( 最終エラー ) 関数
FileMaker Pro 7 では、次のエラーコードは、別のエラー条件に割り当て直されているか、または使用されな
くなっています。変換するファイルで Get ( 最終エラー ) 関数を使用してこれらのコードを処理する場合、変
換後は、予期しない結果になることがあります。

再定義されたエラーコード
エラーコード

旧バージョンのファイルメーカー Pro での定義

FileMaker Pro 7 での定義

302

別のユーザがレコードを使用中です

別のユーザがデータテーブルをロックしています。

303

別のユーザが用紙サイズを変更中です。

別のユーザがデータベーススキーマをロックして
います。

304

別のユーザがパスワード定義を使用中です。

別のユーザがレイアウトをロックしています。

FileMaker Pro 7 で使用されなくなったエラーコード

1
1
1

305 別のユーザがリレーションシップまたは値一覧の定義をロックしています。
411 関連するレコードを削除できないため、削除を実行できません。
512 フィールドが単一の値の入力値の制限条件を満たすことができませんでした。
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701 Data Access Manager がデータベースの拡張ファイルを見つけることができません。
702 Data Access Manager がセッションを開くことができませんでした。
703 Data Access Manager がセッションを開くことができませんでした。
後でもう一度試してみてください。
704 Data Access Manager がクエリーの送信に失敗しました。
705 Data Access Manager がクエリーの実行に失敗しました。
712 XTND バージョンに互換性がありません。
713 XTND システムを初期化できませんでした。
818 何らかの理由でファイルメーカー Pro はネットワークに接続できません

Get ( ユーザ名 ) 関数
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、Get ( ユーザ名 ) 関数は、アプリケーション環境設定（プレファ
レンス）（FileMaker Pro 7 では環境設定）の設定を使用します。この値はユーザが容易に変更できるため、
個々のユーザに関するアクティビティの報告に使用する場合、信頼性が高い方法とは言えません。
FileMaker Pro 7 では、アカウントとパスワードが設定されたファイルに対しては、Get ( アカウント名 ) 関数
を利用できるようになりました。この関数は、ユーザが有効なアカウントとパスワードを使用してデータベー
スにログインしたときに認証されたアカウント名を返します。
使用しているファイルで Get ( ユーザ名 ) を使用してユーザアクティビティを記録する場合は、変換後に Get
( ユーザ名 ) を Get ( アカウント名 ) に変更して、ユーザアクティビティを特定のアカウントにより正確に関
連付けることができます。詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「Get ( アカウント名 ) 関数」および「ア
カウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権について」を参照してください。

回転されたフィールド
回転されたフィールド内のデータを編集する場合、データの編集中は、フィールドは一時的に回転されてい
ない状態で表示されます。FileMaker Pro 7 では、この動作が次の２つの点で変更されています。

1
1

一時的に回転されていない状態になったフィールドの位置は、フィールドオブジェクトの左上隅になり、
アクティブなフィールドがより明確にわかります。旧バージョンのファイルメーカー Pro では、回転され
ていない状態になったフィールドの位置は、オブジェクトの縦の中心です。
回転された繰り返しフィールドを編集する場合、FileMaker Pro 7 では、編集中の単一の繰り返しのみが回
転されます。旧バージョンのファイルメーカー Pro では、フィールド全体（すべての繰り返し）が一時的
に回転されていない状態になっていたため、場合によっては表示に問題が生じる可能性がありました。

変換されたファイルによっては、レイアウトモードで回転されたフィールドオブジェクトに調整を加えなけ
ればならない場合があります。

スクリプト
FileMaker Pro 7 では、ScriptMakerTM に多くの変更が加えられています。以降のセクションでは、旧バージョン
のファイルメーカー Pro を使用して作成されたファイルのスクリプトに影響する可能性がある、変換時に行
われる変更を説明します。

スクリプトステップの変換
ファイルに定義されているスクリプトに次のスクリプトステップが存在する場合は、変換時に、次の表に示
すように変換されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro のスクリプトステップ

FileMaker Pro 7 のスクリプトステップ

閉じる

ファイルを閉じる

全レコードをコピー

全レコード/検索条件コピー

変換時に行われる変更

旧バージョンのファイルメーカー Pro のスクリプトステップ

FileMaker Pro 7 のスクリプトステップ

レコードをコピー

レコード/検索条件コピー

レコード/検索条件終了

レコード/検索条件確定

直前のレコードから挿入

直前に参照したレコードから挿入

新規

新規作成

複数レコードを対象外に

複数レコードを対象外に

開く

ファイルを開く

アプリケーション環境設定を開く（Windows）または
アプリケーションプレファレンスを開く（Mac OS）

環境設定を開く

フィールドを定義

データベースを定義

リレーションを定義

データベースを定義

ファイル環境設定を開く（Windows）または
ファイルプレファレンスを開く（Mac OS）

ファイルオプションを開く

共有ファイルを開く

共有ファイルを開く

アプリケーションを終了（Mac OS）

アプリケーションを終了

修復

ファイルの修復

フィールド内容の再ルックアップ

フィールドへ移動およびフィールド内容の再ルック
アップ

フィールド内容の全置換

フィールドへ移動およびフィールド内容の全置換

Apple Event を送信

Event を送信

メッセージを送信（Windows)

Event を送信

メッセージを表示

カスタムダイアログを表示

対象/対象外を入れ替える

対象外のみを表示

ソート

レコードのソート

ステータスエリアの表示切り替え

ステータスエリアの表示切り替え

テキスト定規の表示切り替え

テキスト定規の表示切り替え

ウィンドウの表示切り替え

ウインドウの調整
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スクリプトステップの動作
以降のセクションでは、特定のスクリプトステップの動作の変更点と、ファイルの変換時に行われる変更点
を説明します。

[レイアウト切り替え] スクリプトステップ

1

[ウィンドウ内容の再表示] オプションは、[レイアウト切り替え] スクリプトステップから削除されていま
す。以前にこのオプションが指定されていたスクリプトには、変換時に [ウインドウ内容の再表示] スク
リプトステップが追加されます。

[開く] スクリプトステップ
ファイル参照を FileMaker ネットワークパス（FMNET）形式（fmnet:/ホストの IP アドレス/ファイル名）で
指定した場合以外は、[開く] スクリプトステップ（変換時に [ファイルを開く] に変更されます）でリモート
ファイルは開かれなくなりました。[開く] スクリプトステップを使用してリモートファイルを開いていた場
合は、変換後に、ファイル参照を FMNET 形式に変更するか、または [開く] スクリプトステップを [共有ファ
イルを開く] スクリプトステップに変更します。

1

[ファイルを開く] スクリプトステップでは、旧バージョンのファイルメーカー Pro を使用して作成された
ファイルは FileMaker Pro 7 フォーマットに変換されません。ファイルメーカー Pro 3.x、4.x、5.x、または 6
で作成されたファイルを開くには、[ファイルを変換] スクリプトステップを使用します。
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旧バージョンのファイルメーカー Pro では、[開く] スクリプトステップのみが含まれるスクリプトを実行
すると、開かれたファイルがアクティブになっていました。また、[開く] スクリプトステップの直後にス
クリプトステップがある場合は、スクリプトを呼び出したファイルがアクティブになっていました。
FileMaker Pro 7 では、スクリプトの実行中は、[ ファイルを開く ] スクリプトステップを使用して開いた
ファイルがアクティブな状態になります。次のスクリプトは、旧バージョンのファイルメーカー Pro の動
作をシミュレートして、スクリプトを呼び出したウインドウを手前に移動します。
ファイルを開く ["<ファイル名>"]
ウインドウを選択 [現在のウインドウ]
スクリプトをテストする際に、適切なレイアウトがアクティブになっていることを確認してください。

