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第 1 章
FileMaker Pro Advanced の概要

FileMaker®Pro Advanced には、特にデータベース開発者向けに設計された、高度な開発とカスタマイズのためのツー  
ルが含まれています。データベースソリューションの作成とテストには、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced   
のどちらでも使用することができます。

FileMaker Pro で利用できる機能に加えて、FileMaker Pro Advanced では次の機能も利用できます。

1 Developer ユーティリティ。ランタイムデータベースソリューションを作成、カスタマイズ、および導入します。

1 データベースデザインレポート機能。データベースの構造またはスキーマに関してあらゆる情報を網羅したド
キュメントを発行します。

1 スクリプトデバッガ。FileMaker スクリプトの系統的なテストおよびデバッグを行うことができます。

1 データビューア。フィールド、変数、計算式の監視ができます。

1 コピー機能。フィールド、テーブルをコピーできます。 また、同じファイル内で、または異なるファイル間で、使 
用するテーブルスキーマのインポートもできます。

1 カスタムメニュー機能。ソリューション用にカスタマイズしたメニューを作成できます。

1 カスタム関数機能。ソリューション内で使用するカスタム関数を作成します。

このガイドについて
この『デベロップメントガイド』には、FileMaker Pro Advanced で利用できる機能の情報が含まれています。

さらに、このガイドには、カスタムレイアウトスタイルおよび外部関数プラグインの作成方法の概要も含まれます。

製品機能の詳細については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

FileMaker Pro Advanced マニュアルの使用
この『デベロップメントガイド』は、FileMaker Pro Advanced に付属するあらゆる情報を網羅した一連のマニュアルの   
１つです。マニュアルの中には印刷版と PDF（Portable Document Format）形式の両方で提供されているものと、PDF   

形式でのみ提供されているものがあります。また、FileMaker Pro Advanced には、FileMaker Pro 機能の詳細について説   
明するオンラインヘルプも含まれます。

このガイドでは、ユーザが FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced に精通しており、以前に FileMaker Pro 
Advanced の機能を使用してデータベースソリューションを作成した経験があることを想定しています。FileMaker 
ファミリ製品を初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro ユーザーズガイド』を参照してください。
次のマニュアルが含まれます。

1 FileMaker Pro Advanced 『デベロップメントガイド』（本マニュアル）は、FileMaker Pro Advanced で利用できる機   
能の使用方法について説明します。

1 FileMaker ProとFileMaker Pro Advanced の『インストールおよび新機能ガイド』では、 現在のバージョンのインス     
トール手順および新機能のリストの情報が含まれています。

1 FileMaker Pro ユーザーズガイド 主要な概念や基本的な操作手順について説明します。

1 『FileMaker Pro チュートリアル』には、 FileMakerPro データベースの作成方法および使用方法を学ぶためのレッス    
ンが手順ごとに含まれています。

1 FileMaker Pro Advanced 『データベースデザインレポート XML 出力文法』ガイドでは、データベース構造の分析     
ツールまたは処理ツールを作成するユーザのために、FileMaker Pro Advanced のデータベースデザインレポート   
（DDR）XML 出力文法について説明されています。
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1 『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』 ユーザがイントラネットやインターネット上で Web ブラウザを使用し     
てアクセスできる FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のデータベースを作成する方法について説明され     
ています。

1 『FileMaker ODBC とJDBC ガイド』では、 FileMaker データを OBDC および JDBC を使用して、他のアプリケーショ    
ンと共有する方法について説明します。

PDF マニュアルのある場所
FileMaker マニュアルの PDF にアクセスするには

1 FileMaker Pro Advanced で、[ヘルプ] メニューから [製品マニュアル] を選択します。

1 [クイックスタート] 画面の [詳細...] ボタンをクリックします。 

1 その他のマニュアルについては、www.filemaker.co.jp を参照してください。

PDF 形式のほとんどのマニュアルは、FileMaker Pro Advanced をインストールしたフォルダ内にあります。FileMaker   
Pro Advanced をデフォルトのフォルダの場所にインストールした場合、PDF 形式のマニュアルは次の場所にあります。

1 Windows:  C:¥Program Files¥FileMaker¥FileMaker Pro Advanced¥日本語エキストラ￥マニュアル（PDF）

1 MacOS: Macintosh HD/アプリケーション/FileMaker Pro Advanced/日本語エキストラ/マニュアル（PDF）

PDF ファイルを表示するには、PDF リーダが必要です。 Mac OS X では、ビルトインのプレビューアプリケーションまた     
は Adobe Reader のいずれかを使用できます。.Windows のユーザは、Adobe Reader が必要です。 Adobe Reader がお手元にな     
い場合は、Adobe の Web サイト www.adobe.co.jp からダウンロードすることができます。

ランタイムソリューションのソフトウェアライセンスの遵守

FileMaker Pro Advanced のソフトウェアライセンスでは、FileMaker Pro ランタイムデータベースソリューションをいく     
つでも無償で配布することが許可されています。ただし、次の条件を含む遵守しなければならない条件がいくつかあ
ります。

1 すべてのエンドユーザにテクニカルサポートを提供する必要があります。

1 作成者の名前と住所、およびテクニカルサポートの電話番号が含まれる「情報（「About スクリーン」）」レイアウ 
トを提供する必要があります。 「情報(「About スクリーン)」レイアウト作成の詳細については、次のセクション  
を参照してください。

注意   FileMaker Pro Advanced ソフトウェアを使用する前に、FileMaker Pro Advanced インストーラによって表示され     
る FileMaker Pro Advanced ソフトウェアライセンスの条項を読み、同意する必要があります。

開発者としての責任
FileMaker では、ファイルの修復に関する所定の手続きを設定しています。ユーザがこれらの手続きに準拠している場 
合、FileMaker は、ユーザに修復ファイルを提供することがあります。

パスワードが指定されたデータベースファイルを頒布するか、完全アクセス権を削除している場合に、このサービス
を要求したユーザのファイルを FileMaker が修復することを希望しない場合、次の作業を行う必要があります。

1. 本人以外は提供できないデータベースソリューションまたはパスワード、あるいはその両方が使用されているこ
とを書面でユーザに通知し、通知文書を保管します。

2. データベースのどのレイアウトからでもアクセス可能な「情報（「About」スクリーン）」レイアウトが、ランタ
イムデータベースソリューションの全ファイルに含まれている必要があります。 

3. レイアウト名は、「＜ソリューション名＞について...」の形式である必要があります。

4. 「情報（「About」スクリーン）」レイアウトに次の項目が含まれている必要があります。

1 ソリューション名
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1 会社名と連絡先情報
1 サポートポリシー（例：テクニカルサポート方法と対応時間）

5. 「情報（「About」スクリーン）」レイアウトには次の警告メッセージを表示する必要があります。

警告:  このデータベースソリューションには、上記に指定したデベロッパのみが提供できるパスワードが設定さ  
れています。

「情報（「About」 スクリーン）」レイアウトの作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

6. Developer ユーティリティの [管理アクセスをファイルから完全に削除] オプションを選択して、完全アクセス権
をデータベースソリューションから完全に削除した場合、「情報（「About」スクリーン）」レイアウトには、次の
ものと同一の警告を表示する必要があります。

警告: このフィールドはカスタマイズできません。このデータベースソリューションのカスタマイズに関する情 
報については、上記ソリューションデベロッパにお問い合わせください。

FileMaker ファイルのアカウントとアクセス権の保護機能だけでは、ユーザによるファイルへのアクセスを完全には防 
止できません。 FileMaker は、ユーザが他社のソリューションやツールを使用してパスワードを判別したり、バイパス  
することがないとは保証できません。したがって、FileMaker では、コンサルティングや開発の労力を保護するため、 
パスワード以外の適切な手順も実行することをお勧めします。アカウントとアクセス権の詳細については、ヘルプを
参照してください。

ユーザとの間に問題がある場合、直接そのユーザと問題を解決する必要があります。FileMaker では、そのような問題 
を解決できません。また解決を試みることもありません。
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第 2 章
データベースソリューションの作成

FileMaker Pro Advanced の Developer ユーティリティを使用すると、次の操作を行うことができます。

1 一連のデータベースファイルの名前を変更し、関連するファイルおよびスクリプトへの内部リンクを自動的に更
新する

1 データベースファイルを、FileMaker Pro や FileMaker Pro Advanced の実行を必要としないスタンドアロン形式の     
ランタイムデータベースソリューションにバインドする

1 すべてのアカウントの管理アクセス権を削除し、ユーザがデータベースのデザイン要素や構造要素を変更できな
いようにする

1 データベースファイルをキオスクモードで表示する

1 ファイルに FileMaker Pro のファイル拡張子を付加する

注意   FileMaker Pro Advanced の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプ     
を参照してください。

Developer ユーティリティの使用
データベースファイルをカスタマイズしたり、ランタイムソリューションにバインドしたり、ランタイムソリューショ
ンを実行するには次の操作を行います。

1. カスタマイズするすべてのデータベースファイルを閉じます。

2. [ツール] メニューから [Developer ユーティリティ ...] を選択します。

3. 以前に同じデータベースに対して Developer ユーティリティを使用したことがあり、その設定が保存されている
場合は、[設定をロード...] をクリックします。

設定ファイルを指定できるように、ダイアログボックスが開きます。

4. [追加...] をクリックして、カスタマイズするファイルを選択します。

5. ランタイムソリューションに複数のファイルをバインドする場合は、リストのファイルをダブルクリックし、メ
インファイルを指定します。

6. ファイルを名前変更するには、リストからファイルを選択し、[ファイルの名前変更:] ボックスに新しいファイ
ル名を入力して [変更] をクリックします。

7. ファイルを削除するには、リストからファイルを選択し、[削除] をクリックします。

8. [プロジェクトフォルダ] の [指定...] をクリックして、データベースソリューションのコピーを保存する場所を選
択します。 

9. 古いファイルが新しいファイルによって上書きされないようにするには、[プロジェクトフォルダ内の一致する
ファイルを上書き] の選択を解除します。

重要   [プロジェクトフォルダ内の一致するファイルを 
上書き ] が選択されている場合、ファイルの一覧に表示されているファイルと同じ名前のファイルは上書きされ
ます。

10. 次のいずれかの操作を行います。

1 新しい名前でデータベースファイルのコピーを作成する場合は、[作成] をクリックします。

注意   FileMaker Pro Advanced は、関連するファイルとスクリプトへの内部リンクを自動的に更新します。

1 データベースファイルをカスタマイズしたり、ファイルをバインドしたりするには、[ソリューションオプショ
ン] で [指定...] をクリックします。
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11. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、１つまたは複数のオプションを選択します。

12. [OK] をクリックします。

13. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[設定を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存
するフォルダと場所を選択します。 ソリューション設定の保存の詳細については、ヘルプを参照してください。

14. [作成] をクリックします。

ランタイムソリューションの作成について
Developer ユーティリティを使用して、ユーザが FileMaker Pro や FileMaker Pro Advanced を実行せずにアクセスできる     
スタンドアロン形式のランタイムデータベースソリューションを作成します。 Developer ユーティリティによって、  
ファイルのコピーが作成され、指定した名前でデータベースファイルがランタイムアプリケーションにバインドされ
ます。

ランタイムアプリケーションに FileMaker Pro の機能がすべて含まれているわけではありません。 ランタイムアプリケー    
ションと FileMaker Pro の相違点の一覧については、付録 A 「ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較」を     
参照してください。

データベースファイルは、ユーザへの頒布用に準備する前に複数回バインドしなければならない場合があります。開
発が完了し、最終バージョンをバインドして頒布の準備ができたら、ランタイムソリューションを徹底的にテストし、
意図したとおりに動作することを確認します。

注意   FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、データベースファイルにいくつでもデータベーステーブルを     
含めることができるようになりました。この機能によって、複数のファイルを使用する主な理由の１つが解消されま
す。ただし、スクリプトやアクセス権などの要素はファイルレベルで保存されるため、一部の複雑なソリューション
では、引き続き複数のファイルを使用した方が便利です。

データベースソリューションを構築する前に、ユーザによる操作方法を決定しておく必要があります。データベース
ソリューションには、次のような要素を含めることができます。

1 すべての関連ファイルを接続するメインデータベースファイル

目的 実行方法

データベースをランタイムアプ
リケーションにバインドする

[ランタイムソリューションアプリケーションの作成] を選択します。
注意   このオプションは、[データベースには FileMaker のファイル拡張子が必要 ] 以外のすべてのオプ
ションと組み合わせることができます。
10 ページの「ランタイムソリューションの作成について」 を参照してください。

ソリューションへの管理アクセ
スを完全に禁止する

[管理アクセスをファイルから完全に削除] を選択します。
重要    管理アクセスを削除すると、カスタムソリューションに再度設定することはできません。
データベースへの管理 アクセスの削除の詳細については、ヘルプを参照してください。

完全アクセス権を持たないアカ
ウントはソリューションをキオ
スクモードで開くようにする

[管理 アカウント以外に対してキオスクモードを有効化] を選択します。
16 ページの「キオスクソリューションの作成」 を参照してください。

データベースファイルのファイ
ル名に FileMaker の拡張子を付加
する

[データベースには FileMaker のファイル拡張子が必要] を選択します。
注意   [ランタイムソリューションアプリケーションの作成 ] が選択されている場合、このオプション
は使用できません。この機能を使用すると、拡張子のないファイルに拡張子を付加することができま
す。

ログファイルを作成して、処理
中に検出されたエラーを記録す
る

[処理エラーのエラーログの作成] を選択します。 
エラーログの保存場所とファイル名を指定します。
注意
1 エラーログファイルのファイル名および場所を指定しない場合、「Logfile.txt」というファイル名でプ
ロジェクトフォルダ内に保存されます。

1 オプションの処理中にエラーが発生した場合は、エラーログファイルにログが記録されます。 エラーが
検出されたことを示すエラーメッセージが表示される場合もあります。
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1 関連ファイルを開く、閉じる、メインファイルに戻る、起動時にスプラッシュスクリーンレイアウトを表示する、
または、ランタイムアプリケーションを終了するなどの操作を行うスクリプトおよびボタン

