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はじめに 
FileMaker Go for iPad/iPhone を使用すると FileMaker システムのデータを外出先でも送信できるため、
ユーザーはホストされている FileMaker Pro ファイルから離れて仕事をすることができます。さらに、現
場で収集したデータを、ホストされているシステムに追加することもできます。遠隔地のユーザーが十分な
帯域幅を備えたネットワーク接続を常に確保できるなら、ホストされているシステムを直接使って作業でき
るので、同期の必要はありません。 しかし、ネットワーク接続の有無に関係なく自由に移動する必要があ
る遠隔地の FileMaker Go ユーザーにとっては、展開されたシステムをホストされたシステムに同期させる
ことが、そうしたユーザー向けに設計されるソリューションにとって不可欠な要素となります。 
 
2 つのシステム間の同期には、1つのファイルから別のファイルにレコードをインポートするような単純な
ものも、ビジネスルールに基づいてレコードごとに増分を更新するような複雑なものもあります。本書では
レコードの交換とレコードの処理という、同期の 2つの要素について説明していきます。これらは別々の要
素ですが、互いに関連しています。本書が焦点を当てるのは FileMaker Go ファイルとホストされている
FileMaker Pro ファイルとの間の同期ですが、その概念は FileMaker Pro ユーザーだけが使用するファイ
ル間の同期（たとえば、ラップトップに展開されている FileMaker システムとホストされている
FileMaker システムとの同期）にも当てはまります。 
 
本書ではまず、同期のストラテジーについて探ります。どこから同期を開始すればよいのか？ 同期処理は、
ホストされているファイルが使用可能かどうかをどのように判別するのか？ 同期処理が中断されると何が
起こるのか？ 
 
これらの初期の概念に続いて、ネットワークの接続と接続解除、接続が中断された場合のスクリプトの再開
方法、iOS デバイス上でホストされているファイルをいつ、どのように、なぜ閉じるのかを説明します。そ
の後、同期の対象とするレコードの識別や、いつどこでレコードの処理を行えばよいかをはじめ、レコード
処理について説明します。ホストされているファイルと FileMaker Go で展開されているファイルの両方で、
どのレコードをどのような方法で更新するかを決める際に考慮すべき問題についても取り上げます。 
 
次のセクションでは、同期のプロセスに含まれる手順を概説します。 
 
本書の最後のセクションでは同期のプロセスを詳細に説明します。このセクションでは、ネイティブ
FileMaker 関数を扱うとともに、同期プロセスはできるだけ短時間のネットワーク接続に依存すべきである
という原則を基本としています。また、サンプルスクリプトを示し、テーブル、リレーションシップ、スク
リプトを構成する際のアドバイスも示します。 
 
本書は高水準の概念を探るもので、独自の FileMaker システム構築に関心のあるユーザーには詳しい技術
的ガイダンス、冒険心に満ちた初心者には FileMaker のパワーと潜在能力の紹介になります。また、市販
の同期ソリューションの背後にある概念も明らかにします。読者はすでに FileMaker Pro の機能の多くに
精通し、スクリプトをよく理解していることを前提として、説明を進めます。 
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同期の概念 
同期させる（動詞）: 調整するまたは結び付ける 
 
同期にはいくつかの意味があり、シナリオが異なれば、異なるプロセスを表します。1日のはじめに一連の
作業指示や任務を受け取るユーザーにとっては、同期とは単に、1日のはじめに自分に割り当てられたレコ
ードをホストされているファイルから各自の FileMaker Go カスタムビジネスソリューションにダウンロー
ドし、1日のおわりにそれらの作業指示に対するメモを FileMaker Go からホストされているファイルにア
ップロードするだけかもしれません。システムが適切に設計されていれば、そのようにしてアップロードさ
れたメモは、ホストされているシステム内の各ユーザーの作業指示に自動的に関連付けられます。次の図は、
このタイプの同期を示したものです。  
 

 
 

図 1: 単純なタイプの同期 
 
もっとタイムリーな情報を必要とするユーザーにとっては、またホストされているソリューションと
FileMaker Go ソリューションの両方で同時期に変化が生じる場合には、同期とはレコードデータを調整し
て、ホストされているファイルと FileMaker Go で展開されているファイルで同じ情報を使用できるように
することを意味します。次の図はシンプルですが、ステップ 2では一方または両方のシステムに選択的に更
新を適用するために、1つ 1つのレコードごとに決定を下す同期プロセスが必要です。 
 

 
図 2: ビジネスルールに対応する、もっと複雑なタイプの同期 

 
 
 