1

Windows: [開く] スクリプトステップの [アイコン化の状態で開く] オプションは、[非表示の状態で開く] に
変更されました。

[検索実行] スクリプトステップ
変換時に、[検索実行] スクリプトステップのオプションが変更されます。新しいオプションは、スクリプト
で対象レコードを保存するかどうかに応じて異なります。
スクリプトで対象レコードを保存する場合、オプションは次のように変更されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro でのオプション名

FileMaker Pro 7 でのオプション名

検索実行 [記憶する, 対象レコードの置き換え]

検索実行 [記憶する]

検索実行 [記憶する, 対象レコードの絞り込み]

対象レコードの絞り込み [記憶する]

検索実行 [記憶する, 対象レコードの拡大]

対象レコードの拡大 [記憶する]

スクリプトで対象レコードを保存しない場合、オプションは次のように変更されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro でのオプション名

FileMaker Pro 7 でのオプション名

検索実行 [対象レコードの置き換え]

検索実行 [ ]

検索実行 [対象レコードの絞り込み]

対象レコードの絞り込み [ ]

検索実行 [対象レコードの拡大]

対象レコードの拡大 [ ]

[スクリプト実行] スクリプトステップ

1
1

FileMaker Pro 7 では、[スクリプト実行] スクリプトステップの [サブスクリプトを実行] オプションは削除
されています。FileMaker Pro 7 で [スクリプト実行] スクリプトステップを使用する場合、含まれているサ
ブスクリプトは常にすべて実行されます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、必要に応じて、スクリプトの実行後にアクティブなウインド
ウが自動的に変更されていました。FileMaker Pro 7 では、新しい [ウインドウを選択] スクリプトステッ
プがサポートされ、スクリプトの作成者がこのスクリプトステップを使用してアクティブなウインド
ウを設定できるようになったため、この自動的にウインドウを変更する動作はサポートされなくなり
ました。
旧バージョンの動作をエミュレートするため、ファイルの変換時に、FileMaker Pro 7 によって、特定の
[ スクリプト実行 ] および [ 関連レコードへ移動 ] スクリプトステップの後に、[ ウインドウを選択 ] スク
リプトステップが自動的に挿入されます。ただし、ウインドウを変更する目的の動作を実現するには、
追加の [ ウインドウを選択 ] スクリプトステップを挿入するか、またはファイルの変換時に自動的に
挿入された一部の [ ウインドウを選択 ] スクリプトステップを削除しなければならない場合があり
ます。

変換時に行われる変更
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[関連レコードへ移動] スクリプトステップ

1

1

変換時に、[関連レコードへ移動] スクリプトステップで指定されているリレーションシップ名は、同じく
変換時に作成される関連テーブルの別の名前に置換されます。現在のレイアウトは、常に [レコードの表
示に使用するレイアウト:] パラメータのオプションとして設定されます。以前のリレーションシップが別
のファイルにあるテーブルの別の名前を参照していた場合は、[外部テーブルのレイアウトを使用] も選択
されます。元のファイルで [関連レコードだけを表示] が設定されていた場合は、変換されたファイルで
も設定されます。
外部のレイアウトを参照していて、直後に別の外部の [関連レコードへ移動] スクリプトステップが指定さ
れていない各 [関連レコードへ移動] スクリプトステップの後には、FileMaker Pro 7 によって次のいずれか
が追加されます。

1
1

[ウインドウを選択 [現在のウインドウ]] スクリプトステップ
[ウインドウを選択 [名前: "外部ファイルの名前"]] スクリプトステップ（このスクリプトステップが、
[コメント]、[End If]、および [End Loop] を除き、スクリプト内の最後のスクリプトステップの場合）。

[ウインドウ内容の再表示] スクリプトステップ
FileMaker Pro 7 では、[ウインドウ内容の再表示] スクリプトステップの [最前面へ] オプションは削除されて
います。以前にこのオプションが指定されていたスクリプトには、変換時に、[ウインドウを選択] スクリプ
トステップが追加されます。

[レコード/検索条件復帰] スクリプトステップ
FileMaker Pro 7 では、関連レコードへの変更は、旧バージョンのファイルメーカー Pro とは異なるタイミン
グ で 確 定（保 存）さ れ る た め、復 帰 の 動 作 も 変 更 さ れ て い ま す。レ コ ー ド の 確 定 の 詳 細 に つ い て は、
FileMaker Pro 7 ヘルプを参照してください。

[名前を付けて保存]（Windows）スクリプトステップまたは [別名で保存]（Mac OS）スクリプト
ステップ
変換時に、[最適化コピー ] オプションは、[最適化コピー (サイズ小)] に変更されます。[最適化コピー (サイ
ズ小)] を指定すると、ファイル内の未使用のセクションが取り除かれます。これらのセクションには、削除
されたレコードが含まれる可能性があります。ファイルを通常の方法で操作することで、削除されたレコー
ドに対して以前に使用されていた容量を利用できるようになる場合があります。

[テキスト定規の表示切り替え] スクリプトステップ
[ウィンドウ内容の再表示] オプションは、[テキスト定規の表示切り替え] スクリプトステップから削除され
ています。以前にこのオプションが指定されていたスクリプトには、変換時に、[ウインドウ内容の再表示]
スクリプトステップが追加されます。

[レコードのインポート] および [レコードのエクスポート] スクリプトステップ（Window）、
または [レコード取り込み] および [レコード書き出し] スクリプトステップ（Mac OS）
変換時に、[レコードのインポート]（Windows）または [レコード取り込み]（Mac OS）スクリプトステップ
のフィールドに基づくオプションは、FileMaker Pro 7 の計算式に基づくオプションに変換されます。ODBC
ソースからインポートする場合は、スクリプトの実行時に [ODBC SQL クエリーの指定] ダイアログボックス
にクエリー構文が表示されます。
変換後に XML ソースからインポートする場合、フィールドに基づく計算式はスクリプトの実行時に評価さ
れ、結果（ユーザ名とパスワードが含まれる可能性があります）が [HTTP リクエスト:] ボックスに表示され
ることがある点に注意してください。この情報を表示しないようにするには、[レコードのインポート] スク
リプトステップの [ダイアログなしで実行] オプションを使用します。
FileMaker Pro Unlimited で Web 互換であった [レコードのインポート] および [レコードのエクスポート] スクリ
プトステップ（Windows）または [レコード書き出し] および [レコード取り込み] スクリプトステップ（Mac OS）
は、FileMaker Pro 7 では Web 互換ではありません。代わりに、FileMaker Pro 7（FileMaker ネットワーク）ま
たは FileMaker Server 7 Advanced でホストされた Web 上で公開されるデータベース用に、スクリプトステッ
プの Web 互換のサブセットが用意されています。
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[プリンタ設定] および [印刷] スクリプトステップ（Windows）
Windows では、プリンタ設定が正しく変換されない場合があります。変換後に、[印刷設定] および [印刷] ス
クリプトステップを使用するスクリプトの設定を確認します。詳細については、37 ページの「プリンタ設定
（Windows）
」を参照してください。

スクリプトステップのその他の変更
スクリプト機能に加えられた変更は、次のとおりです。

複数のテーブルのサポートに伴うスクリプトの動作の変更
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、１つのファイルで１つのテーブルのみがサポートされていたた
め、スクリプトは、デフォルトで現在のファイルのテーブルである「現在の」テーブルに対して実行されて
いました。FileMaker Pro 7 では、１つのファイルで複数のテーブルがサポートされており、各レイアウトは
明確に「基本テーブル」に関連付けられています。基本テーブルは、レイアウトを定義するときに、[レコー
ドを表示:] リストから選択します。
各ウインドウは特定のレイアウトに関連付けられています。複数のウインドウを開くことができるため、ス
クリプトが [ウインドウを選択] スクリプトステップでウインドウを参照していない場合や、[レイアウト切り
替え] スクリプトステップでレイアウトを参照していない場合、スクリプトは現在のウインドウ（一番手前
のウインドウ）に対して実行されて、関連付けられているテーブルが判断されます。現在ウインドウが開い
ていない場合は、現在のテーブルのウインドウが開かれます。
詳細については、47 ページの「コンテキストに依存する関数」を参照してください。