1 異なるプラットフォームで使用できる共通した要素と一貫性のあるインターフェース

1 ポップアップヘルプとカスタム メニュー

1 ソリューションの各ファイルで使用されるカスタムレイアウトスタイル

1 ソリューションを紹介するための「情報（「About」スクリーン）」レイアウト（必須）

1 ソリューション使用時のヒントを説明するカスタムヘルプシステム

1 レイアウト、メニュー、特定のテーブル、レコード、フィールドなどに対するアクセスのレベルを指定できる複
数のアクセス権セット

1 アカウントユーザのアクセスのレベルを決定するアクセス権セットに割り当てられた、パスワードで保護された 
アカウント

ランタイムソリューションを使用する必要があるユーザについては、12 ページの「ランタイムソリューションの 
頒布」を参照してください。

以前のソリューションの変換とアップグレード
FileMaker Pro 3.0 以前の SDK（Solutions Development Kit）、ファイルメーカー Pro 4.0 Developer Edition のバインダユー     
ティリティ、または ファイルメーカー Developer 5.x と 6.0 の Developer Tool を使用して FileMaker Pro ランタイムデー     
タベースソリューションを開発した場合、ソリューションをアップグレードして、変換済みのファイルをユーザに提
供することができます。以前のツールを使用してランタイムアプリケーションにバインドされているファイルは、
Developer ユーティリティを使用して再度バインドする必要があります。

バージョン 6.0 以前で作成された FileMaker Pro ファイルは、新しいファイル形式に変換する必要があります。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。 ファイルの変換の詳細については、 
ヘルプを参照してください。

ファイルを変換すると、FileMaker Pro と FileMaker Pro Advanced の新しい機能を活用できるようにアップグレードで     
きます。必要に応じてスクリプトを作成し、ユーザの既存のデータを、古いランタイムデータベースソリューション
から、アップグレード済みの新しいソリューションにインポートできるようにします。 アップグレード済みランタイ 
ムソリューションにデータをインポートする場合の詳細については、ヘルプを参照してください。Developer ユーティ 
リティを使用して、アップグレードした新しいランタイムデータベースソリューションにソリューションファイルを
バインドします。

アップグレードした新しいランタイムデータベースソリューションを頒布し、新しいランタイムアプリケーションで
古いファイルを変換してアップグレードする方法や、データをインポートする方法を説明するドキュメントもユーザ
に提供します。

ソリューションのバインド

データベースファイルをランタイムデータベースソリューションにバインドするには、次の操作を行います。

1. 9 ページの「Developer ユーティリティの使用」の手順に従います。

2. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、[ランタイムソリューションアプリケーションの作
成] を選択します。

3. ランタイムアプリケーションに名前を付けるには

1 [ランタイム名:] に名前を入力します。 名前は、ランタイムアプリケーションのファイル名、およびランタイム  
データベースソリューションファイルが含まれるフォルダ名として使用されます。

1 [拡張子:] に３文字のファイル拡張子を入力します。 拡張子によって、ソリューションファイルとランタイムア  
プリケーションが関連付けられます。

ランタイムソリューションの名前付けの詳細については、ヘルプを参照してください。

4. [バインドキー :] に、１文字から 24 文字のキーを入力します。
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バインドキーは、ランタイムアプリケーションをデータベースファイルにリンクし、バインドされたファイルが
適切なランタイムアプリケーションでのみ開かれるようにします。 バインドキーでは大文字と小文字が区別され 
ます。 バインドキーの設定の詳細については、ヘルプを参照してください。

重要   バインドすると、各プラットフォームに関連するシステムファイルがインストールされます。ソリュー
ションを Windows システムで使用する場合、Windows 用の Developer ユーティリティを使用してバインドしま
す。 ソリューションを Mac OS X システムで使用する場合は、Mac OS X 用の Developer ユーティリティを使用し
てバインドします。Windows と Mac OS X の両方で使用するソリューションを作成する場合は、元のソリュー
ションファイルを２回バインドして、２つの別々のランタイムソリューションを作成します。 まず Windows 用の 
FileMaker Developer ユーティリティを使用し、次に Mac OS X 用の FileMaker Developer ユーティリティを使用し
ます。 両方のプラットフォームで同じバインドキーを使用します。

5. 終了時のスプラッシュスクリーンに会社のロゴなどのカスタム画像を追加するには、[指定...] をクリックして画
像を選択してから、[選択] をクリックします。

画像は 32 x 175 ピクセル（72 dpi）以上である必要があります。これより小さい画像は歪んで表示されます。使     
用できる画像形式は JPEG と GIF です。

6. [表示時間（2 から 12 秒）:] に、スプラッシュスクリーンを表示する秒数を入力します。

[プレビュー ...] ボタンをクリックすると、カスタムスプラッシュスクリーンがどのように表示されるかをプレ 
ビューすることができます。

7. オプションの指定が完了したら、[OK] をクリックします。

8. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[設定を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存
するフォルダと場所を選択します。

Developer ユーティリティ設定の保存と再使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

9. [作成] をクリックします。

Developer ユーティリティによって、ランタイムソリューションに基づく名前の新しいフォルダがプロジェクト 
フォルダ内に作成され、そのフォルダにすべてのランタイムファイルがコピーされます。

ランタイムデータベースソリューションの起動

重要   エンドユーザは、ソリューションファイルのアイコンではなくランタイムアプリケーションのアイコンをダブ
ルクリックしてソリューションを起動する必要があります。 ソリューションまたは関連ファイルのアイコンをダブル
クリックすると、ハードディスク上に他のランタイムアプリケーションがある場合に、エラーが発生することがあり
ます。 コンピュータ上に同じ３文字の拡張子と関連付けられた複数のソリューションがある場合、ソリューション
ファイルのアイコンをダブルクリックすると、最初にインストールされたソリューションがファイルを開こうとしま
す。これは、その特定のファイルに対する正しいアプリケーションとは限りません。

ランタイムソリューションの頒布
FileMaker Pro ランタイムソリューション開発の最終段階は、すべての必要なファイルをバンドルし、ソリューションの  
頒布方法（たとえば、CD-ROM またはネットワーク）を決定し、ソリューションのインストール方法についてのドキュ 
メントを準備することです。さらに、ドキュメントには、ランタイムアプリケーションを使用するための指示とファイ
ルが損傷した場合の対処方法も記載する必要があります。

ダブルクリックで起動

ソリューションファイルのアイコンランタイムアプリケーションのアイコン



第 2 章  |  データベースソリューションの作成     13           

   

  
ソリューションコンポーネントの編成
データベースファイルをランタイムデータベースソリューションにバインドする際に、Developer ユーティリティは新 
規ソリューションフォルダを作成し、その中に、ランタイムアプリケーション、バインドされたメインデータベース
ファイルと関連データベースファイル、および「Extensions」フォルダを格納します。Windows 用ランタイムソリュー 
ションの場合には、必要な DLL（Dynamic Link Library）ファイルもあります。

注意   複数のファイルを１つのフォルダに移動してランタイムソリューションを作成するときは、内部リンクに影響   
が及ぶことに注意してください。 このような理由から、各データソースには、参照されるファイルのファイル名だけ 
で構成されるパスを含める必要があります。 ランタイムアプリケーションは他のデータソースも確認しますが、ファ 
イル名のみのパスを使用すると、ランタイムアプリケーションと同じフォルダ内で目的のファイルを見つけることが
できます。 ファイルが FileMaker Pro や FileMaker Pro Advanced でも使用される場合は、同じデータソース参照に絶対     
パスまたは相対パスを保持しておくことができます。

重要   これらのファイルおよびフォルダの名前を変更することはできません。

Mac OS X ランタイムアプリケーションパッケージおよび Windows の「Extensions」フォルダおよび DLL の内容の詳       
細については、ヘルプを参照してください。

ランタイムデータベースソリューションにカスタムファイルが必要な場合は、ランタイムファイルとともに用意する
必要があります。プラグインは「Extensions」フォルダに保存します。開発者がユーザのシステムにないフォントを使
用している場合、ランタイムアプリケーションにより代用フォントが使用されます。ランタイムにフォントが含まれ
ている場合は、インストーラプログラムを使用してフォントをインストールできるように用意する必要があります。
次の「カスタムインストールプログラムの使用」を参照してください。

これらのランタイムファイルの他に、インストール手順もユーザに提供する必要があります。 デベロッパソリュー 
ションのドキュメントの詳細については、ヘルプを参照してください。

頒布方法の選択
ソリューションを構成するファイルの編成後、インストール方法を決定する必要があります。 バンドルされたソ 
リューションは、CD-ROM、ネットワーク、インターネットなどで頒布できます。 ランタイムデータベースソリュー 
ションを実行するには、エンドユーザは FileMaker Pro Advanced アプリケーションに必要なハードウェアおよびソフ    
トウェアの必要条件と同じ条件を満たす必要があります。 FileMaker Pro と FileMaker Pro Advanced の『インストールお     
よび新機能ガイド』を参照してください。

Windows ソリューションフォルダ Mac OS X ソリューションフォルダ

ランタイムアプリケーション ランタイムアプリケーション
パッケージ

バインドされたメインソ
リューションファイルと関
連ソリューションファイル

バインドされたメインソ
リューションファイルと関
連ソリューションファイル

Extensions 

Dictionaries

バインド処理中に生成
される DLL

頒布用の Windows および Mac OS X ソリューションコンテンツの例

Extensions 

Dictionaries

言語リソース
フォルダ
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カスタムインストールプログラムの使用

カスタムインストールプログラムを使用して、ユーザがインストールできるようにランタイムソリューションをパッ
ケージ化することをお勧めします。カスタムインストールプログラムを設定して、ランタイムデータベースソリュー
ションファイルをインストールするには、圧縮ユーティリティを使用する場合よりも技術的な作業が必要ですが、問
題なく確実にインストールを実行することができます。

使用できるカスタムインストールアプリケーションは次のとおりです。
1 MindVision Installer VISE

1 InstallShield MultiPlatform

1 MacInstallerBuilder

圧縮ユーティリティプログラムの使用

ランタイムソリューションが複雑でなく、エンドユーザの技術的な経験が十分であることがわかっている場合は、カ
スタムインストールプログラムではなく、圧縮ユーティリティプログラムを使用することをお勧めします。

ネットワークでのソリューションの共有

ネットワークを介してランタイムデータベースソリューションを共有するには、コンピュータにインストールされて
いる FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced を使用してファイルにアクセスする必要があります。ファイルへの     
ネットワークアクセスを有効にしたり、変更したりするには、マスタパスワードが必要です。高いパフォーマンスが
必要な場合は、FileMaker Server を使用してソリューションファイルを共有することができます。 

FileMaker Server および FileMaker Pro 製品に関する情報については、FileMaker の Web サイト（www.filemaker.co.jp）に     
アクセスしてください。

損傷ファイルの修復

停電、ハードウェアの問題、またはその他の原因により、FileMaker データベースファイルが損傷を受ける場合があり 
ます。データベースソリューションが損傷した場合、エンドユーザは損傷したファイルを修復する必要があります。
ランタイムアプリケーションが損傷ファイルを発見すると、開発者に連絡するように通知するダイアログボックスが
表示されます。ダイアログボックスが表示されなくても、ファイルが破損していて、異常な動作をする場合があります。

ランタイムファイルの修復の詳細については、ヘルプを参照してください。

「情報（「About」スクリーン）」レイアウトの作成

ランタイムデータベースソリューションの場合、テクニカルサポートの連絡先を示す「情報（「About」スクリーン）」
レイアウトを作成することが FileMaker Pro Advanced ソフトウェアライセンスで指定されています。 FileMaker では、     
「情報（「About」スクリーン）」レイアウトを使用して、開発者が FileMaker Pro Advanced を使用して作成したデータ    
ベースと、FileMaker Pro のユーザが作成したデータベースを区別します。

ランタイムデータベースソリューションの「情報（「About」スクリーン）」レイアウトに表示する必要がある項目の詳
細については、6 ページの「開発者としての責任」を参照してください。

カスタムヘルプレイアウトの作成

FileMaker Pro Advanced のヘルプシステムは、ランタイム アプリケーションでは利用できません。

カスタムソリューションの使用方法やデータの入力方法を説明した「ヘルプ」レイアウトを作成します。レイアウト
を作成したら、ヘルプシステムを表示するソリューションのメインファイルにスクリプトを作成します。 カスタムメ 
ニュー機能を使用して、作成したスクリプトを [ヘルプ] メニューのコマンドとして利用できるようにします。 

ソリューションをドキュメント化する Web ページを作成するには、Web ページを開く Web ビューアをヘルプレイア     
ウトに設定します。 

Mac OS でカスタムヘルプメニューを表示するには、空のメニューから作成する必要があります。 カスタムメニューの   
作成と編集の詳細については、20 ページの「カスタムメニューについて」を参照してください 。

ソリューション作成前後のテスト
Developer ユーティリティを使ってデータベースソリューションをカスタマイズする前とその後に、データベースソ 
リューションのすべての機能を確認する必要があります。 
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カスタムデータベースソリューションの品質を保つには、次の作業を行います。

1 ソリューションの関数とオプションをすべて確認します。Windows と Mac OS X の両方のプラットフォーム用に   
ソリューションを開発している場合、両方のプラットフォームでテストを行います。

1 ランタイムアプリケーションでは非表示または無効になる FileMaker Pro の標準機能が、ランタイムデータベース   
ソリューションで使用されていないことを確認します。付録 A 「ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の     
機能比較」 を参照してください。

1 すべてのスクリプトとボタンが正しく動作することを確認します。これは、ソリューションをキオスクモードで
表示する場合、特に重要です。16 ページの「キオスクソリューションの作成」 を参照してください。

1 インストール手順を確認し、ドキュメントに記載されているその他の手順をテストします。

1 色数や解像度が異なるモニタや、ユーザが使用する可能性がある最も小さいサイズのモニタでもデータベースレ
イアウトが正しく表示されることを確認します。

1 実際のデータを使ってランタイムデータベースソリューションをテストします。これは、ユーザが以前のバージョ
ンのランタイムアプリケーションをアップグレードし、新しいソリューションファイルにデータをインポートす
る必要がある場合に特に重要です。

1 すべての関連ファイルと DLL（Windows）が存在していることを確認します。

1 データベースソリューションをユーザに公開し、ユーザビリティの問題を特定します。

1 バンドルされたデータベースファイルをまったく別のコンピュータにインストールして、メインファイルに関連
付けられているすべてのファイルを正しく検出できることを確認します。 

1 パスワードを割り当てる場合、または完全アクセス権を完全に削除する場合は、すべてのアクセスレベルをテス
トします。 

1 設定されているアクセスレベルをユーザに通知する「情報（「About」スクリーン）」レイアウトがデータベースソ
リューションに含まれることを確認します。

重要   完全アクセス権を完全に削除する場合は、ランタイムソリューションとしてバインドする前のデータベースソ
リューションファイルを保持しておく必要があります。

ランタイムデータベースソリューションの更新ファイルの頒布
ランタイムデータベースソリューションのバインドされたメインファイルの機能を拡張または変更した場合には、エ
ンドユーザに更新されたファイルを頒布することができます。更新されたファイルの再バインドは必要ありません。
ただし、メインファイルのファイル名を変更する場合は、ファイルを再バインドして更新されたファイルとともに新
規バージョンのランタイムアプリケーションを頒布する必要があります。

ソリューションの新規関連ファイルまたは更新関連ファイルを頒布するには、まず元のバインドキーを使用してそれ
らをバインドする必要があります。 メインファイル内に新しいデータソースが必要な新しい関連ファイルや、操作に 
他のファイルが必要な新しい関連ファイルを頒布する場合は、変更されたすべてのファイルを更新する必要がありま
す。

ファイルを更新または追加する際にランタイムデータベースソリューションの元のバインドキーを忘れた場合には、新
しいバインドキーを使用してすべてのデータベースファイルを再バインドし、全ソリューションを再頒布する必要があ
ります。

更新されたメインファイルを頒布するには、次の操作を行います。 

1. FileMaker Pro Advanced で、ランタイムソリューションのコピーから元のメインファイルを開きます。

2. メインファイルを変更します。

3. 必要な場合は、インポートスクリプトを作成してエンドユーザが既存のデータを新規メインファイルにインポー
トできるようにします。

アップグレード済みランタイムソリューションにデータをインポートする場合の詳細については、ヘルプを参照
してください。
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4. ランタイムデータベースソリューションのフォルダ内の古いメインファイルと交換することを促す指示を付け
て、新規メインファイルのコピーをエンドユーザに送ります。

新規関連ファイルまたは更新された関連ファイルを頒布するには、次の操作を行います。 

1. FileMaker Pro Advanced で、新規関連ファイルを作成するか、または元の（バインドされる前の）関連ファイル
を開いて必要な変更を加えます。 

2. 必要な場合は、インポートスクリプトを作成してエンドユーザが既存のデータを新規ファイルにインポートでき
るようにします。

アップグレード済みランタイムソリューションにデータをインポートする場合の詳細については、ヘルプを参照
してください。

3. Developer ユーティリティを使用してランタイムデータベースソリューション中のすべてのファイルを再バイン
ドし、新規関連ファイルまたは更新された関連ファイルを含めます。

メインファイルに使用したのと同じバインドキーを使用します。

4. ランタイムデータベースソリューションのフォルダ内に（該当する古い関連ファイルがある場合はそれと置き換
えて）入れることを促す指示を付けて、新規関連ファイルまたは更新された関連ファイルのコピーをエンドユー
ザに送ります。

バインドキーが変更されていない限り、ランタイムアプリケーションまたは他のソリューションファイルを再頒
布する必要はありません。

キオスクソリューションの作成
キオスクモードは、ツールバーやメニューを表示せずに、データベースソリューションまたはランタイムソリューショ
ンを画面全体に表示する方法です。 名前のとおり、キオスクモードでは、データベースを情報キオスクとしてユーザ 
に提示することができます。 データベースをタッチスクリーンで実行するようにデザインすることができます。

[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、拡張アクセス権を管理できるアクセス権セットが割 
り当てられたアカウント、またはレイアウト、値一覧、およびスクリプトを変更できるアクセス権セットが割り当て
られたアカウントでソリューションを開いた場合、キオスクモードは無視されます。

ソリューションをキオスクモードで表示するには、次の設定を行う必要があります。

1 アクセス権セットが限られたアカウントを作成するか、または特定のキオスクアカウントを作成する

1 キオスクモードを有効にする。キオスクモードを有効にするときに、同時にデータベースをランタイムソリュー
ションとしてバインドすることができます。

1 管理アカウントでファイルにログインするデフォルトのオプションを解除する

キオスクアカウントを作成するには、次の操作を行います。
1. アクセスアカウントが制限されていることを確認してください。

2. データベースソリューションが開いている状態で、[ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [アカウント
とアクセス権...] を選択します。

3. [アカウントとアクセス権の管理] ダイアログボックスで、[作成...] （Windows）または [新規...] （Mac OS）をク
リックします。

4. [アカウントの編集] ダイアログボックスで、アカウント名を入力して、[アカウントのステータス:] の [アクティ
ブ] を選択し、[アクセス権セット:] リストから [新規アクセス権セット...] を選択します。

5. [アクセス権セットの編集] ダイアログボックスで、アクセス権セットの名前と説明を入力します。

6. [レイアウト:]、[値一覧:]、および [スクリプト:] には、[すべて表示のみ] または [すべてアクセスなし] を選択し
ます。
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7. [拡張アクセス権の管理] チェックボックスの選択を解除します。

8. 必要に応じて他のオプションを選択し、[OK] をクリックします。

キオスクモードを有効にするには、次の操作を行います。
1. 9 ページの「Developer ユーティリティの使用」の手順に従います。

2. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、[管理アカウント以外に対してキオスクモードを有
効化] を選択します。

3. 必要に応じて他のオプションを選択し、[OK] をクリックします。

4. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[設定を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存
するフォルダと場所を選択します。

ソリューション設定の保存の詳細については、ヘルプを参照してください。

5. [作成] をクリックします。

ファイルをランタイムアプリケーションにバインドしなかった場合、選択されたデータベースファイルが
Developer ユーティリティによってプロジェクトフォルダにコピーされます。ファイルをランタイムアプリケー 
ションにバインドした場合は、Developer ユーティリティによって、ランタイムソリューションに基づく名前の新 
しいフォルダがプロジェクトフォルダ内に作成され、そのフォルダにすべてのランタイムファイルがコピーされ
ます。

管理アカウントでファイルにログインするデフォルトのオプションを変更するには、次の操作を行います。

1. データベースソリューションが開いている状態で、[ファイル] メニューから [ファイルオプション...] を選択しま
す。

2. [開く/閉じる] タブで、[次のアカウントを使用してログイン] チェックボックスの選択を解除します。

3. [OK] をクリックします。

キオスクモードで実行するソリューションを作成する際は、ユーザによるソリューションの操作方法および終了方法を
考慮する必要があります。

注意   ステータスエリアを表示した以前のキオスクソリューションがある場合は、ご使用のソリューションを更新す   
る必要があります。キオスクソリューションではステータスツールバーまたはレイアウトバーは表示できません。こ
のためレイアウトにレコードの移動、スクリプトの停止ステータス、およびスクリプトのキャンセル、ならびに続行
ボタンを追加する必要があります。

キオスクソリューションをコントロールするスクリプトおよびボタンの使用方法の詳細については、ヘルプを参照し
てください。
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第 3 章
データベースソリューションのカスタマイズ

FileMaker Pro Advanced を使用すると、FileMaker Pro よりさらにソリューションのカスタマイズを進められます。次の   
操作を行うことができます。

1 同じファイルまたは他のデータベースファイル内部で使用するフィールドをコピーして貼り付け（ペースト）する

1 既存のテーブルをデータベースファイルにコピーまたはインポートする

1 ファイル内で使用できるカスタム関数を作成する

1 カスタムメニューを作成する

1 カスタムレイアウトスタイルを作成する

重要   データベースソリューションをカスタマイズするには、完全なアクセス権が必要です。

注意   FileMaker Pro Advanced の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプ     
を参照してください。

フィールドスキーマおよびテーブルスキーマのコピーまたはインポート
ファイル内部で、または他のデータベースファイルに、フィールドスキーマとテーブルスキーマをコピーまたはイン
ポートできます。
FileMaker Pro Advanced を使用して、複数ファイルのソリューションのテーブルを１つのファイルに統合できます。 ソ   
リューションを統合する方法には次の２つがあります。

1 テーブルスキーマのコピー ；ソースファイルを開いてテーブルスキーマをコピーし、必要なテーブルを選択およ 
びコピーします。 次に、テーブルスキーマを保存先ファイルに貼り付け（ペースト）します。 

1 テーブルスキーマのインポート：テーブルスキーマを保存先ファイルに直接インポートします。 スキーマだけを 
インポートすることもできますし、単一のスキーマしかないデータをインポートすることもできます。 単一のス 
キーマしかないデータをインポートするには、[ファイル] メニューの [レコードのインポート] サブメニューから   
[ファイル...] を選択します。

フィールドとテーブルのコピーまたはインポートの詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 実行方法

フィールドスキーマのコピー [ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [データベース...] を選択し、[フィールド] タブをク
リックします。 一覧からフィールドを選択し、[コピー ] をクリックします。  データはコピーされませ
ん。

テーブルスキーマのコピー コピーするテーブルが保管されているファイルを開きます。 [ファイル] メニューの [管理] サブメ
ニューから [データベース...] を選択し、 [テーブル] タブをクリックします。 一覧からテーブルを選択
し、[コピー ] をクリックします。

テーブルスキーマのインポート テーブルのインポート先のファイルを開きます。 
[ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [データベース...] を選択し、 [テーブル] タブをクリック
します。[インポート...] ボタンをクリックします。 ソースファイルとテーブルを選択し、[ OK] をク
リックします。
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カスタム関数の作成
カスタム関数の機能を使用して、作成したデータベースファイルの任意の場所で再利用できるカスタム関数を作成で
きます。一度関数に対して式を作成すれば、他のフィールドに適用したり、他のスクリプトで使用したりする場合に
式を作成し直す必要はありません。

カスタム関数とカスタム関数に含まれる式を一元的に維持および修正することができます。カスタム関数に適用され
た変更は、そのカスタム関数が使用されているすべてのインスタンスにコピーされます。

カスタム関数を作成するには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [カスタム関数...] を選択します。

2. [カスタム関数の管理 ] ダイアログボックスで、[作成 ...]（Windows）または [新規 ...]（Mac OS）をクリックします。

3. [カスタム関数を編集] ダイアログボックスに、関数の名前を入力し、式を作成します。

4. [OK] をクリックします。

カスタム関数の作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

カスタムメニューについて
FileMaker Pro Advanced を使用して、データベースソリューションのカスタムメニュー、メニュー項目、メニューセッ   
トを作成できます。次の操作を行うことができます。

1 メニューを作成するか、または既存のメニューを編集する

1 メニューを複製または削除する

1 メニュー項目を追加、複製、または削除する

1 表示タイトル、ショートカット、処理などメニュー項目のプロパティを指定する

関数リスト

計算式ボックス

引数リスト

カスタム引数はここに表示
されます

一覧表示（開いている状態）

[カスタム関数を編集] ダイアログボックス
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次の方法によって、メニューをカスタマイズできます。

1 標準 FileMaker メニューのコピーの編集。 既存メニューの細かい変更ができます。たとえば、いくつかのメニュー   
項目のプロパティが変更できます。

1 空のメニューから作成。 メニューの重要な変更ができます。たとえば、メニューの追加や、メニュー項目のプロ 
パティの変更ができます。

カスタムメニューのサンプル
次のサンプルでは、[レコード] メニューに表示される [新規レコード] メニュー項目のカスタマイズ方法を示します。 [    
新規レコード] メニュー項目の名前を [新規請求書] に変え、ユーザが [新規請求書] メニュー項目を選択したときに実     
行されるスクリプトを追加します。 最後に、デフォルトのメニューセットを変更し、ユーザがデータベースを開いた 
ときに、新しいカスタムメニューが表示されるようにします。

このサンプルでは、[新規請求書] というスクリプトがデータベースに含まれていると想定しています。 [新規請求書] に   
よって、いくつかのタスクが自動化されます。たとえば、請求書レイアウトへの切り替え、空のレコードの作成です。

1. データベースを開き、[ファイル ] メニューの [管理] サブメニューから [カスタムメニュー ] を選択します。 [レ
コード コピー ] メニューをダブルクリックし、標準 [レコード] メニューのコピーを編集します。

2. [新規レコード ] メニュー項目を選択し、 メニュー項目のプロパティを変更します。 [新規レコード] メニュー項目の
タイトルを[新規請求書] に変更します。

3. メニュー項目の処理を変更し、[新規請求書] スクリプトを実行します。

4. ファイルのデフォルトのメニューセットを [カスタムメニューセット１] に設定します。

5. [OK] をクリックします。

メニュー

メニュバー

メニューセット
（このファイル 
ウィンドウについて）

メニュー項目

区切り線

サブメニュー

メニューの表示タイトル

カスタムメニューの用語
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カスタムメニューの作成

カスタムメニューを作成するには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [カスタムメニュー ...] を選択し、[カスタムメニュー ] タブをクリッ
クします。

2. [作成] をクリックします。

3. [カスタムメニューの作成] ダイアログボックスで、次の１つの操作を行い、[OK] をクリックします。

1 [空のメニューから作成する] をクリックします。
1 [ FileMaker の標準メニューから作成する] をクリックし、一覧からメニューを選択します。
[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスが表示されます。

4. [カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで、メニュー名、メニューバーに表示するタイトル、メニューを
表示するモードを指定します。 これらのオプションの詳細については、ヘルプを参照してください。

5. 次のように、カスタムメニュー項目を作成します。

カスタムメニュー項目の作成
メニューの作成後、メニュー項目を作成できます。また、 FileMaker の標準メニューのコピーであるメニュー項目を作  
成または編集することもできます。 メニュー項目は、コマンド、サブメニュー、または区切り線にできます。 標準の  
FileMaker コマンドに基づいたメニュー項目を作成できます。また、初期状態ではコマンドが割り当てられていないメ 
ニュー項目を作成することもできます。
FileMaker コマンドに基づいたメニュー項目を作成するとき、そのメニュー項目はコマンドの全プロパティを継承しま 
す。 プロパティ（タイトル、ショートカット、または処理）を上書きして、メニュー項目をカスタマイズできます。

コマンドを割り当てられていないメニュー項目を作成すると、[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスの [メ  
ニュー項目] リストに、名称未設定のメニュー項目が表示されます。 そして、メニュー項目プロパティをカスタマイズ  
できます。

カスタムメニュー項目を作成または編集するには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [カスタムメニュー ...] を選択し、[カスタムメニュー ] タブをクリッ
クします。

2. [カスタムメニューの管理] ダイアログボックスで、一覧からメニューを選択し、[編集...] をクリックします。

角カッコ（[]）内の 
メニューはカスタマイズ
できません。ロックされ
ています。
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3. [カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで、メニューに含まれるメニュー項目を指定します。

4. メニュー項目の一覧から各メニュー項目を選択し、プロパティを指定します。

目的 実行方法

コマンドの追加 [コマンド] をクリックします。
[FileMaker コマンドの指定] ダイアログボックスで、次の１つの操作を行い、[OK] をクリックします。
1 [コマンドは割り当てない ] をクリックします。 FileMaker Pro Advanced は、[名称未設定 ] メニュー
項目をメニュー項目一覧に追加します。 このコマンドのプロパティを指定する必要があります
（手順 4を参照）。