スクリプト名の短縮
FileMaker Pro 7 では、スクリプト名は最大 100 文字に制限されています。変換時に、この制限を超えるスク
リプト名は切り詰められます。名前が短縮されても、スクリプトの機能に影響はありません。
スクリプト名に 100 文字を超える文字が含まれていて、外部で参照されている場合（AppleScript から参照さ
れている場合や、-script クエリー文字列パラメータを使用して URL によって参照されている場合）、スクリ
プトへの外部参照を更新して、新しいスクリプト名を反映させるか、またはスクリプト ID を参照する必要
があります。

対象レコード内のソート済みのデータを表示する場合のフォーカス
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、対象レコード内のソート済みのデータのフォーカスは、対象レ
コード内の最初のレコードに設定されていました。FileMaker Pro 7 では、現在のレコードにフォーカスが設
定されるため、スクリプトによって呼び出されたソート処理の後に表示されるデータは、旧バージョンで表
示されるデータと異なる可能性があります。
旧バージョンのファイルメーカー Pro の動作をシミュレートするため、ファイルの変換時に、すべての
[ソート] スクリプトステップの後に [レコード/検索条件/ページへ移動 [最初の]] スクリプトステップが配置
されます。

空の対象レコードのソート
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、[ソート]、[レコードを対象外に]、または [複数レコードを対象
外に] スクリプトステップを使用して空の対象レコードをソートすると、エラーコード３「コマンドが使用
できません」が返されていました。FileMaker Pro 7 では、空の対象レコードをソートしても、エラーが返さ
れなくなっています。

スクリプト実行時のレコードのロック
FileMaker Pro 7 では、フィールドをアクティブにしてもレコードはロックされません。たとえば、旧バージョン
のファイルメーカー Pro で [フィールドへ移動] スクリプトステップを使用してレコードをロックしていた場
合、FileMaker Pro 7 でこのスクリプトを実行しても、レコードはロックされません。このようなスクリプト
では、変換後に、[レコード/検索条件を開く] および [レコード/検索条件確定] スクリプトステップを使用し
て、旧バージョンのファイルメーカー Pro での結果を実現できます。

変換時に行われる変更
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例
レコード/検索条件を開く
フィールド設定 [x; "abc"]
フィールド設定 [y; "abc"]
フィールド設定 [z; "abc"]
フィールド設定 [xxx; "abc"]
フィールド設定 [yyy; "abc"]
フィールド設定 [zzz; "abc"]
レコード/検索条件確定 [ダイアログなし]
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「[レコード/検索条件を開く] スクリプトステップ」を参照してく
ださい。

スクリプトを使用したポータル内での関連レコードの作成
FileMaker Pro 7 では、スクリプトを使用してポータル内に関連レコードを作成する場合、関連する値を指定
する前に、最初に関連しない値を入力してから関連レコードを作成する必要があります。
例
テーブルA およびテーブルB という２つの関連テーブルがあるとします。テーブルB には、テーブルA の関
連レコードを表示するポータルが含まれるレイアウトがあり、スクリプトを使用して、ポータル内に新しい
レコードを作成して、テーブルB から関連する値を入力します。
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、次のスクリプトを使用してこの動作を実現できました。
ポータル内の行へ移動 [最後の]
フィールド設定 [テーブルA::データフィールド; テーブルB::データフィールド]
FileMaker Pro 7 の場合、入力する関連データへの参照が存在しないため、関連レコードが作成されるまで、
このスクリプトは無効です。上のスクリプトを実行すると、新しい関連レコードは作成されますが、そのレ
コードには入力したい関連データが含まれていません。代わりに、次のスクリプトを使用することができます。
ポータル内の行へ移動 [最後の]
フィールド設定 [テーブルA::データフィールド; "null"]
#「null」は一時的なデータです。
フィールドへ移動 [テーブルA::データフィールド]
フィールド設定 [テーブルA::データフィールド; テーブルB::データフィールド]
このスクリプトは、まず非関連データ（
「null」）が含まれる関連レコードを作成してから、テーブルB（テー
ブルB::データフィールド）内の指定した関連データで「null」の値を置換します。

一時停止/続行の時間の秒への変更
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、一時停止の時間の長さを時、分、または秒、あるいはこれらす
べてで指定することができました。変換時に、一時停止の時間は、時間の値を時、分、および秒で返す Time
関数を使用して変換されます。

ファイルを参照するスクリプトステップ
データベースにリモートコンピュータ上のファイルを参照するスクリプトステップ（[ファイルを開く] や
[データベースを定義] スクリプトステップなど）が含まれる場合は、ファイル参照が FileMaker ネットワー
クパス（FMNET）形式（fmnet:/ホストの IP アドレス/ファイル名）であることを確認してください。

スクリプトでのエラー処理
Status ( エラー ) 関数を使用してスクリプト内のエラーコードを処理していた場合、旧バージョンのファイル
メーカー Pro の一部のコードが別のエラー条件に割り当て直されていたり、使用されなくなっている点に注
意してください。FileMaker Pro 7 のすべてのエラーコードの一覧については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「Get
( 最終エラー ) 関数」を参照してください。
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一部のスクリプトステップオプションの計算式への変換
FileMaker Pro 7 の多くのスクリプトステップで、計算式の結果からスクリプトステップオプションを生成で
きるようになりました。たとえば、[メールを送信] スクリプトステップのオプションをテキスト、フィール
ド値、または計算式の結果で指定できるようになっています。これらのスクリプトステップの変換時に、テ
キストとフィールドオプションは、必要なテキストまたはフィールド値を返す計算式に変換されます。計算
式として設定されても、これらのオプションは同じ結果を返し、スクリプトステップは旧バージョンと同様
に機能します。

ファイルを開くときのスクリプトの実行
通常、起動スクリプトは初めてファイルを開くときに実行されますが、スクリプトやリレーションシップに
よってすでに開かれていて非表示になっているファイルのウインドウを開く場合にも、起動スクリプトを実
行できます。
起動スクリプトが各データベースセッションで一度だけ実行されるようにするには、起動スクリプトの前に
条件分岐スクリプトステップを挿入し、スクリプトの実行時にこの条件を記録するグローバルフィールドを
使用します。この条件は、ファイルを閉じるときに実行するスクリプトでリセットします。

ファイルを閉じるときのスクリプトの実行
[ファイルオプション] ダイアログボックスで、ファイルを閉じるときに実行するスクリプトを指定すること
ができます。このスクリプトは、ファイルの開いている最後のウインドウを閉じたときに実行されます。ス
クリプトは、ウインドウが開いている別のファイルから参照されている場合など、ファイル自体が開いたま
まであっても実行されます。ファイルを閉じるときに実行するスクリプトは、指定したファイルの開いてい
る最後のウインドウを閉じるたびに実行されます。

マルチユーザまたはマルチセッションの状況における ScriptMaker のサポートの向上
ScriptMaker が修正され、FileMaker Pro 内、および FileMaker Server Advanced で Web 上に公開されるファイル
内でのマルチユーザまたはマルチセッション実行のサポートが向上しました。[スクリプト編集] ダイアログ
ボックスで、スクリプトステップの Web 互換性を表示できるようになっています。詳細については、
FileMaker Pro 7 ヘルプ、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』、および『FileMaker Server Advanced カス
タム Web 公開ガイド』を参照してください。