1 [FileMaker コマンドを使用 ] をクリックし、一覧からコマンドを選択します。
コマンドで、メニュー項目の処理または動作が決まります。
ヒント    [カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで、Shift キー（Windows）または shift キー（Mac 

OS）を押しながら [コマンド] をクリックして、[名称未設定] コマンドメニュー項目を作成できます。

サブメニューの追加 [サブメニュー ...] をクリックし、別のメニューのコマンドを現在のメニューに追加します。
[サブメニューの指定] ダイアログボックスで、含めるメニューを選択し、[OK] をクリックします。
注意   最大で 100 のメニューをメニューバーに追加できます。 サブメニューにメニュー自体が含ま
れている場合、そのメニューを追加すると、すぐに限界に到達する可能性があります。

区切り線の追加 追加する区切り線の直前に位置するメニュー項目を一覧から選択し、[区切り線] をクリックします。

メニュー項目の複製 一覧からメニュー項目を選択し、 ボタンをクリックします。

メニュー項目の削除 一覧からメニュー項目を選択し、 ボタンをクリックします。

目的 実行方法

メニュー項目のコマンドの変更 [指定...] をクリックします。 [FileMaker コマンドの指定] ダイアログボックスで、コマンドを選択し、[OK] 

をクリックします。

メニュー項目を表示する 
プラットフォームの選択

[Windows] か [Macintosh]、またはその両方を選択します。 メニュー項目は、選択したプラットフォームで
表示されます。
注意   １つのプラットフォームでのみ有効なコマンドがあります。

メニュー項目のタイトルの変更 [タイトル] を選択し、テキストを入力します。 アクセスキー（Windows）を指定するには、アクセスキー
として使用する文字の前にアンパサンド（&）を入力します。 たとえば、文字「&O」をアクセスキーとし
て使用する [開く] メニュー項目を表示するには、「開く(&O)」と入力します。なお、カッコ内の文字
「&O」は半角です。
メニュータイトルが計算結果に基づくようにするには、[指定...] をクリックし、[計算式の指定] ダイアロ
グボックスで式を構築します。
注意   名称未設定のメニュー項目にはチェックボックスはありません。

メニュー項目のショートカッ
トの定義

[ショートカット] を選択します。 [ショートカットの指定] ダイアログボックスでキーの組み合わせを入力
し、[OK] をクリックします。
キーボードショートカットの詳細については、ヘルプを参照してください。

ユーザがメニュー項目を選択
したときのスクリプトまたは
スクリプトステップの実行

[処理] を選択し、次のいずれかの操作を行い、[OK] をクリックします。
1 [スクリプト ] を選択します。 [スクリプトのオプション ] ダイアログボックスで、スクリプトを選
択し、必要に応じてオプションのスクリプトパラメータを入力します。

1 [スクリプトステップ ] を選択します。 [スクリプトステップの設定 ] ダイアログボックスでステッ
プを選択し、必要に応じてオプションを指定し、[OK] をクリックします。

注意   名称未設定のメニュー項目には [処理 ] チェックボックスはありません。
ヒント   現在実行中のスクリプトの動作を変更（スクリプトの停止、終了、再開、一時停止など）するに
は、[スクリプトステップ] を選択し、[スクリプト実行] スクリプトステップを使用します。
スクリプトとスクリプトステップの詳細については、ヘルプを参照してください。
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カスタムメニューセットの作成
カスタムメニューセットを作成し、必要なメニューを含めることができます。

メニューセットを作成または編集するには、次の操作を行います。
1. [ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [カスタムメニュー ...] を選択し、[メニューセット] タブをクリッ

クします。
2. メニューセットを作成するか、または既存のメニューセットを編集または複製します。 また、エンドユーザに不

要なメニューセットを削除することもできます。

3. メニューセットに含めるメニューを選択し、[OK] をクリックします。

重要   カスタムメニューセットを複製すると、メニューセットのコピーが作成され、元のメニューセットと同じカス
タムメニューが参照されます。 カスタムメニューは複製されません。 メニュー項目を変更すると、そのメニューが含
まれているすべてのメニューセットのメニューが変更されます。

メニューセットを作成したら、メニューセットのインストールオプションを指定する必要があります。次の操作を行
うことができます。

1 ファイルのデフォルトメニューセットを指定する

1 個々のレイアウトに対するメニューセットを指定する 

1 メニューセットを変更するスクリプトを作成する

1 メニューセット内でメニューを指定し、モードにしたがって表示する

FileMaker Pro Advanced の [ツール] メニューを使用してメニューセットを切り替える

カスタムメニューセットの作成、インストール、テストの詳細については、ヘルプを参照してください。

カスタムレイアウトスタイルの作成
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、さまざまなレイアウトスタイルを使用して、新規レイアウトのテ     
キスト、フィールド、およびパートの色、パターン、フォント、枠を表示します。

スタイルは、XML（Extensible Markup Language）ドキュメントです。テキストエディタ（Windows のワードパッド、
Mac OS X の BBEdit など）や、XML エディタ（XML や XMetaL など）で開いて編集できます。既存のレイアウトス
タイルをカスタマイズするか、または独自のレイアウトスタイルを作成したら、データベースのレイアウトを作成す
るときに、新規レイアウト /レポートアシスタントを使用してカスタムスタイルを適用できます。 スタイルで定義さ
れている属性は、レイアウトを作成した後に、レイアウトモードで変更することができます。ただし、既存のレイア
ウトにスタイルを適用することはできません。

項目は、一覧に表示されている順
で、メニューバーに表示されま
す。

順番を変更するには、矢印を
上にまたは下にドラッグし
ます。



第 3 章  |  データベースソリューションのカスタマイズ     25           

 
注意   FileMaker のスタイルはスタイルシートではないので、レイアウト上のオブジェクトの配置情報は含まれませ   
ん。

重要   レイアウトスタイルの XML は、正しい形式で、必要な構文に準拠している必要があります。 必要なエレメン
トや属性が省略されていたり、開始タグと終了タグが一致しない部分があると、使用できないドキュメントが作成さ
れ、FileMaker Pro Advanced で XML を解析したり、新規レイアウト / レポートアシスタントにスタイルを表示するこ
とができなくなります。

スタイルを作成または変更するには、次の操作を行います。

1. 「Themes」フォルダのスタイルファイルを複製します。スタイルファイルは、次の場所にあります。
Windows:  FileMaker Pro Advanced¥Extensions¥English¥Themes¥

または
Mac OS X:  FileMaker Pro Advanced/FileMaker Pro Advanced.app/Contents/Resources/Japanese.lproj/Themes/

重要   スタイルファイルの総数は、50 に制限されています。

2. 複製したファイルの名前を変更し、新しいファイル名に拡張子 .fth を付けます。

新しいファイルは、「Themes」フォルダに入れたままにしておきます。新規レイアウト/レポートアシスタントに
スタイルオプションを表示するには、スタイルファイルが「Themes」フォルダに配置されており、拡張子 .fth が  
付いている必要があります。

3. テキストエディタでスタイルファイルを開きます。

 ヘッダパートの塗りつぶし色
とパターン

　フィールドラベル

 フィールドテキスト

フィールドの塗りつぶし、
枠、および影付き効果

　フッタパートのテキスト

ヘッダパートのテキスト

ボディパートの塗りつぶし色
とパターン

フッタパートの塗りつぶし色
とパターン

レイアウトスタイルを作成して、レイアウトパート、フィールド、
およびフィールドラベルのテキストと背景の塗りつぶしに、異なる
スタイルを自動的に適用します。
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4. THEMENAME エレメントの値を新しい名前に置き換えて、スタイルの名前を変更します。

<THEMENAME VALUE="パープル/ホワイト画面" />

重要   THEMENAME の値に ASCII の上位文字が含まれる場合は、HINT 属性を使用して、Windows と Mac OS X のど
ちらのプラットフォームでもスタイル名が表示されるようにします。

5. 他のエレメントと属性の値を変更します。

たとえば、レイアウトのボディパートの背景の塗りつぶし色を明るい紫色に変更するには、次のように色の 16 進値  
を #9933CC に変更します。

<BODYPART>

<FILL COLOR = "#9933CC" PATTERN = "2" />

6. 指定する必要のないエレメントは削除します。
１行エレメントや複数行エレメントを削除する際は、開始タグと終了タグを含む全体を削除してください。

7. 次の FMTHEME エレメントまで画面をスクロールして先の手順を繰り返し、THEMENAME 値と他のエレメント
を変更します。

8. ファイルに拡張子 .fth を付けて、「Themes」フォルダにテキスト形式で保存します。
新しい THEMENAME 値は、新規レイアウト/レポートアシスタントに [レイアウトスタイル] オプションとして表    
示されます。

9. FileMaker Pro Advanced で [レイアウト] メニューから [新規レイアウト/レポート] を選択して、スタイルを使用し
ます。
新規レイアウト/レポートアシスタントの指示に従います。 カスタムスタイルの名前がオプションとして表示され 
ます。３番目のパネルに、選択できるスタイルのリストが表示されます。

新規レイアウト/レポートアシスタントに新しいスタイルが表示されない場合は、構文エラーの可能性がありま
す。

スタイルファイルの必要条件
各スタイルファイルは、XML 1.0 仕様を使用してファイルを XML ドキュメントとして宣言する XML ドキュメント処理     
命令で始まる必要があります。さらに、レイアウトスタイル用の XML ドキュメントには、そのファイルの <FMTHEMES>   

開始タグと </FMTHEMES> 終了タグが含まれる必要があります。 この FMTHEMES ルートエレメントには、１つまたは複     
数の FMTHEME エレメントを含めることができます。 

複数行
エレメント

１行
エレメント

属性
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スタイルエレメントと属性の詳細については、ヘルプを参照してください。

スタイルファイルに最低限必要なエレメント
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第 4 章
ファイルのデバッグおよび分析

この章では、FileMaker Pro Advanced の次の機能について説明します。

1 スクリプトデバッガ。FileMaker スクリプトの系統的なテストおよびデバッグを行うことができます。

1 スクリプトステップ無効化機能。スクリプトを部分的にテストできます。

1 データベースデザインレポート機能。データベースのスキーマとオプションに関してあらゆる情報を網羅したド
キュメントを発行します。

1 データビューア。フィールド、変数、計算式の監視ができます。

注意   FileMaker Pro Advanced の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプ   
を参照してください。

スクリプトのデバッグ

FileMaker Pro Advancedでは、スクリプトデバッガを使用して、次のような操作ができます。

1 起動スクリプトをデバッグする（開いたファイルがなくても、スクリプトデバッガのメニューは有効）

1 スクリプトトリガによって有効になったスクリプトをデバッグする

1 スクリプトを一度に1ステップ実行する

1 サブスクリプトを表示および追跡する

1 フィールド、変数、計算式を監視する

1 スクリプトステップを無効にする

1 アクセスが制限されたスクリプトをデバッグする

1 スクリプトエラーが発生した時にスクリプトを一時停止する

1 スクリプトエラー番号をクリックして、ヘルプトピックを開く

デバッグモードでスクリプトを実行するには、次の操作を行います。 

1. [ ツール] メニューから [スクリプトデバッガ] を選択します。

[スクリプトデバッガ] ダイアログボックスが開きます。
2. スクリプトを実行します。
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スクリプト デバッガでスクリプトを表示すると、サブスクリプトが表示できます。 たとえば、スクリプト A がスクリ   
プト B を呼び出し、スクリプト B がスクリプト C を呼び出す場合、３つのスクリプトすべてでステップを表示できま   
す。

スクリプトデバッガでは、各スクリプトに設定されているアクセス権が認識されます。スクリプトを編集する権限が
あり、スクリプトに対するアクセス権が [変更可能] に設定されている場合にのみ、スクリプトデバッガにスクリプト  
が表示されます。 [スクリプトの認証/認証解除]  をクリックして、アクセスが制限されたスクリプトにログインし   
てスクリプトステップを編集することができます。
[スクリプトデバッガ] ウィンドウで、ステップ一覧から複数のステップを選択できます。ステップに同時の複数のブ 
レークポイントを配置できます。 複数のステップを選択すると、[次のステップを設定] ボタンが無効になります。

注意   スクリプトトリガによって有効になったスクリプトを１行ずつ実行するためにスクリプトデバッガを使用する   
と、ドキュメントウィンドウの処理、フィールドまたはレコード間の移動、データの変更、ウインドウを閉じること、
または終了することができません。スクリプト処理がブロックされるのは、スクリプトが何らかの操作によってトリ
ガされた場合にのみ起こります。スクリプトトリガによって有効化されていないスクリプトをデバッグすると、ドキュ
メントウィンドウ、フィールド、およびレコードの処理は問題なく実行されます。スクリプトトリガ使用の詳細につ
いては、ヘルプを参照してください。

ヒント    [スクリプトの管理 ] ダイアログボックスからスクリプトデバッガを有効にするには、Shift キーを押し
ながら [実行 ] をクリックします。スクリプトデバッガを無効にするには、Ctrl（Windows）キーまたは 
command（Mac OS）キーを押しながら [実行 ] ボタンをクリックします。

スクリプトステップの無効化
スクリプトステップを無効および有効にして、スクリプトを部分的にテストできます。 スクリプトを実行するとき、無 
効なスクリプトステップは無視されます。

スクリプトステップを無効にするには、次の操作を行います。

1. [スクリプト] メニューから [スクリプトの管理] を選択します。

または、[ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [スクリプト...] を選択します。

2. [スクリプトの管理] ダイアログボックスでスクリプト名をダブルクリックします。

または、[スクリプトデバッガ] ダイアルボックスの[編集]  ボタンをクリックします。

3. [スクリプトの編集] ダイアログボックスで１つまたは複数のスクリプトステップを選択し、[無効] または [有効] をク    
リックします。

スクリプトのデバッグの詳細については、ヘルプを参照してください。

データビューアの使用
データビューアを使用して、フィールド値、ローカル変数とグローバル変数、および計算式などの式を監視すること
ができます。 スクリプトを実行する間、またはスクリプトデバッガでスクリプトをテストする間、これらの式を監視 
できます。 データベースファイルのフィールド値および変数を監視することもできます。
[現在] タブには、スクリプトを現在実行中のフィールドと変数、スクリプトで使用される計算式で参照されるフィー 
ルド、およびグローバル変数が表示されます。 [監視] タブでは、選択した式を一覧から削除するまで、それらの式が  
監視されます。

フィールド、変数、計算式を監視するには、次の操作を行います。

1. [ツール] メニューから [データビューア] を選択するか、または [スクリプトデバッガ] ウィンドウで [データ
ビューアを開く/閉じる]  ボタンをクリックします。
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2. [現在] タブで、値をダブルクリックして、次の操作ができるダイアログボックスを表示します。

1 ローカル変数またはグローバル変数を表示、編集、コピーします。
1 フィールド値を表示します（編集はしません）。

3. 式をソートするには、列タイトルをクリックします。 式では、フィールド、グローバル変数、ローカル変数の順
序で独立にソートされます。

4. [監視] タブに式を追加するには、[監視に追加] をクリックします。

式は [監視] タブにコピーされ、[監視] タブが開きます。

5. アクセスを制限されたスクリプトを表示または編集するには、 をクリックして、完全アクセス権があるアカ
ウントにログインします。

スクリプトデバッガでアクセスの制限されたスクリプトにログインして、編集する場合、アクセス権はデータ
ビューアにも適用されます。 データビューアからログインした場合、アクセス権はスクリプトデバッガにも適用
されます。 いずれの場合も、編集アクセス権は、スクリプトデバッガまたはデータビューアを閉じるまで継続し
ます。

6. [監視] タブをクリックします。

7. 次のいずれかを選択します。

目的 実行方法

式を追加する をクリックします。

式を編集する 式を選択してから、  をクリックします。または、式をダブルクリックします。

式を複製する １つまたは複数の式を選択して、 をクリックします。

式を削除する １つまたは複数の式を選択して、 をクリックします。

クリックして、アクセ
スが制限された式を表
示します。
列タイトルをクリック
してソートします。

順序を変更するには、矢印
を上下にドラッグします。
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8. [式の編集] ダイアログボックスで、式を含むデータベースファイルを選択し、監視する式を作成または編集しま
す。

9. [今すぐ評価する] をクリックして式の結果を表示するか、または [監視] をクリックしてデータビューアの監視リ
ストに式を追加します。 

10. データビュ－アで、[値の更新] をクリックして、一覧内の計算を再表示します 。

データビューアの使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

データベースデザインレポートの使用
DDR（データベースデザインレポート）機能を使用すると、データベースのスキーマをドキュメント化して、HTML

または XML ファイルに出力することができます。 データベース内のどのエレメントやデータベーステーブルをレ   
ポートに含めるかを選択できます。 HTML バージョンのレポートにはハイパーリンクが設定されるため、Javascript で   
が有効な Web ブラウザで表示または印刷できます。

データベースデザインレポート機能を使用して、次の操作を行うことができます。

1 データベーススキーマをテキストで表示して確認する

1 データベースの構造に関する統計を収集する

1 元のデータベースファイルが失われた場合に、レポートの情報を使用してデータベースの構造を再作成する

1 破損した参照、リレーションシップ、計算式などのトラブルシューティング

データベースデザインレポートを作成するには、次の操作を行います。

1. データベースデザインレポートを生成するすべてのデータベースファイルを開きます。

データベースデザインレポートを生成するすべてのファイルに対して、完全アクセス権が必要です。また、ファ
イルを FileMaker Pro Advanced で開く必要があります。データベースデザインレポートは、ローカルまたはリモー    
トのファイルで実行できます。

2. [ツール] メニューから [データベースデザインレポート...] を選択します。

算術演算子と文字演算子 
を選択します。

フィールド 
参照を選択 
します。

計算式 
ボックス

比較演算子と論理演算子
を選択します。

ダイアログボックス
内での関数の表示 
方法を選択します。

関数を選択します。

式の内容を評価します。 式をデータビューア
に追加します。

式の結果

ファイル名
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3. [使用できるファイル:] の一覧で、レポートから除外するファイルに対応するチェックボックスの選択を解除し
ます。

4. レポートから除外するテーブルが含まれるファイルがある場合は、[使用できるファイル:] の一覧でファイルを
選択します。

[選択したテーブルのフィールドを含める:] の一覧に、ファイル内のテーブルが表示されます。この一覧でテーブ 
ルの選択を解除することができます。

デフォルトでは、選択したすべてのファイル内にあるすべてのテーブルがレポートされます。

5. レポートから除外する要素の選択を解除します。

デフォルトでは、選択したすべてのファイル内にあるすべての要素がレポートされます。特定の要素を選択した
場合は、選択した各要素が選択した各ファイルに対してレポートされます。

6. デフォルトの HTML 形式ではなく、XML形式でレポートを発行する場合は、 [レポート形式:] セクションで 

[XML] を選択します。

7. 完了時にレポートを自動的に開かないようにする場合は [ファイルの処理:] セクションのチェックボックスの選
択を解除します。

8. [作成] をクリックします。

データベースデザインレポートの使用の詳細については、ヘルプを参照してください。
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C または C++ プログラマの方で、FileMaker Pro と FileMaker Pro Advanced に精通している場合、アプリケーションの     
機能を拡張する外部関数プラグインを作成できます。外部関数プラグインでは、再帰やループを利用したり、他のプ
ログラミングインターフェースをフックすることができます。 ユーザは、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、お    
よび FileMaker Server でプラグインを有効にして、計算フィールドやスクリプトで独自の外部関数を使用できます。 

FileMaker Server を使用すると、FileMaker Pro クライアントのコンピュータに必ず最新のプラグインソフトウェアがイ    
ンストールされているように設定できます。 『プラグインの更新ガイド』を参照してください。www.filemaker.co.jp か  
ら入手できます。

注意   FileMaker Pro Advanced の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細および手順ごとの操作については、ヘルプ     
を参照してください。

外部関数について
FileMaker Pro Advanced には、ユーザが独自の外部関数に利用できるサンプルのプラグインプロジェクトが用意されて   
います。プラグインは、[計算式の指定] ダイアログボックスで使用できます。

カスタムプラグインを準備するには、次の操作を行います。

1. サンプルのプラグインファイルを編集して、カスタムのプログラミングコードを追加します。

2. カスタムプラグインをコンパイルし、テストします。

3. コンパイルしたプラグインをユーザのシステムにインストールします。

外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスでプラグインを有効にします。

2. 必要に応じて、プラグインを設定します。

3. 計算フィールドを定義または編集します。

4. [計算式の指定] ダイアログボックスで、計算式として「関数名 ( 引数1 ... )」を選択します。

外部関数を選択するには、[表示:] ドロップダウンリストから [外部関数] を選択します。

サンプルプラグインについて
サンプルのプラグインプロジェクトは、プラグインがどのように機能するかを示すためのものです。サンプルプロジェ
クトファイルをコンパイルし、[計算式の指定] ダイアログボックスから作成したプラグインを指定して複数の外部関 
数を使用できます。サンプルファイルのソースコードは、テキストエディタで検証および確認できます。

プラグインのサンプルには、いくつかの外部関数が含まれています。38 ページの「FMExample プラグインの外部関数  
の説明」 を参照してください。

サンプルプラグインファイルには、Windows と Mac OS X の各プラットフォームでプラグインをコンパイルするため     
に必要なすべてのソースコードが含まれています。 FileMaker Pro Advanced には、プラグインソースコードの他に、    
Microsoft Visual Studio 2005 および Apple Xcode 3.0 用のプロジェクトファイルが含まれています。

サンプルプラグインファイルは、FileMaker Pro Advanced CD の 日本語エキストラ¥サンプル¥FMExample にあります。     
サンプルプラグインソースコードファイルは、「FMExample プラグイン」フォルダのサブフォルダにあります。次の 
表は、一部のフォルダとファイルを示します。
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「FMExample」フォルダの内容

「Example」フォルダの内容

「Support」フォルダの内容

サンプルプラグインのインストール、有効化、および設定
外部関数プラグインファイルは、適切なフォルダにインストールし、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または   
FileMaker Server で有効にした後でなければ使用できません。プラグインには、ユーザが設定する必要があるものもあ  
ります。

プラグイン（およびプラグインが参照するライブラリ）の中には、システムにログインしているユーザが実行した場
合にのみ読み込まれるものがあります。FileMaker Server は、ユーザプロセスとしてではなくサービスとして実行され  
ます。そのため、FileMaker Server で動作するように異なる方法でプラグインを作成する必要があります。ユーザは、  
オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、どのライブラリが標準的に使用可能かを確認する必要がありま
す。

フォルダ 説明

「Example」フォルダ FMExample に関係するすべてのファイルが含まれます。

「Headers」フォルダ FileMaker API の関数定義ファイルが含まれます。 FileMaker Pro Advanced のライセン
スのないユーザには頒布できません。

「Libraries」フォルダ FileMaker API のライブラリファイルが含まれます。 FileMaker Pro Advanced のライセ
ンスのないユーザには頒布できません。

ファイル/フォルダ 説明

FMPluginExample.cpp 「FMExample」を実装するためのコードが含まれます。

MacExample.fmplugin Mac OS X 用のコンパイル済みプラグイン

MacExample.xcodeproj Apple Xcode のプロジェクトファイル

WinExample.sln Microsoft Visual Studio .NET のプロジェクトファイル

WinExample.vcproj WinExample.sln で使用される Microsoft Visual C++ のプロジェクトファイル

WinExample.fmx Microsoft Windows 用のコンパイル済みプラグイン

「Support」フォルダ 「FMPluginExample.cpp」で使用される追加のリソースとコードがすべて含まれます。

ファイル/フォルダ 説明

FMPluginExample.cpp Windows プラットフォームのリソースが含まれます。

MacExample.fmplugin Mac OS X プラットフォーム用のリソースが含まれます。

MacExample.xcodeproj Mac OS X プラットフォーム用のストリングが含まれます。

WinExample.sln 「FMExample」の外部関数を実装するためのコードが含まれます。

WinExample.vcproj 外部関数の定義（関数 ID を含む）が含まれます。

WinExample.fmx 「FMExample」で使用される定数（コードのコンパイルを制御するコンパイラ命令を
含む）が含まれます。

「Support」フォルダ 「FMExample」の設定ダイアログボックスを実装するためのコードが含まれます。

ファイル/フォルダ 設定ダイアログボックスの定義が含まれます。

FMPluginExample.cpp Apple Xcode 出力用のバンドル情報が含まれています。

MacExample.fmplugin Mac プラットフォームのバンドル定義が含まれます。

MacExample.xcodeproj リソースファイルの定義が含まれます。
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Web 公開プラグインのインストールの詳細については、FileMaker Server のヘルプを参照してください。

プラグインをインストールするには、プラグインファイルを「FileMaker Pro Advanced」フォルダ内にある「Extensions」  
フォルダにドラッグします。プラグインの拡張子は、Windows では .fmx、Mac OS  X では fmplugin です。 

プラグインを有効にするには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。

Windows: [編集] メニューから [環境設定...] を選択します。

Mac OS X:  [FileMaker Pro Advanced] アプリケーションメニューから [環境設定...] を選択します。

2. [プラグイン] タブをクリックします。

3. 一覧からプラグインを選択します。

プラグインは、正しく FileMaker フォルダにインストールされている場合に一覧表示されます。FileMaker Pro の起動    
時に、現在のユーザの FileMaker の「Extensions」フォルダに格納されているプラグインを最初にロードします。その  
フォルダの中に必要なプラグインが見つからなかった場合、FileMaker Pro は FileMaker Pro アプリケーション用の     
「Extensions」フォルダの中を検索します。

プラグインを設定するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスでプラグインを選択します。

2. [設定...] をクリックします。

[設定] ボタンを使用できるのは、選択したプラグインのオプションストリングにある６文字目が「Y」に設定さ 
れているときだけです。41 ページの「オプションストリング構文」を参照してください。

3. 設定ダイアログボックスの指示に従って、プラグインを設定します。

4. [OK] をクリックします。

オペレーティングシ
ステム : プラグインの格納先フォルダ :

Windows XP C:¥Documents and Settings¥ユーザ名 ¥Local Settings¥Application 
Data¥FileMaker¥Extensions¥

Windows Vista C:¥users¥ユーザ名 ¥AppData¥Local¥FileMaker¥Extensions¥

Mac OS X Macintosh HD/Users/ユーザ名 /Library/Application Support/FileMaker/Extensions

有効にするプラグインを選択します。

プラグインの説明テ
キストは、リソース
ストリングに定義さ
れています。
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FMExample プラグインの外部関数の説明
Microsoft Visual C++ および Apple Xcode サンプルプロジェクトに付属する FMExample プラグインでは、次の外部関数     
が FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、および FileMaker Server Advanced に追加されます。

サンプルプラグインの使用
外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. ファイルを開きます。

2. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。

Windows: [編集] メニューから [環境設定...] を選択します。

Mac OS X:  [FileMaker Pro Advanced] アプリケーションメニューから [環境設定...] を選択します。 

3. [プラグイン] タブをクリックします。

4. [FMExample] を選択します。

サンプルプラグインには、設定の必要な関数が含まれているため、[設定...] ボタンが有効になります。

5. [設定...] をクリックします。

表示される設定ダイアログボックスは、プラグインのソースコードの記述方法によって異なります。FMExample

プラグインの XMpl_UserFormatNumber 関数により、次の設定ダイアログボックスが表示されます。

関数名および 引数 外部関数の説明

XMpl_Add 
（数字１ ; 数字２)

数字１と数字２を加算して、その結果を返します。この関数は、計算エンジンの加算演算子と
同じです。

XMpl_Append 
 （追加するテキスト...）

複数の引数を取り、引数を連結して、その結果を返します。この関数は、計算エンジンのアン
パサンド演算子と同じです。

XMpl_Evaluate 
（評価する計算式）

単純な計算式や複雑な計算式を取り、計算式を評価して、その結果を返します。この関数に
は、FileMaker でサポートされている任意の計算式を渡すことができます。この関数は、計算エ
ンジンの Evaluate 関数と同じです。

XMpl_NumToWords 
( 数字 )

単語形式で数値を返します。たとえば、44.345 では Forty-Four Dollars and 34 Cents が返されま
す。小数点第３位以降の桁とアルファベットはすべて無視されます。

XMpl_StartScript 
( ファイル名 ; スクリプト名 )

「ファイル名」引数で指定されたファイルに対して、「スクリプト名」引数で指定されたスクリ
プトを実行します。

XMpl_Version プラグインのバージョンを返します。引数はありません。 
注意   FileMaker Proのプラグインには、サンプルプラグインに付属のものと同様のバージョン関    
数が必要です。

XMpl_UserFormatNumber ( テキストまた
は数字 )

引数に指定された数字の文字列を設定ダイアログボックスの形式で返します。電話番号や郵便
番号などの数字やテキストをフォーマットする際に使用します。
形式の処理は右から左へ行われます。形式文字列内の各 # 記号は、引数文字列内の次の文字に
よって置換されます。残りの # 記号はすべて「０」に置換されます。
この関数は、クライアント専用の機能とプラグイン設定ダイアログの両方の例を示します。 

XMpl_FormatNumber 
( 形式文字列 ; テキストまたは数字 )

XMpl_UserFormatNumber と同じですが、「形式文字列」が引数として提供されています。 この関
数は、[入力値の自動化] の [計算式の指定] ダイアログボックスに表示される関数の例を示すも
ので、FileMaker Server およびインスタント Web 公開からの呼び出しもサポートしています
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6. [OK] をクリックしてデフォルトの形式を使用するか、または新しい形式を使用します。

「#」記号は数値に置換されます。形式文字列内の他のすべてのテキストはそのまま維持されます。

7. [OK] をクリックして、[環境設定] ダイアログボックスを閉じます。

8. ファイルを開いたまま、FileMaker Pro Advanced で、[ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [データベース...] 