Web 互換スクリプト内のサブスクリプトへのユーザアクセスの確保
ユーザがスクリプトとサブスクリプトを実行できるかどうかは、スクリプトのデータアクセスおよびデザイン
アクセス権の影響を受けるようになりました。変換後、ユーザが実行する権限を持っているスクリプト内の
一部のサブスクリプトを実行するアクセス権がなくなる場合があります。メインスクリプトを完全アクセス
権で実行するように設定することを検討して、ログインしているユーザに代わってサブスクリプトを実行で
きるようにするか、またはユーザのアクセス権を変更して、個々のユーザが適切なサブスクリプトを実行で
きるようにしなければならない場合があります。
サブスクリプトへのアクセスが制限されることがあるスクリプトステップは、次のとおりです。
レコードのインポート

ファイルを閉じる

DDE コマンドを送信

レコードのエクスポート

印刷

SQL を実行

ファイルを開く

メールを送信

Event を送信

詳細については、27 ページの「アクセス権」、および FileMaker Pro 7 ヘルプの「アカウント、アクセス権セッ
ト、および拡張アクセス権について」を参照してください。

Web 上に公開されるデータベースの変更
FileMaker Pro 7 では、Web 公開のサポートが大幅に変更されています。
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次の問題は、インスタント Web またはカスタム Web 公開を使用して公開されているファイルに適用されます。

1
1
1
1

1

1
1

ファイルメーカーPro Web コンパニオンプラグインはサポートされなくなりました。インスタント Web お
よびカスタム Web 公開の設定は変換されず、変換されたファイルで設定する必要があります。
Web 上で公開するソリューションの URL 構文が変更されました。
Web 上の FileMaker ソリューションにアクセスするためのリンクを手動で作成している場合は、ファイル
を変換して Web 上でファイルを共有した後にリンクを更新する必要があります。
スクリプト名に 100 文字を超える文字が含まれていて、外部で参照されている場合（AppleScript から参照
されている場合や、-script クエリー文字列パラメータを使用して URL によって参照されている場合）
、ス
クリプトへの外部参照を更新して、新しい短いスクリプト名を反映させる必要があります。詳細について
は、54 ページの「スクリプト名の短縮」を参照してください。
ファイルメーカー Pro 6 Unlimited（およびそれ以前）と FileMaker Pro 7 で動作するように作成されている
プラグインは、FileMaker Server Advanced および Web 公開エンジンで Web 公開を使用する場合、自動的に
は動作しません。プラグインの製造元に、プラグインがこれらの環境をサポートしているかどうかを確認
してください。変換に関する問題とプラグインの詳細については、67 ページの「プラグイン」を参照し
てください。
ScriptMaker が修正され、FileMaker Pro および FileMaker Server Advanced でのマルチユーザまたはマルチ
セッション実行のサポートが向上しています。詳細については、56 ページの「マルチユーザまたはマルチ
セッションの状況における ScriptMaker のサポートの向上」を参照してください。
FileMaker Pro 7 では、70 を超える Web 互換のスクリプトステップがサポートされており、[レコードのイン
ポート] や [レコードのエクスポート] スクリプトステップなどのいくつかのスクリプトステップは、サ
ポートされなくなりました。53 ページの「[レコードのインポート] および [レコードのエクスポート] ス
クリプトステップ（Window）、または [レコード取り込み] および [レコード書き出し] スクリプトステップ
（Mac OS）」を参照してください。FileMaker Pro 7 で Web 互換のスクリプトを確認するには、[スクリプト
編集] ダイアログボックスの [Web 互換を区別して表示] を選択します。

1 「Web セキュリティ」データベースはサポートされなくなりました。Web ベースのセキュリティを確保す
るために 「Web セキュリティ」データベースに依存していた場合は、変換されたデータベースファイル
のユーザに対して、アカウント、パスワード、およびアクセス権セットを設定する必要があります。詳細
については、61 ページの「「Web セキュリティ」データベースで保護された ファイルに対するアカウント
とアクセス権セットの定義」を参照してください。
Web 公開アクセス権の変換の内容の詳細については、28 ページの「グループ」を参照してください。

1

旧バージョンのファイルメーカー Pro では、Web コンパニオンプラグインが使用可能になっていてアク
ティブな場合、Status ( Web 共有 ) 関数は１を返します。FileMaker Pro 7 では、この関数は次の計算式に変
換され、この計算式が含まれるスクリプトまたは計算が Web 上でファイルにアクセスするユーザに対し
て評価される場合、１を返します。
( Position ( Get ( アプリケーションバージョン ) ; "Web" ; 1 ; 1) > 0 )
Status ( Web 共有 ) に基づく計算式の結果は、上の計算式を使用する変換されたファイルでは、多少異な
る情報を返します。一般的に、Status ( Web 共有 ) に依存する計算式は、データベースが間接的な方法で
Web 上に公開されているかどうかを判断するもので、この関数の結果は、データのエクスポートが許可さ
れているパスワードを使用してデータベースが開かれているかどうか、および Web コンパニオンプラグ
インが使用可能になっているかどうかを示します。この計算式では、スクリプトを実行するリクエストが
Web ユーザのリクエストによって送信されているか、それともユーザの別の操作によって送信されている
かを明確に判断できます。

1

FileMaker Pro から FileMaker Server Advanced にデータベースを移動する場合、参照によってオブジェクト
フィールドに保存されているイメージなど、静的な内容が含まれるフォルダの場所を移動しなければなら
ないことがあります。
「Web」フォルダの下層にあるフォルダは、IIS または Apache HTTP サーバーの適切
な場所に移動する必要があります。詳細については、
『FileMaker Server Advanced Web 公開インストールガ
イド』を参照してください。
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インスタント Web 公開
設定の変更
FileMaker Pro 7 では、インスタント Web 公開を使用して Web 上に公開されるファイルの設定とユーザアクセ
スが変更されています。したがって、変換は不可能で、Web 公開を再度設定する必要があります。詳細につ
いては、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』を参照してください。

カスタム Web 公開
カスタム Web 公開には、次の変更が加えられています。詳細については、FileMaker Server Advanced に付属
の『FileMaker Server Advanced カスタム Web 公開ガイド』を参照してください。

FileMaker Server Advanced ベースとクライアントベース
FileMaker Pro 7 が必要です。
データベースを作成してカスタム Web 公開用の拡張アクセス権を設定するには、
データベースをホストして Web 上で利用できるようにするには、FileMaker Server 7 Advanced および Web 公
開エンジンが必要です。

CDML のサポートの終了
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、カスタム Web 公開のためには、Web ユーザに対して HTML ベー
スのページを動的に生成する FileMaker CDML マークアップ言語で作成されたフォーマットファイルをデー
タベースで使用する必要がありました。FileMaker Server 7 Advanced では、XML データをフィルタおよび
フォーマットするサーバーベースの XSLT スタイルシートを使用して、FileMaker Pro 7 データベースをカス
タム Web 公開することができます。XML を使用して HTML を生成し、Web ブラウザを使用して表示したり、
他のプログラムやアプリケーションで使用できる XML 文法に変換したりできます。
データベースを FileMaker Pro 7 に変換した後に、FileMaker Server Advanced カスタム Web 公開に含まれる
FileMaker CDML Converter を使用して、
CDML フォーマットファイルを XSLT スタイルシートに変更できます。

内部リンクの変更の必要性
カスタム Web 公開されたソリューションを参照する（リンクする）Web サイト内のページ（公開されている
データベースを直接参照する URL を含む）は、ファイルの変換後に更新する必要があります。リンクは、新
し い URL 構 文 と 新 し い リ ク エ ス ト ク エ リ ー パ ラ メ ー タ を 使 用 す る よ う に 更 新 し て く だ さ い。他 の
FileMaker Pro データベース内にある、ブラウザを起動してカスタム Web 公開されたデータベースにアクセス
するスクリプトや、HTTP による XML のインポート機能を使用して Web 公開されているデータベースのデー
タをローカルデータベースに移動するスクリプトは、必ず確認してください。

ファイルメーカー Pro 3.x 以前のムービー
変換時に、ファイルメーカー Pro 3.x 以前を使用してインポートされたムービーファイルが見つかった場合、
このムービーファイルは、変換されたファイルでは埋め込みイメージに変更されます。

FileMaker Server のスケジュールの設定
変換されたファイルを FileMaker Server 7 を使用して開く場合、旧バージョンのファイルメーカー Server で定
義されていたスケジュールの情報は保持されません。FileMaker Server 7 で手動でスケジュールを再定義する
必要があります。

変換時に行われる変更
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ファイルメーカー Developer Tool でバインドされたランタイムソ
リューションファイル
変換されたファイルが、旧バージョンのファイルメーカー Developer でランタイムソリューションとしてバ
インドされていたり、キオスクモードに設定されていた場合は、FileMaker Developer 7 を使用して再バイン
ドする必要があります。再バインドされたソリューションファイルのコピーについては、ソリューションの
開発者に問い合わせてください。
重要 マスタパスワードがわかっている場合以外は、バインドされたランタイムソリューションを変換しな
いでください。変換後にファイルを変更できなくなくなります。詳細については、27 ページの「アクセス権」
を参照してください。
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第5章
「Web セキュリティ」データベースで保護された
ファイルに対するアカウントとアクセス権セットの定義
旧バージョンのファイルメーカー Pro に付属していた「Web セキュリティ」データベースは、FileMaker Pro 7
ではサポートされません。以前に「Web セキュリティ」データベースに保存されていたユーザ定義とフィー
ルドの制限は、World Wide Web 上に公開する予定の変換されたデータベースファイルに設定する必要があり
ます。「Web セキュリティ」データベースに保存されているユーザ情報を移動するには、次の２つの方法が
あります。

1
1

変換されたファイルに手動でアカウントを作成して、アクセス権を割り当てる
ScriptMaker を使用し、既存の「Web セキュリティ」データベース内の情報に基づいて、変換されたファ
イルにアカウントを作成し、手動でアクセス権を割り当てる。一般的に、25 を超えるユーザのアカウン
トを作成する必要があり、ScriptMaker を使用することに問題がない場合は、スクリプトを使用してアカ
ウントの作成を自動化するのが効果的です。

FileMaker Pro 7 データベースのセキュリティの検討
FileMaker Pro 7 では、データベースのアクセスとセキュリティが多くの点で変更および改善されています。
FileMaker Pro でのデータベースアクセスの変更の詳細については、27 ページの「アクセス権」を参照してく
ださい。
「Web セキュリティ」データベースから情報を移動する前に、FileMaker Pro 7 で提供されるセキュリ
ティの強化点を利用できるかどうかを検討します。
現在のセキュリティオプションを評価するには、次の作業を行います。
1. FileMaker Pro 7 のセキュリティオプションと推奨事項について学びます。詳細については、以下を参照し
てください。

1
1

FileMaker Pro 7 ヘルプの「アカウントとアクセス権セットによるデータベースの保護」
FileMaker Pro『セキュリティガイド』

2. 現在の「Web セキュリティ」データベースにおけるユーザのアクセス権設定を調べて、FileMaker Pro 7 で
同等の設定を行うための計画を立てます。
旧バージョンのファイルメーカー Pro では、パスワードとグループによってユーザのアクセス権を定義し
ていました。FileMaker Pro 7 では、すべてのアクセス権はアカウントとアクセス権セットで定義します。
FileMaker Pro 7 でのファイルアクセスの計画方法の詳細については、次のセクションを参照してくだ
さい。
3. 今後必要になるユーザのアクセス権を検討し、FileMaker Pro 7 でセキュリティが強化されたことで、それ
らのアクセス権を定義できるようになったかどうかを判断します。

Web 上で公開されるファイルに対するアクセスの確保の計画
変換する予定の各データベースファイルに対して、次の作業を行います。
1.「Web セキュリティ」データベースでファイルに対して定義されているユーザとユーザのアクセス権のリ
ストを分析します。
ユーザのレコードのリストを作成するには、すべてのレコードを表形式で表示する方法が簡単です。
「Web
ユーザ_」ファイルを開いて、[表示] メニューから [表形式] を選択し、列のサイズを変更して各ユーザの
情報をすべて表示します。
ヒント [ファイル] メニューから [印刷...] を選択して、リストを印刷できます。
2.「Web セキュリティ」データベースでファイルに対して定義されているフィールドの制限をすべて分析し
ます。
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ここでも、フィールドの制限を表形式で表示して印刷することができます。
「Web フィールド_」ファイル
を開いて、[表示] メニューから [表形式] を選択します。列のサイズを変更して、
「Web フィールド_」に定
義されている各ファイルに対するフィールドの制限の設定を表示し、[ファイル] メニューから [印刷...] を
選択します。
3.「Web セキュリティ」データベースに含まれる既存のユーザのレコードを検証します。

1
1

1
1

既存のユーザのレコードを確認して、使用されていないものは削除します。
ユーザのレコードがこのように設定されている理由と、データベースによってどのように使用されてい
るかを判断します。たとえば、複数のユーザの設定が同一かどうかを判断します。同一の場合、ユーザ
の集合は旧バージョンのファイルメーカー Pro の「グループ」を表しており、FileMaker Pro 7 では、別
個のユーザで共有できるアクセス権セットに変換できます。
必要になる固有のアカウントの数を判断します。
設定されていたアカウントの数を考慮して、変換されたファイルに手動でアカウントを作成する方法
と、ScriptMaker を使用してアカウントを作成する方法のどちらが効率的かを判断します。25 を超える
ユーザのアカウントを作成する必要があり、ScriptMaker を使用することに問題がない場合は、スクリ
プトを使用してアカウントの作成を自動化するのが効果的です。

ヒント ScriptMaker を使用して、自動的にアカウントを作成してアクセス権セットを割り当てることがで
きますが、スクリプトを実行する前に、FileMaker Pro 7 でアクセス権セットを作成しておく必要があります。
4.「Web セキュリティ」データベースで各ファイルに対して定義されている既存のフィールドの制限を分析
します。
フィールドの制限の設定は、変換されたデータベースにアクセス権として定義する必要があります。
5. すべてのユーザに対して必要な新しいアクセス権セットを網羅したリストを作成します。

1

各アクセス権セットに必要な具体的なアクセス規則を特定します。FileMaker Pro 7 の新しいアクセス権
は統合されたセキュリティ方法を備えており、独立した「Web セキュリティ」データベースを管理する
必要はありません。アクセスの制限方法としては、テーブルごとの制限、レコードごとの制限、レイア
ウトごとの制限、値一覧ごとの制限、スクリプトに対する制限、ファイルの共有方法の制限（拡張アク
セス権セット）、または印刷、データのエクスポート、ユーザに定期的にパスワードの変更を要求する
か ど う か な ど の 特 定 の 機 能 ご と の 制 限（他 の ア ク セ ス 権）を 使 用 で き ま す。詳 細 に つ い て は、
FileMaker Pro 7 ヘルプの「新規アクセス権セットの作成」を参照してください。

注意 アクセス権は１つのファイルに適用されるため、すべてのテーブルが１つのファイル内に存在する
必要があります。リレーショナルファイルを変換した場合は、アカウントとアクセス権セットを設定する
前に、複数のテーブルを１つのファイルに結合できます。

1

同じアクセス制限が適用される複数のユーザで共有できるアクセス権セットを検討します。データベー
スの特定の領域へのアクセスを一部のユーザに対しては制限し、他のユーザに対しては制限しない場
合、別のアクセス権セットが必要になります。