を選択し、 [フィールド] タブをクリックします。

9. 計算フィールドを作成します

10. [計算式の指定] ダイアログボックスで、[表示:] ドロップダウンリストから [外部関数] を選択します。

11. 使用する外部関数をダブルクリックして、計算式ボックスに追加します。 

外部関数の呼び出しには、呼び出す関数の名前と、空白の場合でもその引数が必要です。

12. 引数の入力位置に表示される「テキストまたは数字」という言葉を、関数に必要な１つまたは複数の引数に置き
換えます。

13. 必要に応じて計算式を作成し、終了したら [OK] をクリックします。

14. [OK] をクリックして、[データベースの管理] ダイアログボックスを閉じます。

Mac OS PowerPC 向けに作成されたプラグインは、Intel ベースの Macintosh コンピュータでネイティブに実行するため   
には、ユニバーサルバイナリとして再コンパイルする必要があります。 ユニバーサルバイナリによって、アプリケー 
ションは、PowerPC と Intel ベースの Macintosh コンピュータの両方でネイティブに実行できます。
Mac OS X で FileMaker のプラグインのユニバーサルバイナリをサポートする場合、開発プロジェクトでは XCode 2.2   

以降のみサポートされます。含まれる XCode プロジェクトでは、PCC 対応 GCC 3.3、および Intel ベースの Macintosh   

対応 GCC 4.0 が使用されます。FileMaker のプラグインは Mac OS X 10.4 で開発可能で、10.2.8、10.3.9、および 10.4 の   
システムで動作します。
Mac OS X 上で FMExample またはカスタムプラグインをコンパイルするには、XCode のカスタムインストールを行い、   
「Cross-Development」オプションを選択する必要があります。

サンプルプラグインのカスタマイズ
FileMaker Pro Advanced のサンプルプラグインは、簡単に変更できるよう設計されているため、独自のカスタム関数を   
追加できます。次の項目を変更する必要があります。

1 FMPluginExample.strings と FMPluginExample.rc のバージョン情報

1 FMPluginExample.strings と FMPluginExample.rc のプラグイン名と関数名

1 FMPluginPrefs.cpp の設定関数

1 FMPluginFunctions.cpp の外部関数の定義とコーディング

サンプルリソースのカスタマイズ
カスタム外部関数プラグインを作成するには、プラグインリソースファイルを次のように変更する必要があります。

1 用途に合わせてバージョン変数とストリングを変更する

1 用途に合わせて設定ダイアログボックスを変更する

1 正しいオプションストリング値を指定する

1 プラグイン名と説明を編集する

1 関数名と関数プロトタイプを定義する
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FMPluginExample.cpp のカスタマイズ
次の表に示す FMPluginExample.cpp の関数を変更します。

FMPluginPrefs.cpp のカスタマイズ
このファイルには、設定ダイアログボックスを実装するための Do_PluginPrefs 関数が含まれています。必要に応じて、  
このコードを変更または削除します。

FMPluginFunctions.cpp のカスタマイズ
FMPluginFunctions.cpp ファイルで提供されている関数を変更または削除し、独自の関数を定義します。Do_PluginInit は、  
計算式の外部関数を評価する際に、これらの関数を参照します。

外部関数プラグイン作成時の必要条件
FileMaker プラグインは、プラグインに関数が１つ含まれる場合や、類似の機能を持つ複数の関数が含まれる場合に非 
常に便利です。プラグインを設計するときは、自分にとって自然なプログラミング方法でも、プラグインを使用する
開発者が理解できない場合がある点に注意してください。各関数の引数の形式は、一般的なユーザが理解できる形式
にする必要があります。

引数を必要としない関数が含まれる FileMaker プラグインを作成する場合は、関数に対して登録される関数「プロト  
タイプ」に括弧を含めないようにしてください。 たとえば、「DoThis( )」ではなく「DoThis」を関数プロトタイプとし  
て登録します。

API コードファイル
「Headers」フォ ル ダに は、FMXExtern.h、FMXCalcEngine.h、FMXBinaryData.h、FMXDateTime.h、FMXTextStyle.h、

FMXTypes.h、FMXFixPt.h、FMXClient.h、FMXText.h、FMXData.h の 10 個の API コードファイルがあります。これら     
のファイルは、ソースコード形式（つまり、人間が判読可能な形式）での再配布は許可されておらず、変更すること
もできません。これらのファイルは、FileMaker 製品とともに使用されるプラグインを FileMaker Pro Advanced のライ     
センス所有者がコンパイルできるようにすることのみを目的として提供されています。すべての種類のプラグインを
作成するために、必ずしもすべてのファイルは必要はありません。
FMXExtern.h はどのような場合でも必要です。 FMXExtern.hは、パラメータブロック（プラグイン、および FileMaker   
Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Serverで使用される共有データ構造体）と、特定の共有関数呼び出し    
を定義します。関数呼び出しは、パラメータおよびパラメータブロックの結果ハンドルの操作に使用されます。 

FMExtern.h ファイルは、下位互換性の操作のためのコールバック関数と、FMExternCallSwitch 定義でプラグインに送  
信されるさまざまなプラグインイベント（FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server のメッセー     
ジ）の定義も行います。
FMExternCallStruct は、パラメータブロックの構造体を定義します。FMExternCallPtはその構造体へのポインタで、 
gFMExternCallPtr は、使用するコードに定義する必要があるグローバル変数です。
FMXCalcEngine.h ファイルには、登録または登録解除関数が含まれます。多くの場合、プラグインは関数を登録する 
必要があるため、このファイルはほとんどのプラグインで使用されます。

残りの API コードファイルの機能については、ファイル自体に含まれるコメントに記述されています。

関数名 カスタマイズ

Do_PluginInit 「pluginID」に、独自の固有のプラグイン ID を指定します。名前、説明、および使用する関数
を指定して、各関数を登録します。関数を登録するには、
fmx::ExprEnv::RegisterExternalFunction を呼び出します。

Do_PluginIdle プラグインが必要とするアイドル処理を追加します。

Do_PluginShutdown UnRegisterExternalFunction 呼び出しを変更して、Do_PlugInit で実行された登録を元に戻しま
す。関数の登録を解除するには、fmx::ExprEnv::UnRegisterExternalFunction を呼び出しま
す。
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オプションストリング構文
プラグインでは、オプションストリングを 11 文字にする必要があります。

オプションストリングの最初の４文字はプラグインの ID です。各プラグインには固有の ID を割り当て、ID は「F」、     
「FM」、または「Web」以外で始める必要があります。Mac OS  X の場合は、プラグインのクリエータを ID と同じ値に     
設定することをお勧めします。ID に使用できるのは、ASCII の下位の英数字（0 から 9、A から Z、a から z など）だけです。

注意   固有の ID を確実に割り当てることができるよう、Mac OS X 用のプラグインを作成しない場合でも、Apple     
Developer Support の Web サイトで ID を登録することをお勧めします。プラグイン ID をクリエータコードとして登録     
するには、Apple Inc. の Web サイト www.apple.com のデベロッパページにアクセスします。

オプションストリングの５番目の文字は常に「1」で、８番目の文字、10 番目の文字、11 番目の文字は、常に「n」で  
す。他のフラグ値は FileMaker 専用に予約されています。

たとえば、「Moc31YnnYnn」はプラグインのオプションストリングです。 この文字列には、設定（文字６＝「Y」）が必 
要な「Moc3」の ID（文字１～４）があり、新しいスタイル登録と関数コールバック（文字７＝「n」）を使用します。 
また、特殊なアイドル時（文字９＝「Y」）が必要です。 
idle time (character 9 = “Y”).

外部関数の名前付け規則
すべてのプラグイン外部関数の関数名の接頭語は、４文字から５文字を含む固有の値にする必要がありますが、「FM」
または「Web」という文字で始めることはできません。また、４文字の接頭語は FileMaker により予約されています。  
たとえば、FMPluginExample プラグインの関数名の接頭語には、「XMpl」が使用されています。

プラグインに送信される FileMaker のメッセージ
FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server がプラグインに要求できる呼び出しには、次の６つが   
あります。プラグインに送信されるメッセージは、「FMExtern.h」ファイルで定義されているパラメータブロック
FMExternCallStruct の whichCall フィールドで提供されます。 

1 kFMXT_Init ― 初期化メッセージ

1 kFMXT_Shutdown ― シャットダウンメッセージ

1 kFMXT_Idle ― アイドルメッセージ

1 kFMXT_DoAppPreferences ― 初期設定メッセージ

オプショントリングの文字 文字の説明

1-4 １番目から４番目の文字はプラグイン ID です（Apple Developer Support の Web サイト www.apple.com でクリ
エータコードとして ID を登録してください）。

5 ５番目の文字は常に「1」です。

6 [環境設定] ダイアログボックスでプラグインの [設定...] ボタンを有効にするには、オプションストリング
の６番目の文字を「Y」に設定します。プラグインの設定が必要ない場合は、「n」を使用します。このフ
ラグが「Y」に設定されている場合は、kFMXT_DoAppPreferences メッセージを確実に処理するようにし
てください。詳細については、41 ページの「プラグインに送信される FileMaker のメッセージ」を参照し
てください。

7 FMExample の例が示す新しいスタイルのプラグイン登録と関数コールバックを使用するには、「n」に設
定します。「Y」に設定するのは、プラグインでレガシー関数ストリングリストと単一の外部コールバッ
クが必要な場合だけにしてください。

8 文字は常に「n」です。

9 kFMXT_Idle メッセージが必要な場合、オプションストリングの９番目の文字を「Y」に設定します。単純な
外部関数では、この設定は不要なことがあります。その場合、９番目の文字を「n」に設定してオフにする
ことができます。 

10 10 番目の文字は常に「n」です。

11 11 番目の文字は常に「n」です。
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1 kFMXT_External ― オプションストリングの７番目の文字を「Y」に設定して、関数を古い外部的な方法で登録す  
るレガシープラグインによって受信される外部関数

1 kFMXT_GetString ― プラグインがオプションストリング、プラグイン名、および説明を提供するときに新しい登  
録スタイルを使用するプラグインによって受信される GetString メッセージ

初期化メッセージ
初期化メッセージ kFMXT_Init は、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server でプラグインが有効     
になると必ずプラグインに送信されます。これは、[環境設定] ダイアログボックスでプラグインが有効になっている 
かどうかに応じて、アプリケーションの起動時に送信されます。

初期化メッセージに応答してプラグインが返す結果値には、次の２種類があります。

1 渡されたバージョン番号が kMinExtnVersion の値より小さいか、または kMaxExtnVersion の値より大きい場合、    
kBadExtnVersion が返されます。これにより、プラグインのコンパイルに使用された API と互換性のない API で     
は、プラグインは動作しなくなります。

1 結果値として返されるその他の値は、kCurrentExtnVersion だけです。この値により、プラグインが有効になります。

FMExample プラグインでは、初期化メッセージが受信されると Do_PluginInit 関数が呼び出されます。 Do_PluginInit 関数     
は、プラグインのコンパイルに使用された API のバージョンを最初にチェックし、プラグインが読み込まれている  
FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server のバージョンとその API に互換性があることを確認し     
ます。続いて初期設定の有無がチェックされ、存在する場合は設定が行われます。初期設定が存在しない場合、デフォ
ルト値を使用して作成されます。
Windows の場合、これらの初期設定はレジストリエントリとして格納されます。Mac  OS  X の場合、「Library」フォル     
ダの「Preferences」フォルダ内のファイルに格納されます。初期設定情報の格納方法には、プラットフォームごとにこ
のような違いがあるため、Do_PluginInit 関数は、プリプロセッサ命令を使用して、コンパイル時に正しいコードを選択 
します。

初期設定が適切に設定されており、API のバージョンにも問題がない場合、FMPluginExampleのDo_PluginInit関数は 
kCurrentExtnVersion を返します。

初期設定を行ったら、関数名、説明、および使用する関数を指定して各外部関数を登録します。関数を登録するには、
fmx::ExprEnv::RegisterExternalFunction を使用します。

シャットダウンメッセージ
シャットダウンメッセージ kFMXT_Shutdown は、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server でプ     
ラグインが無効になると必ずプラグインに送信されます。これは、[環境設定] ダイアログボックスでプラグインが無 
効になっているかどうかに応じて、アプリケーションの終了時に送信されることがあります。
FMPluginExample プラグインではヒープ上に常駐メモリが割り当てられないので、シャットダウンメッセージを受信し 
ても何も実行されません。ただし、プラグインにクリーンアップ関数を実装してヒープ上の領域の割り当てを解除し、
使用中の可能性がある OS サービスを終了する必要があります。プラグインは、セッション中に何度も有効/無効にする  
ことができるため、プラグインがメモリを完全に解放することが重要です。

fmx::ExprEnv::UnRegisterExternalFunction を使用して、初期化メッセージの間に、登録されている各外部関数の登録を解 
除してください。

アイドルメッセージ
アイドルメッセージ kFMXT_Idle は、オプションストリングのアイドルフィーチャーフラグが「Y」に設定されており、  
プラグインが現在有効になっている場合だけ、アイドル時にプラグインに送信されます。
FileMaker アプリケーションでこのメッセージが呼び出されるのは、次の５つの場合です。
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idleLevel パラメータがゼロ以外の場合、アプリケーションがスクリプトを実行しているときか、またはアプリケーショ 
ンがユーザによって制御されているときにルーチンが呼び出されています。 次の４つのメッセージの中の１つが送信 
されます。

idleLevel パラメータがゼロ以外の場合、時間のかかる処理、ユーザインターフェース処理、またはイベント処理は実 
行しないでください。 

その他にアイドルメッセージが送信されるのは、アプリケーションによって空き時間が検出され、独自の内部アイド
ル処理が実行される場合です。 

初期設定メッセージ
初期設定メッセージ kFMXT_DoAppPreferences は、[環境設定] ダイアログボックスで、選択したプラグインの [設定...]    