注意 「Web セキュリティ」データベースで利用できるフィールドの制限 [検索不可] および [内容一致編集]
は、FileMaker Pro 7 ではサポートされません。
6. 必要なアクセス権セットを各ユーザにアカウントに割り当てた、すべてのユーザを網羅したリスト（ユーザ
アカウントとアクセス権ワークシート）を作成します。
重要 このワークシートには完全なユーザログイン情報が含まれるため、機密を保つことが重要です。
7. アカウントを手動で作成するか（次のセクションを参照）、それともスクリプトを使用して、変換された
データベースファイルにアカウントを作成するかを決定します（「ScriptMaker を使用した新しいアカウン
トの作成」を参照）。

手動での新しいアカウントの作成
新しいアカウントを手動で作成するには、次の作業を行います。
1. 上の「Web 上で公開されるファイルに対するアクセスの確保の計画」で説明されているタスクを完了します。
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2. このガイドの指示に従って、データベースファイルを変換します。
詳細については、17 ページの「データベースファイルの変換」を参照してください。
3. 計画時に特定した必要なアクセス権セットを作成します。
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「新規アクセス権セットの作成」を参照してください。
4. ユーザアカウントとアクセス権ワークシートにリストされている各ユーザに対してアカウントを作成し
ます。
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「アカウントの作成と管理」を参照してください。
5. 変換されたファイルをユーザが利用できるようにする前に、ユーザアカウントとアクセス権セットをテス
トします。詳細については、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』を参照してください。

ScriptMaker を使用した新しいアカウントの作成
注意 スクリプトを使用して、データベースファイルにアカウントを作成してアクセス権セットを割り当て
ることができますが、アクセス権セットは手動で作成する必要があります。
スクリプトを使用して「Web セキュリティ」データベースからアカウント情報を移動するには、次の作業を
行います。

ユーザのリストの作成とアクセス権セットの割り当て
61 ページの「Web 上で公開されるファイルに対するアクセスの確保の計画」で説明されているタスクを完了
します。

データベースおよび「Web セキュリティ」データベースの FileMaker Pro 7 フォーマットへの変換
このガイドの指示に従って、ファイルと「Web セキュリティ」データベースを変換します。詳細については、
17 ページの「データベースファイルの変換」を参照してください。

「Web セキュリティ」データベースから情報を受け入れるためのデータベースの設定
「Web セキュリティ」データベースに保存されているアカウント情報を移動するには、変換されたデータベース
ファイルを次のように変更する必要があります。

1 「Web ユーザ_.fp7」ファイルへのファイル参照を定義します。このファイル参照は、変換されたファイル
のリレーションシップグラフにテーブルの別の名前として表示されます。

1 「Web

ユーザ_.fp7」というテーブルの別の名前からレコードを表示する「Web ユーザ_」という名前のレ
イアウトを追加します。このレイアウトは、スクリプトによって「Web ユーザ_.fp7」から移動される情報
を確認するときに役立ちます。

1

スクリプトの実行後に新しいアカウントに割り当てる必要があるアクセス権セットをデータベースファ
イルに作成します。

1. 変換されたデータベースファイルを開き、[ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[リレーションシップ] タブをクリックしてリレーションシップグラフを表示します。
2. [テーブルを追加] ボタン

をクリックします。

3. [テーブルを指定] ダイアログボックスで、[ファイル:] リストをクリックして [ファイル参照の追加...] を選
択します。「Web ユーザ_.fp7」を探して選択し、[開く] をクリックします。[OK] をクリックして、[テー
ブルを指定] ダイアログボックスを閉じます。
「Web ユーザ_.fp7」のテーブルの別の名前がリレーションシップグラフに表示されます。
4. [OK] をクリックして、[データベースの定義] ダイアログボックスを閉じます。
5. 新規レイアウト / レポートアシスタントを使用して、データベースファイルに新しいレイアウトを作成し
ます。[全て移動] をクリックして、「Web ユーザ_.fp7」のすべてのフィールドに対して、レイアウト上に
フィールドを作成します。
レイアウトの作成の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「レイアウトの作成」を参照してください。
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6. 計画時に特定したアクセス権セットを作成します。
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「新規アクセス権セットの作成」を参照してください。

「Web ユーザ_.fp7」からユーザ情報を移動するためのスクリプトの作成
「Web ユーザ_.fp7」内のユーザのレコードに基づいてデータベースファイルにアカウントを作成するための
スクリプトを作成します。
スクリプトの作成の詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「ScriptMaker を使用したスクリプトの作成と
編集」を参照してください。

スクリプトの例
次のスクリプトは、
「Web ユーザ_.fp7」の最初のレコードに移動して、
「Web ユーザ_.fp7」内のすべてのユー
ザのレコードに対し、データベースファイルにアカウントを作成します。すべてのレコードの情報が移動さ
れると、スクリプトの実行前に表示されていたレイアウトに戻り、作業が完了したことを通知します。
注意 このスクリプトでは、すべてのアカウントに [閲覧のみアクセス] アクセス権セットが割り当てられま
す。大部分のユーザが同じアクセス権セットを共有する場合は、スクリプトにそのアクセス権セットを指定
し、スクリプトの実行後に、別のアクセス権セットが必要なアカウントのアクセス権を手動で変更すること
ができます。または、スクリプトを変更して [If] および [Else] スクリプトステップを追加し、各アカウント
に正しいカスタムアクセス権セットを割り当てることができます。スクリプトを使用してカスタムアクセス
権セットを割り当てる予定の場合は、このスクリプトを実行する前にそれらを定義しておく必要があります。
レイアウト切り替え ["Web ユーザ_" (Web ユーザ_)]
レコード/検索条件/ページへ移動
[最初の]
Loop
アカウントを追加 [アカウント名: Web ユーザ_::ユーザ名; パスワード:
Web ユーザ_::パスワード; アクセス権セット: "[閲覧のみアクセス]"]
Exit Loop If [Get ( レコード番号 ) = Get ( 対象レコード数 )]
レコード/検索条件/ページへ移動
[次の; 最後まできたら終了]
End Loop
レイアウト切り替え [元のレイアウト]
警告音
カスタムダイアログを表示 [メッセージ: "完了しました。"; ボタン: "OK"]

「Web ユーザ_.fp7」からユーザ情報を移動するためのスクリプトの実行
1. スクリプトを実行して、データベースファイルにアカウントを作成します。
注意 アカウント名は固有でなければなりません。「Web セキュリティ」データベースに重複するアカ
ウント名が設定されている場合は、このスクリプトを実行したときにエラーが表示され、重複するアカ
ウントは作成されません。
2. 上のスクリプトを変更せずに使用して、特定のアクセス権セットを割り当てた場合は、先に作成した
ユーザアカウントとアクセス権ワークシートを使用して、各アカウントに正しいアクセス権セットを割り
当てます。
詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「既存のアカウントの編集」を参照してください。
3. 変換されたファイルをユーザが利用できるようにする前に、ユーザアカウントとアクセス権セットをテス
トします。詳細については、『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』を参照してください。
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ヒント 上に示されている例は、ScriptMaker を使用してアカウントの作成を自動化する方法の１つを示して
います。データベースの使用方法によっては、ユーザが最初にログインしたときに、スクリプトを使用して
自身のアカウントを作成できるようにすることを検討できます。[アカウントを追加] スクリプトステップと
指定したレイアウト上のグローバルテキストフィールドを使用して、定義したデフォルトのアクセス権セッ
トに割り当てられているアカウントをユーザが追加できるようにするスクリプトを作成できます。その後、
必要に応じて、アクセス権セットを割り当て直すことができます。スクリプトの作成の詳細については、
FileMaker Pro 7 ヘルプの「ScriptMaker を使用したスクリプトの作成と編集」を参照してください。
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第6章
関連するファイルとインターフェース に関する
注意事項
変換するデータベースで関連するファイルと技術（プラグインなど）が使用されている場合は、これらの技
術と FileMaker Pro 7 の対話方法が次のように変更されている点に注意してください。

セキュリティの強化による関連するファイルの再設定の必要
外部のインターフェース、Apple Event、および ActiveX は、FileMaker Pro 7 の新しいセキュリティモデルの
影響を直接受けます。これらは、ファイルの変換後に、アカウントとパスワードの両方の情報を使用して
FileMaker データベースに接続するように再設定する必要があります。詳細については、27 ページの「アク
セス権」、および FileMaker Pro 7 ヘルプの「アカウント、アクセス権セット、および拡張アクセス権につい
て」を参照してください。

URL を使用した FileMaker Pro の起動
Web ページのハイパーリンクや、[URL を開く] スクリプトステップが含まれる FileMaker Pro スクリプトな
どで URL を使用して FileMaker Pro を起動し、共有されているリモートデータベースを開くことができます。
FileMaker Pro 7 では、URL を使用して FileMaker Pro を起動するための構文が変更されており、アカウントと
パスワードの両方の情報を指定する必要があります。
例
旧バージョンのファイルメーカー Pro の動作

FileMaker Pro 7 の動作

FMP5://secret@192.168.10.0/My+Addresses.fp5

FMP7:アカウント:パスワード@192.168.10.0/
My+Addresses.fp7

詳細については、FileMaker Pro 7 ヘルプの「URL を使用してリモートから共有データベースを開く」を参照
してください。

変換時に名前が変更されたオブジェクトへの参照
予約されている単語を使用するオブジェクト名（リレーションシップ名）や、無効な文字を使用するフィー
ルド名は、FileMaker Pro 7 で正しく評価されるように、変換時に多少変更されます。名前が変更されたオブ
ジェクトが、変換されたデータベースと対話するファイルによって参照されている場合は、その参照内のオ
ブジェクト名も変更する必要があります。詳細については、43 ページの「予約されている単語」および 42 ペー
ジの「計算式で使用されるフィールド名内の無効な文字と単語」を参照してください。

プラグイン
外部関数とプラグインが FileMaker Pro 7、FileMaker Server 7、または FileMaker Server Advanced Web 公開エン
ジンで使用可能かどうかが検証済みであることを確認します。Mac OS X または Windows 2000 用のファイル
メーカー Pro 6 で動作する同じプラグインは FileMaker Pro 7 と互換性がありますが、バージョン 7 の新機能
は利用できません。
他社が開発したプラグインを入手した場合は、製造元に互換性に関する詳細な情報を問い合わせるか、また
は製造元が FileMaker Pro 7 の機能を利用する新しいバージョンを提供しているかどうかを確認します。
プラグインの開発者の場合は、FileMaker Pro 7 でプラグインの動作と機能を検証します。
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互換性のあるプラグイン API 以外に依存するプラグインは、FileMaker Pro で正しく機能しない場合があり
ます。たとえば、場合によっては、プラグインがマニュアルに記載されていないインターフェースを使用
したり、今回のバージョンで変更された動作を前提にしていることがあります。FileMaker Pro 7 用のプラ
グインの開発の詳細については、『デベロッパーズガイド』を参照してください。
ファイルメーカー Pro 6 Unlimited（およびそれ以前）と FileMaker Pro 7 で動作するように作成されている
プラグインは、FileMaker Server Advanced および Web 公開エンジンで Web 公開を使用する場合、自動的に
は動作しません。プラグインの製造元に、プラグインがこれらの環境をサポートしているかどうかを確認
してください。
FileMaker Pro 7 で評価が高速化されたことにより、旧バージョンのファイルメーカー Pro で作成された
ファイルでは、プラグインが完全な評価を想定していると、エラーが発生する可能性があります。詳細に
ついては、45 ページの「高速化された計算式の評価」を参照してください。
FileMaker Pro 7 での Web 公開に必要なプラグインをインストールする場所の詳細については、
『FileMaker
Server Advanced Web 公開インストールガイド』を参照してください。

LDAC および RDAC から ODBC/JDBC および FileMaker Server
Advanced への変更
他のアプリケーションとの情報の共有（Windows）
LDAC（Local Data Access コンパニオン）および RDAC（Remote Data Access コンパニオン）はサポートされ
なくなりました。さらに、データベースアクセスは、グループとパスワードではなく、アカウント、アクセ
ス権セット、および拡張アクセス権で制御されるようになっています。
変換するデータベースで LDAC または RDAC を使用して ODBC データソースの情報を共有していた場合は、
FileMaker Pro 7 で、共有設定、およびユーザのグループとパスワードの設定を手動で再定義して、ODBC/
JDBC で使用できるようにする必要があります。
注意 FileMaker Pro 7 の ODBC/JDBC のサポートを使用して、ローカルコンピュータ上のデータベースにアク
セスできます。RDAC を使用して、ネットワーク上にあるコンピュータのデータソースの情報にアクセスし
ていた場合は、FileMaker Server 7 Advanced が必要です。詳細については、
『FileMaker Server 管理者ガイド』
を参照してください。
変換後に次の操作を行います。

1
1
1

ODBC/JDBC によるデータベースの共有を有効にする（[編集] メニューの [共有設定] サブメニューから
[ODBC/JDBC...] を選択します）
データベースにアクセスするユーザアカウントに拡張アクセス権 [ODBC/JDBC によるアクセス] が割り
当てられていることを確認する
以前にデータベースがパスワードで保護されていた場合は、ODBC/JDBC を使用するアプリケーション
を、アカウント名とパスワードを使用してデータベースにアクセスするように更新する

詳細については、27 ページの「アクセス権」、および FileMaker Pro 7 ヘルプの「ODBC または JDBC 経由で
の FileMaker Pro のデータの共有（Windows）」、または『FileMaker ODBC および JDBC デベロッパーズガイ
ド』を参照してください。

ODBC データソースへのアクセス
旧バージョンのファイルメーカー Pro でデータソースの情報にアクセスするために使用されていたドライバ
は、FileMaker Pro 7 でも正しく動作します。ただし、新しいドライバに合わせてデータソースを再定義しな
い限り、ユーザが FileMaker Pro 7 用の更新された ODBC ドライバを使用することはできません。詳細につい
ては、FileMaker Pro 7 ヘルプの「FileMaker Pro を使用した ODBC データソースへのアクセス」、または
『FileMaker ODBC および JDBC クライアントドライバのインストール』ガイドを参照してください。データ
ベースでスクリプトを使用して ODBC ソースから情報をインポートする場合は、53 ページの「[レコードの
インポート] および [レコードのエクスポート] スクリプトステップ（Window）、または [レコード取り込み] お
よび [レコード書き出し] スクリプトステップ（Mac OS）」を参照してください。

関連するファイルとインターフェース に関する 注意事項

69

ActiveX ライブラリの名前の変更
ActiveX ソリューションは正しく変換され、FileMaker Pro 7 で正常に機能します。FileMaker Pro 7 での唯一の
大幅な変更は、ActiveX ライブラリの名前が FMPRO50Lib から FMPRO70Lib に変更されている点です。変換
後に、Visual Basic で FileMaker Pro のインスタンスを次のように手動で変更する必要があります。
Dim FMProApp As FMPRO70Lib.Application
注意 FileMaker Pro 7 の新しいアクセス権モデルをサポートするため、Documents.Open(ファイル名 As String,
パスワード As String) メソッドは Documents.Open(ファイル名 As String, アカウント名 As String, パスワード As
String) に変更されています。アカウント名およびパスワードのパラメータに何も指定されていない場合、ファ
イルはゲストアカウントで開かれます。