ボタンをユーザがクリックした際に送信されます。

プラグインでは、プラグインで必要な固有の設定データをユーザが設定できるダイアログボックスを表示する必要が
あります。プラグインにユーザ定義可能な初期設定が必要な場合は、このダイアログボックスにユーザインターフェー
スを実装する必要があります。[設定...] ボタンは、オプションストリングの６番目の文字が「Y」に設定されている場 
合にのみ有効になります。詳細については、41 ページの「オプションストリング構文」を参照してください。

保存を要するオプションはすべて、Windows では専用のレジストリエントリ、Mac  OS  X では初期設定ファイルに保     
存する必要があります。
FMExample プラグインでは、XMpl_UserFormatNumber 関数の設定ダイアログボックスを実装する必要があります。そ  
のため、オプションストリング（Xmpl1YYYnnn）でフラグが設定されており、初期設定メッセージが受信されると、
関数 Do_PluginPrefs が呼び出されます。

外部関数メッセージ
外部関数メッセージ kFMXT_External は、古いスタイルのプラグインのためのレガシーメッセージです。このメッセー  
ジは、新しいスタイルで登録されているプラグインには必要なくなりました。

GetString メッセージ

The GetString メッセージ kFMXT_GetString は、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server がプラ     
グインから次のストリングの１つを取得する場合に、プラグインに対して送信されます。ストリングを格納する場所
は、プラグインの開発者が決めることができます。

メッセージ 意味

kFMXT_UserNotIdle = 1  30 秒以内にユーザが何らかの操作を実行しました。

kFMXT_ScriptPaused = 2 ユーザがスクリプトを実行中で、スクリプトは一時停止しています。

kFMXT_ScriptRunning = 3 ユーザがスクリプトを実行中です。

kFMXT_Unsafe = 4 unsafeCalls パラメータが「真」に設定されている場合と同様です。

メッセージ 意味

kFMXT_UserIdle = 0  30 秒以上の間にユーザが何らかの操作を実行しました。

文字列 意味

kFMXT_OptionsStr = 131 オプションストリング

kFMXT_NameStr = 12 プラグイン名

kFMXT_AppConfigStr = 129 [環境設定] ダイアログボックスに表示するヘルプテキスト
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Mac OS X でのリソース競合の防止
あるリソースに対してプラグインで使用されている ID と同じものが、同じタイプのリソースに対して FileMaker Pro、   
FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、または他のプラグインで使用されていると、Mac OS X マシンでは問題が発     
生する可能性があります。 

プラグインと他のアプリケーション、またはプラグイン同士のリソース ID の競合を防ぐには、次のガイドラインに  
従ってください。

1 23,000 から 24,999 の ID 番号を使用する 

FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server のリソースとの競合を避けるため、ダイアログ     
ボックス、サウンド、アイコン、およびその他のリソースには、この範囲内の、ハードコードされている ID を  
使用します。FileMaker では、この範囲の ID はアプリケーションリソースに使用されません。

1 現在のリソースファイルをプラグインに設定する 

同じリソース ID を使用する他のプラグインとの競合を避けるため、リソースファイルからリソースオブジェク  
トを取得する前に、リソースマネージャの Mac OS X ツールボックス呼び出しを使用して、現在のリソースファ    
イルをプラグインに設定します。 

リソースを参照または使用する行の前に次の行を追加します。
UseResFile (pb -> resourceID) ;

FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server にプラグインが読み込まれると、アプリケーションか     
らリソース ID が割り当てられます。このリソース ID は、FMExtern.h ファイルの param2 および param3 変数の近くの     
パラメータブロックにあります。詳細については、40 ページの「API コードファイル」を参照してください。

プラグインのドキュメントの作成
作成したプラグインに、その外部関数の使い方を説明するのに必要な特殊なフィールドやスクリプトを使用したサン
プルデータベースファイルを含めます。また、各外部関数と引数を説明するドキュメントも必ず用意します。



   

  
付録 A
ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較

FileMaker Pro アプリケーションアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを起動すると、[新規データベース]  
ダイアログボックスが自動的に開き、そこからデータベースファイルを開くことができます。FileMaker Pro ランタイ  
ムアプリケーションを起動した場合は、バインドされた主要なデータベースファイルが自動的に開きます。 

ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の主な相違点は、次のとおりです。

1 ランタイムアプリケーションでは、すべてのデータベースデザイン機能は削除されているか、または表示されま
せん。

これには [レイアウトモード]、および [管理] サブメニューのコマンドが含まれます。

1 FileMaker Pro Advanced で作成されたカスタム関数とカスタムメニューはランタイムアプリケーションで動作し   
ますが、ランタイムアプリケーションのユーザは、新しいカスタム関数またはカスタムメニューを変更または作
成できません。

1 ランタイムアプリケーションからは、他のいくつかのメニューコマンドも削除されています。

たとえば、ランタイムアプリケーションを使用してデータベースを作成したり、ファイルを開閉したりすること
はできません。バインドされたランタイムデータベースファイルには、他のファイルを開閉するカスタムボタン
またはスクリプトを含めなければなりません。また、ランタイムデータベースウインドウにはウインドウを閉じ
るためのコマンドはありません。

1 ランタイムアプリケーションでは、FileMaker Pro ヘルプは使用できません。 ただし、カスタムメニュー機能を使   
用して、作成したカスタマイズ済みヘルプテキストを表示できます。

1 [環境設定] ダイアログボックスで、外部関数のプラグインを有効にすることができます。

1 [ファイルを変換] スクリプトステップのオプションとして XML データフィルタが表示されますが、ランタイム   
アプリケーションで、このスクリプトステップを使用して XML ファイルを変換することはできません。

1 FileMaker Pro のファイル共有、Web 上でのデータベースの公開、または Java アプレットとの通信には、FileMaker     
Pro または FileMaker Pro Advanced が必要です。ただし、互換性があるバージョンの FileMaker Server を使用して、     
ランタイムソリューションファイルを公開することはできます。

1 Apple Event はサポートされていますが、Windows マシン上のランタイムアプリケーションでは OLE オートメー     
ションはサポートされていません。

1 ランタイムアプリケーションはネットワークで共有できません。

1 ランタイムアプリケーションには、Adobe PDF ファイルとして [レコードの保存/送信] をする機能が含まれていま    
せん。

1 FileMaker Pro Advanced の機能は、ランタイムアプリケーションでは利用できません。

ただし、ランタイムデータベースは、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced のどちらかで開くことができます。完
全なアクセス権限が削除されている場合を除き、これらのアプリケーションの全機能が有効です。

1 ランタイムアプリケーションでは、外部 SQL データソース (ESS)、ODBC インポート、あるいは [SQL を実行] ス     
クリプトステップをサポートしていません。
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アプリケーションおよびファイルの初期設定

ランタイムアプリケーションでは、[環境設定] ダイアログボックスの [一般] タブ上のいくつかのオプションが使用で   
きません。

 

ランタイムアプリケーションの [環境設定] ダイアログボックスでは、[レイアウト] タブが [カラー] タブに変わります。

ランタイムアプリケーションでは、[ファイルオプション] ダイアログボックスに [スペルチェック] タブしか表示され   
ません。 

 

 

ランタイムアプリケーションの 
[一般] 環境設定(Mac OS X) 

ランタイムアプリケーションの 
[一般] 環境設定(Windows)

ランタイムアプリケーションの 
[ファイルオプション] ダイアログボックス
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メニューコマンドの比較
次の表は、FileMaker Pro およびランタイムアプリケーションで使用可能なメニューコマンドを示します（表の「Pro」  
は FileMaker Pro を、「RT」はランタイムアプリケーションを示します）。

注意   [開く]、[閉じる]、および [修復] の各メニューコマンドに似たメニュー項目を、スクリプトまたはスクリプトス     
テップに基づいたカスタムメニューを使用して、ランタイムアプリケーションに追加できます。詳細については、
22 ページの「カスタムメニューの作成」を参照してください。

Windows Mac OS X

[ファイル] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規データベース 1 1
開く 1 1
共有ファイルを開く 1 1
最近使ったファイルを開く 1 1
閉じる 1 1
管理 1 1
共有設定 1 1
ファイルオプション 1 1 1 1
パスワード変更 1 1 1 1
印刷設定 1 1
用紙設定 1 1
印刷 1 1 1 1
レコードのインポート 1 1  1 1
レコードのエクスポート 1 1  1 1
レコードの保存/送信 1 1

1  PDF としての [レコードの保存 /送信 ] ができません。

1 1

メールを送信 1 1 1 1
リンクの送信 1 1
名前を付けて保存 1 1 1 1
修復 1 2

2  Ctrl+Shift を押します。

1 3

3  Option+2を押します。

終了 1 1
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Windows Mac OS X

[編集] メニューコマンド Pro RT Pro RT

元に戻す/元に戻せません 1 1 1 1
再実行/再実行できません 1 1 1 1
カット 1 1 1 1
コピー 1 1 1 1
貼り付け/ペースト 1 1 1 1
特殊貼り付け 1 1
消去 1 1 1 1
複製 1 1
すべてを選択 1 1 1 1
検索/置換 1 1 1 1
英文スペルチェック 1 1 1 1
オブジェクト 1 1
フィールド内容のエクスポート 1 1 1 1
環境設定 1 1   

Windows Mac OS X

[表示] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ブラウズモード 1 1 1 1
検索モード 1 1 1 1
レイアウトモード 1 1
プレビューモード 1 1 1 1
レイアウト切り替え 1 1 1 1
フォーム形式 1 1 1 1
リスト形式 1 1 1 1
表形式 1 1 1 1
ステータスツールバー 1 1 1 1
ステータスツールバーのカスタマイズ 1 1 1 1
書式設定バー 1 1 1 1
テキスト定規 1 1 1 1
拡大表示 1 1 1 1
縮小表示 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[挿入] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ピクチャ 1 1 1 1
QuickTime 1 1 1 1
サウンド 1 1 1 1
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ファイル 1 1 1 1
オブジェクト 1 1
現在の日付 1 1 1 1
現在の時刻 1 1 1 1
現在のユーザ名 1 1 1 1
索引一覧 1 1 1 1
直前に参照したレコード 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[書式] メニューコマンド Pro RT Pro RT

フォント 1 1 1 1
サイズ 1 1 1 1
スタイル 1 1 1 1
テキスト配置 1 1 1 1
行間 1 1 1 1
文字色 1 1 1 1
テキスト 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[レコード] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規レコード 1 1 1 1
レコード複製 1 1 1 1
レコード削除 1 1 1 1
対象レコード削除 1 1 1 1
レコードへ移動 1 1 1 1
ウインドウ内容の再表示 1 1 1 1
全レコードを表示 1 1 1 1
対象外のみを表示 1 1 1 1
レコードを対象外に 1 1 1 1
複数レコードを対象外に 1 1 1 1
検索条件を変更 1 1 1 1
保存済み検索 1 1 1 1
レコードのソート 1 1 1 1
ソート解除 1 1 1 1
フィールド内容の全置換 1 1 1 1
フィールド内容の再ルックアップ 1 1 1 1
レコード復帰 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[挿入] メニューコマンド Pro RT Pro RT
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注意   [スクリプトの保存]、[すべてのスクリプトの保存]、および [スクリプト復帰] が表示されるのは、[スクリプト     
の管理] ダイアログボックスまたは スクリプト編集ダイアログボックスのどちらかが開いている場合のみです。

[検索条件] メニューコマンド Windows Mac OS X

 （検索モード） Pro RT Pro RT

新規検索条件 1 1 1 1
検索条件複製 1 1 1 1
検索条件削除 1 1 1 1
検索条件へ移動 1 1 1 1
全レコードを表示 1 1 1 1
検索実行 1 1 1 1
対象レコードの絞り込み 1 1 1 1
対象レコードの拡大 1 1 1 1
検索条件復帰 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[スクリプト] メニューコマンド Pro RT Pro RT

スクリプトの管理 1 1
スクリプトの保存 1 1
すべてのスクリプトの保存 1 1
スクリプト復帰 1 1
<スクリプト名> 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[ウインドウ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規ウインドウ 1 1 1 1
ウインドウを表示 1 1 1 1
ウインドウを隠す 1 1 1 1
ウインドウを最小化 1 1 1 1
上下に並べて表示 1 1 1 1
左右に並べて表示 1 1 1 1
重ねて表示 1 1 1 1
アイコンの整列 1 1
すべてを手前に移動 1 1
<開いているファイルの名前> 1 1 1 1
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1 アプリケーションメニューコマンド表を参照してください。

Windows Mac OS X

[ヘルプ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

FileMaker Pro ヘルプ 1 1
ショートカットキー 1 1
ラーニングセンター 1 1
製品マニュアル 1 1
ダウンロードと更新 1 1
ユーザ登録 1 1
アクティベート/アクティベーションの解除
（ユーザがアクティベートしていない場合に表示/ユーザがアクティベートした場合
に表示）

1 1

フィードバックの送信 1 1
フォーラムにアクセス 1 1
FileMaker Pro について（FileMaker Pro Advanced について） 1    1

FileMaker Proランタイムについて（カスタム情報スクリプトが指定されていない場
合に表示）

1     1

<ランタイムソリューション>のバージョン情報（カスタム情報スクリプトが指定さ
れている場合に表示）

1     1

<ランタイムソリューションのヘルプスクリプト名>（カスタムヘルプスクリプトが
指定されている場合に表示）

1 1

アプリケーションメニューコマンド（Mac OS X のみ） Pro RT

FileMaker Pro について 1
FileMaker Pro ランタイムについて（カスタム情報スクリプトが指定されていない場
合に表示）

1

<ランタイムソリューション>について
（カスタム情報スクリプトが指定されている場合に表示）

1

環境設定 1 1
サービス 1 1
FileMaker Pro を隠す 1
<ランタイムソリューション> を隠す 1
ほかを隠す 1 1
すべてを表示 1 1
FileMaker Pro を終了 1
<ランタイムソリューション> を終了 1
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無視されるスクリプトステップ