FileMaker Pro 7 での Apple Event の変更（Mac OS）
FileMaker Pro 7 では、１ファイルでの複数のデータベーステーブルなどの新機能に対応するように、Apple
Event のサポートが変更されています。一般的には、ファイルメーカー Pro 6 以前のすべてのファイルは単一
のテーブルファイルとして変換され、ファイルメーカー Pro 6 ファイルで動作するように作成されている
AppleScript は、ファイルが FileMaker Pro 7 に変換された後も引き続き動作します。ただし、多くの場合は、
データベースファイルは、複数のテーブルなどの FileMaker Pro 7 の新機能を使用するように変更されるため、
既存の AppleScript を変更する必要があります。
FileMaker Pro 7 における Apple Event のサポートの詳細については、FileMaker Pro「Apple Events リファレン
ス」データベースを参照してください。このファイルは、「FileMaker Pro 7/日本語エキストラ/Apple Events/
Apple Events リファレンス.fp7」にあります。
次に、FileMaker Pro 7 の Apple Event サポートの大幅な変更点の概要を示します。

新しいオブジェクトモデル
FileMaker Pro 7 では、次のモデル中の Apple Event オブジェクトモデルが使用されます。
Application
cApplication

Document
cDocument

Menu
cMenu
Menu Item
cMenuItem

Window
cWindow

Layout
cTable

Request
cRequest

Row/Record
cRow

Cell
cCell

Repetition
cRepetition

Database
cDatabase

Table
cFMTable

「Layout 0」

Column/Field
cColumn

FileMaker Script
cFileMakerScript
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FileMaker Pro では、スクリプトをより短くしたり、オブジェクトが指定されていない場合にどのオブジェク
トを使用するかを判断するデフォルトの条件の集合であるデフォルトの包含関係がサポートされています。
指定されていないオブジェクト

FileMaker Pro によって代替されるオブジェクト

layout

current table

table

table 1

record 1 of document 1

record 1 of table 1 of document 1

機能の変更
新しい「table」オブジェクト
FileMaker Pro 7 で可能な１つのファイル内の複数のデータベースをサポートするために、新しいオブジェク
ト table がオブジェクトモデルに追加されました。この新しいテーブルオブジェクトでは、定数値 cFMTable
が使用されます。
テーブルオブジェクト cFMTable 内のフィールドは、テーブルに定義されている実際のフィールドに対応し
ます。フィールドは、オブジェクト cColumn に属するものとして表されます。レコード cRow は、同じテー
ブル内のレコードの合計数に対応します。ただし、レイアウトオブジェクト cTable 内のフィールドは、レイ
アウトに定義されているフィールド cColumn にのみ対応し、レコード cRow は、そのレイアウトの対象レコー
ド内のレコードの数に対応します。
バージョン 6.x 以前のファイルメーカー Pro では、スクリプトの作成者がデータベースの単一のテーブルに
アクセスできるようにするために、0 のインデックスを持つレイアウトである layout 0 という特殊なレイアウ
トが定義されていました。layout 0 という概念は、下位互換性を確保するために FileMaker Pro 7 でも引き続
きサポートされていますが、layout 0 を使用できるのは、データベースの table 1 を表す場合だけです。
レイアウトのインデックスとして 0 を使用することで、FileMaker Pro データベースの table 1 のオブジェクト
指定子が生成されます。cFMTable オブジェクトの pKind プロパティの値は table、および cTable（レイアウ
ト）の view です。他のテーブルのフィールドにアクセスするには、代わりにテーブルオブジェクト cFMTable
を使用します。明確性と上位互換性のため、layout 0 の代わりにテーブルオブジェクトを使用するように既存
のスクリプトを変換することをお勧めします。
cTable オブジェクトの cColumn 要素は FileMaker Pro レイアウト上に表示されるフィールドに対応しますが、
cFMTable オブジェクトの cColumn 要素は、そのテーブルの [データベースの定義] ダイアログボックスに表
示されるフィールドに対応します。テーブルのフィールドを表示するには、[ファイル] メニューの [定義] サ
ブメニューから [データベース...] を選択して [フィールド] タブをクリックし、[テーブル] ポップアップメ
ニューからテーブルを選択します。
注意 旧バージョンのファイルメーカーPro で使用されていたレイアウトオブジェクトの定数値 cTable は、引
き続きサポートされています。cTable へのレイアウトオブジェクトの割り当ては変更されていません。

新しい「window」オブジェクト
FileMaker Pro 7 では、１つのドキュメントの複数のウインドウを表示する機能がサポートされています。
window 1、window 2 などのインデックスでウインドウを参照する場合、ウインドウは、画面上での順序に
従って並んでいると見なされます。たとえば、window 1 が一番手前のウインドウの場合、window 2 は、ウ
インドウがどのドキュメントに関連しているかかかわらず、一番手前のウインドウの背面にあるウインドウ
になります。
特定のドキュメントとの関係に従ってウインドウを参照するには、window 1 of document 1 という構文を使用
します。window 1 of document 1 には、document 1 に対して作成されている最初のウインドウを指定します。
現在のレコードと現在のレイアウトのプロパティを使用する場合は、window オブジェクトを指定する必要は
ありません。たとえば、tell application "FileMaker Pro" to get current record などの文は、一番手前のウインドウ
から現在のレコードへの参照を返します。

関連するファイルとインターフェース に関する 注意事項
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新しい「repetition」オブジェクト
１つのセルに複数の繰り返しを含めることができます。repetition オブジェクトを使用して、データベースか
らアクセスされるデータをより細かく制御できます。
Repetition 1 of cell 1 of window 1 は、ウインドウの現在のレイアウトに表示されている最初のセルを表します。
たとえば、セルに５つの繰り返しがあり、そのセルのレイアウトの書式が繰り返し２から４のみを表示する
ように設定されている場合、Repetition 1 of cell 1 of window 1 は、繰り返し２のデータを取得します。現在表
示されていない繰り返しからデータを取得するには、Repetition 1 of cell 1 of table 1 という構文を使用します。
この場合は、繰り返し１のデータが返されます。

フィールドの順序の変更
Apple Event では、テーブル cFMTable のフィールドの順序は、フィールドの作成順です。テーブルのフィー
ルドを作成順に表示するには、[ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...] を選択して
[フィールド] タブをクリックします。続いて、[テーブル:] ポップアップメニューからテーブルを選択して、
[表示順:] から [作成順] を選択します。これに対して、レイアウト cTable のフィールドの順序は、レイアウト
上にフィールドが表示されるグラフィカルな順序で、左上から右下に移動します。
アプリケーションから record of layout、request of layout、または layout 文に対して Get Data イベントを発行し
た場合は、このグラフィカルな順序を使用してデータが返されます。record of table または table 文に対して
Get Data イベントを発行した場合は、作成順を使用してデータが返されます。フィールドタイプが日付、時刻、
タイムスタンプ、または数字の場合、データはレイアウトで設定されている書式（[日付書式]、[時刻書式]、
および [数字書式] ダイアログボックスで設定されている書式）で返されます。
Set Data イベントを record、request、table、または layout オブジェクトとともに使用する場合は、対象のオブ
ジェクトに対して Get Data イベントを使用してデータを取得するときと同じ順序でデータを提供する必要が
あります。

印刷の変更
FileMaker Pro 7 では、Apple Event の印刷の動作は、ユーザインターフェースが表示されないように変更され
ています。印刷に対してサポートを提供するため、次の３つのオプションのパラメータが印刷コマンドに追
加されています。
from page、to page、with copies
印刷コマンドでこれらのオプションのパラメータが指定されていない場合は、ファイルに保存されているデ
フォルト値が使用されます。
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