ランタイムアプリケーションでは一部の機能が削除されているため、次のスクリプトステップはランタイムアプリケー
ションで無視されます。 

1 データベースの管理を開く

1 値一覧の管理を開く

1 データソースの管理を開く

1 スクリプトの管理を開く

1 共有設定を開く

1 ヘルプを表示

1 マルチユーザ設定

1 新規作成

1 ファイルオプションを開く（一部使用可能。[英文スペルチェック] タブが開きます）

1 共有ファイルを開く

1 SQL を実行

1 レコードを PDF として保存

注意   指定のファイルがランライムアプリケーションにバインドされなかった場合、 [ファイルを開く] スクリプトス    
テップはエラーを返します。外部ファイルがランタイムソリューションにバインドされた場合、ランタイムソリュー
ションは外部スクリプトのみ実行できます。

保存されたレジストリ設定または環境設定
Windows マシンのレジストリ設定

FileMaker Pro は、レジストリ設定を次の場所に保存します。
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥FileMaker Pro.0

FileMaker Pro Advanced は、レジストリ設定を次の場所に保存します。 
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥FileMaker Pro.0A

ランタイムアプリケーションは、そのレジストリ設定を次の場所に保存します。
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥<ソリューション名>¥.0

注意   ランタイムデータベースファイルのファイル拡張子は HKEY_CLASSES_ROOT に登録されます。

Mac OS X の環境設定

FileMaker Pro は、環境設定を「FileMaker Preferences」フォルダ内の「FileMaker Pro .0 Prefs」ファイルに保存します。
FileMaker Pro Advanced は、環境設定を「FileMaker Preferences」フォルダ内の「FileMaker Pro .0A Prefs」ファイルに保     
存します。 ランタイムアプリケーションは、その環境設定を「FileMaker Preferences」フォルダ内の「<ソリューション  
名> Prefs」ファイルに保存します。



索引
A

Admin アクセス
キオスクソリューションから削除   17
ファイルから削除   10

Apple Xcode   35

C

C/C++   35

D
DDR   32

Developer ユーティリティ
概要   9
ランタイムソリューションの作成   10

Do_PluginInit 関数   42

Dynamic Link Library（DLL）   13

E

Extensible Markup Language（XML）XML を参照
「Extensions」フォルダ   13
プラグインの場所   37

F

FileMaker Pro Advanced
旧バージョンからのアップグレード   11
ソフトウェアライセンス   6

FileMaker Pro、使用可能なメニュー   47
FileMaker Server   45

FileMaker 開発者   5
FileMaker Pro Advanced
ドキュメント   5

FileMaker Server   14, 35

FMExample プラグイン   38

fmplugin ファイル拡張子   37

fmx ファイル拡張子   37

fth ファイル名の拡張子   25

H

HTML 形式のデータベースデザインレポート   32

I

InstallShield   14

J

JDBC、データソースとしての FileMaker   6
L

Logfile.txt   10

M
Mac OS X
ランタイムアプリケーションパッケージ   13
リソース競合   44
保存された環境設定   52

MacInstallerBuilder   14

Microsoft Visual Studio   35

Microsoft Windows
保存されたレジストリ設定   52

MindVision Installer VISE   14

O

ODBC、データソースとしての FileMaker   6

P

PDF マニュアル   6

S

[SQL を実行 ] スクリプトステップ   52

W

Web ブラウザユーザ   6

Web ビューア   14
Windows
ランタイムアプリケーションパッケージ   13

X
XML

DDR 出力文法   5
XML 1.0 仕様   26
XML ドキュメント処理命令   26
エディタ   24
形式のデータベースデザインレポート   32
レイアウトスタイルのドキュメント   24

あ
アカウントとアクセス権   7, 19

Admin アクセスの削除   10
キオスクモード   16

アクセスキー、カスタムメニュー   23

アクセス権   7, 19

[値一覧の管理を開く ] スクリプトステップ   52



54     FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド
い
色、レイアウトスタイル   25

インストール手順   5

インターネット
データベース   6
ランタイムアプリケーション   45

え
エラーコード、スクリプトデバッガからの表示   29

エラーログ   10

お
オプションストリング構文（プラグイン）   41

か
外部関数   35

外部関数プラグイン   35
FileMaker Pro によって送信されるメッセージ   41
プラグイン ID   41
有効化   37
ランタイムアプリケーション   45

拡張子、ファイル名   10

カスタム関数、作成   20

カスタムメニュー
概要   20
キーボードショートカット   23
作成   22
サンプル   21
メニュー項目   22
メニューセット   24

カスタムメニュー項目のキーボードショートカット   23

関数
外部   35
カスタム   20
式の監視   32

[管理 ] サブメニューのコマンド
ランタイムアプリケーションでは使用不可能   45

関連ファイル
アイコンをダブルクリックしたときの問題   12
更新   16

き
キオスクソリューション、作成   16

旧バージョンのファイルの変換   11

[共有設定を開く ] スクリプトステップ   52

[共有ファイルを開く ] スクリプトステップ   52

く
クロスプラットフォームソリューション   12
け
計算式
外部関数の使用   35
詳細   30

こ
更新
プラグイン   35
ランタイムソリューション   15

構造、データベース   32

コマンド、メニュー
ランタイムアプリケーションで使用可能   47

し
式
カスタム関数   20
監視   30

式、監視   30

ショートカット、キーボード   23

「情報（「About スクリーン」）」レイアウト   6
必要な内容   6

[新規作成 ] スクリプトステップ   52

新機能   5

新規レイアウト /レポートアシスタント   24, 26

す
スキーマ、データベース
コピーまたはインポート   19
ドキュメント作成   32

スクリプト
スクリプトステップの無効化   30
デバッグ   29
認証   30
ランタイムアプリケーションによって無視されるス
テップ   52
ロック解除   30

スクリプトステップを参照してください。
スクリプトステップの無効化   30

スクリプトデバッガ   29
スクリプトトリガの使用   30

スクリプトトリガ、 デバッグ   30

スクリプトの管理   30

[スクリプトの管理を開く ] スクリプトステップ   52

スクリプトのデバッグ   29

スクリプトの認証   30

スクリプトのロック解除   30

[スクリプト ] メニュー
ランタイムアプリケーションで使用可能なコマン
ド   50

スタイル   24

せ
設定ファイル   10



  |  索引     55         
セパレータ、メニュー項目   23

そ
ソフトウェアライセンス   6

ソリューションファイル
アイコン   12
アイコンをダブルクリックしたときの問題   12

損傷ランタイムファイルの修復   14

た
タッチスクリーン   16

ち
チュートリアル、FileMaker Pro   5

て
データソース
更新   15
自動的な更新   9

[データソースを管理を開く ] スクリプトステップ   52

データビューア   30
[監視 ] タブ   30
[現在 ] タブ   30

データベース構造、再作成   32

データベーススキーマ   32
コピーまたはインポート   19

データベースデザインレポート   32

[データベースの管理を開く ] スクリプトステップ   52

データベースの統計   32

テーブル、データベース
１ファイルに複数   10
スキーマのコピーまたはインポート   19
データベースデザインレポートから除外   33

テキストエディタ   24

テスト
スクリプト   29
データベースソリューション   14

と
統計、データベース   32

登録済みプラグイン ID   41

ドキュメント作成
データベースデザインレポート   32
ランタイムソリューション   14

トラブルシューティング
計算式   30
スクリプトデバッガ   29
データベースデザインレポートの使用   32
フィールド   30
変数   30
ね
ネットワーク
ソリューションの共有   14

は
バインドキー
概要   12
ランタイムデータベースソリューションの更新   15

パスワード、「情報（「About スクリーン」）」レイアウトで
必要   7

パターン、レイアウトスタイル   25

バックアップ   15

ひ
表示時間、スプラッシュスクリーン   12

ふ
ファイル

Admin アクセスの削除   10
更新   9
名前変更   9
変換   11
ランタイムの圧縮   14

[ファイルオプションを開く ] スクリプトステップ   52

ファイル拡張子
データベースファイル用
プラグイン   37
ランタイムソリューション   11
レイアウトスタイル   25

ファイル参照
ファイルの名前変更   9

フィールド
監視   30
スキーマのコピー   19

フィールドスキーマまたはテーブルスキーマのコピー   19

フォルダの構造
サンプルプラグイン   35
ソリューション   13

フォント
ユーザのシステムにないフォント   13
レイアウトスタイル   24

プラグイン
Apple への登録   41
ID   41
Web 公開プラグインのインストール   37
インストール   37
関数名の接頭語   41
サンプルプロジェクト   35
準備   35
設定   37, 41, 43
必須オプションストリング構文   41
ランタイムアプリケーション   45
リソース ID の競合（Mac OS X）   44

プラグイン ID での ASCII 文字   41

プラグインに送信される GetString メッセージ   43

プラグインに送信されるアイドルメッセージ   42

プラグインに送信される外部関数   43



56     FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド
プラグインに送信されるシャットダウンメッセージ   42

プラグインに送信される初期化メッセージ   42

プラグインに送信される初期設定メッセージ   43

プラグインの設定   37, 41

プロジェクトフォルダ   9, 12

へ
ヘルプ
ランタイムアプリケーションで使用可能なメニューコ
マンド   51

「ヘルプ」レイアウト   13

[ヘルプを表示 ] スクリプトステップ   52

変数、監視   30

ほ
法的必要条件   6

ま
マニュアル（PDF）   6
[マルチユーザ設定 ] スクリプトステップ   52

め
メインファイル
関連ファイルの接続   10
更新   15
指定   9

メッセージ
エラーログ   10
外部関数プラグインへの送信   41

メニューコマンド
ランタイムアプリケーションで使用可能   47

メニューセット、作成   24

メニューセパレータ   23

ゆ
ユーザによるデータベースソリューションの操作   10

ら
ランタイムアプリケーション

FileMaker Pro との比較   45
アイコン   12
使用可能なメニューコマンド   47
プラグインの有効化   45
保存された Mac OS X の環境設定   52
保存された Windows のレジストリ設定   52
無視されるスクリプトステップ   52

ランタイムアプリケーションで使用可能な [アプリケー
ション ] メニューのコマンド   51

ランタイムアプリケーションで使用可能な [ウインドウ ] 
メニューのコマンド   50

ランタイムアプリケーションで使用可能な環境設定   46
ランタイムアプリケーションで使用可能な [検索条件 ] メ
ニューのコマンド   50

ランタイムアプリケーションで使用可能な [書式 ] メ
ニューのコマンド   49

ランタイムアプリケーションで使用可能な [挿入 ] メ
ニューのコマンド   48

ランタイムアプリケーションで使用可能な [表示 ] メ
ニューのコマンド   48

ランタイムアプリケーションで使用可能なファイルオプ
ション   46

ランタイムアプリケーションで使用可能な [ファイル ] メ
ニューのコマンド   47

ランタイムアプリケーションで使用可能な [編集 ] メ
ニューのコマンド   48

ランタイムアプリケーションで使用可能な [レコード ] メ
ニューのコマンド   49

ランタイムアプリケーション内のファイルを開く   45

ランタイムアプリケーションの Apple Event   45

ランタイムアプリケーションの OLE オートメーショ
ン   45

ランタイムソリューションのアイコン   12

ランタイムソリューションの起動   12

ランタイムソリューションのスプラッシュスクリーン
起動   11
閉じる   12

ランタイムソリューションのバインド   11

ランタイムデータベースソリューション
アップグレード   11
起動   12
更新   15
作成   9, 10
「情報（「About スクリーン」）」レイアウトの必要条
件   6, 14
損傷ファイルの修復   14
ドキュメント作成   12
ファイルの準備   10
ファイルのバインド   11
変換   11

ランタイムデータベースソリューション、ドキュメン
ト   13

ランタイムデータベースソリューションに名前を付け
る   11

ランタイムデータベースソリューションの頒布
概要   12
更新ファイルの頒布   15
条件   6

ランタイムデータベースの圧縮ユーティリティ   14

ランタイムデータベースのアップグレード   11

ランタイムデータベースのインストーラ   14

れ
レイアウトスタイル、作成   24

レイアウトスタイルのエレメント   26

レイアウトスタイルの属性   24

レイアウトモードのコマンド
ランタイムアプリケーションでは使用不可能   45

[レコードを PDF として保存 ] スクリプトステップ   52

レジストリ、保存された設定   52



  |  索引     57         
レポート、データベース   32

ろ
ロゴ、ランタイムソリューションへの追加   12

わ
を参照



58     FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド


	第 1 章 FileMaker Pro Advanced の概要
	このガイドについて
	FileMaker Pro Advanced マニュアルの使用
	PDF マニュアルのある場所

	ランタイムソリューションのソフトウェアライセンスの遵守
	開発者としての責任

	第 2 章 データベースソリューションの作成
	Developer ユーティリティの使用
	ランタイムソリューションの作成について
	以前のソリューションの変換とアップグレード
	ソリューションのバインド
	ランタイムデータベースソリューションの起動

	ランタイムソリューションの頒布
	ソリューションコンポーネントの編成
	頒布方法の選択
	ソリューション作成前後のテスト
	ランタイムデータベースソリューションの更新ファイルの頒布

	キオスクソリューションの作成

	第 3 章 データベースソリューションのカスタマイズ
	フィールドスキーマおよびテーブルスキーマのコピーまたはインポート
	カスタム関数の作成
	カスタムメニューのサンプル
	カスタムメニューの作成
	カスタムメニュー項目の作成
	カスタムメニューセットの作成

	カスタムレイアウトスタイルの作成
	スタイルファイルの必要条件


	第 4 章 ファイルのデバッグおよび分析
	スクリプトのデバッグ
	スクリプトステップの無効化
	データビューアの使用

	データベースデザインレポートの使用

	第 5 章 サードパーティ FileMaker プラグインの開発
	外部関数について
	サンプルプラグインについて
	「FMExample」フォルダの内容
	「Example」フォルダの内容
	「Support」フォルダの内容

	サンプルプラグインのインストール、有効化、および設定
	FMExample プラグインの外部関数の説明
	サンプルプラグインの使用
	サンプルプラグインのカスタマイズ
	サンプルリソースのカスタマイズ
	FMPluginExample.cpp のカスタマイズ
	FMPluginPrefs.cpp のカスタマイズ
	FMPluginFunctions.cpp のカスタマイズ

	外部関数プラグイン作成時の必要条件
	API コードファイル
	オプションストリング構文
	外部関数の名前付け規則

	プラグインに送信される FileMaker のメッセージ
	初期化メッセージ
	シャットダウンメッセージ
	アイドルメッセージ
	初期設定メッセージ
	外部関数メッセージ
	GetString メッセージ

	Mac OS X でのリソース競合の防止
	プラグインのドキュメントの作成

	付録 A ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較
	アプリケーションおよびファイルの初期設定
	メニューコマンドの比較
	無視されるスクリプトステップ
	保存されたレジストリ設定または環境設定

	索引


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