FileMaker Go で展開されているファイルとホストされて
いるファイルとの間の単純な同期プロセス  

1. ユーザーに割り当てられた
作業指示がホストされているフ
ァイル内で識別される 

2. 1日のはじめにレコードが
ホストからダウンロードされる 

1日の終わりに新しいメモがホ
ストされているファイルにアッ
プロードされる 

FileMaker Go で展開されているファイルとホストされて
いるファイルとの間の詳細な同期プロセス  

1. 同期の対象とするレコードが
識別される 

2. ビジネスルールに従って、
両方のファイルに更新が適用
される 
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これらの同期のシナリオには、次の 2つのファイルが含まれます: 
 

• 展開されているファイル: iPad、iPhone、または iPod Touch 上で展開され、FileMaker Go によ
って実行されている FileMaker ファイル。 

• ホストされているファイル: FileMaker Server または FileMaker Pro でホストされ、デスクトップ
またはラップトップコンピューター上で FileMaker Pro によって、あるいは iOS デバイス上で
FileMaker Go によって実行されている FileMaker ファイル。 

 
さらに、ここで説明している同期のシナリオでは、そのプロセスをデータの交換と変更の処理という 2つの
コンポーネントに分けています。ビジネスルールによっては、変更がデータ交換の一部として処理されるこ
ともあります。2つの機能を分離することによって、同期手順の一部を「オフライン」で実行できるように
なり、それによって FileMaker Go のネットワーク接続に必要な時間を最小限に抑えることができます。し
かし、効率的に設計された同期スクリプトが必要とされる速度と信頼性を持つとみなされる場合には、デー
タの交換と処理を結合するか分離するかの選択は別の要因に基づくことになります。一般的に、「移動する
部分」はできるだけ少ないほうがよく、それによって iOS デバイスの部分で必要なリソースと時間を最小
限に抑えられます。これをプロセス全体で見ると、リモートユーザーが同期の完了までに待たなければなら
ない時間が短縮されます。 
 

データの交換 
同期プロセスの重要なコンポーネントの 1つは、同期させるファイル（たとえば FileMaker Go 上
で展開されているファイルと FileMaker Server でホストされているファイル）の間のデータの移
動です。同期プロセスには、レコードのインポート、同期スクリプトによって管理されているリレ
ーションシップの使用、またはホストされているファイル内のスクリプトの呼び出しによるレコー
ドの作成、変更、削除などが含まれることがあります。新しいレコードを対応するテーブルに移動
することも、既存のレコードに編集を加えることもあります。あるいは、新規レコードと編集済み
レコードを中間テーブルに移して、それらのレコードが別のプロセスで処理されるまで「ライブ」
テーブルから分離しておくこともあります。 
 
ただし、すべてのデータを交換する必要はありません（たとえば、前回の同期以降に変更されてい
ないデータを交換する必要はありません）。交換するレコードを識別するために、同期プロセスは
最初に以下のものを探す必要があります: 
 

• 前回の同期以降、いずれか一方のファイルから削除されたレコード 
• 前回の同期以降、変更されたレコード 
• 新しいレコード (前回の同期以降、いずれか一方のファイル内で作成されたレコード) 

 
レコードの処理 
ライブレコードがデータの交換中に更新される場合も別のプロセスで更新される場合も、同じ概念
が適用されます。すなわち、作成日付が前回の同期より前でいずれか一方のファイルにないレコー
ドは削除する必要があり、両方のファイルにあって前回の同期以降に変更されているレコードは変
更する必要があり、いずれか一方のファイルにあって作成日付が前回の同期より後のレコードはも
う一方のレコード内に作成する必要があります。 
 
同期で問題となる可能性がある点の 1つは、変更の優先順位です。ホストされているファイル内の
レコードが午前中に変更され、展開されているファイル内の同じレコードが午後変更された場合、
どちらの変更を優先させるべきでしょうか? この疑問、そして他の同様の疑問（たとえばユーザー
にソリューション内のレコードの削除を許可するべきかどうか）に対する答えは、システムのビジ
ネスルールによって決まります。詳細は、後出の「同期ストラテジーの作成」にある「ビジネスル
ール」のセクションを参照してください。 
 
FileMaker スクリプト 
ユーザーは FileMaker Go および FileMaker Pro のファイルに手動でレコードをインポートするこ
ともできますが、そのプロセスは複雑なので、FileMaker スクリプトを用いて処理するのが最良の
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方法です。スクリプトをボタンに関連付け、リモートユーザーがそのボタンを選択して同期を開始
できるようにします。データ交換の後でホストされているファイルのレコード処理が必要な場合に
は、同期スクリプト内の適切な時点で、展開されているファイルによって FileMaker Server 上の
別のスクリプトをスケジュールまたは開始することができます。あるいは、ホストされているファ
イル上で 動作するスクリプトを実行するための FileMaker システムを設計および展開して、この
タスクを完了させることもできます。 
 
FileMaker スクリプトを作成するには FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced を使用し、
FileMaker データベースファイル内に入れます。その後、FileMaker Go で展開されているファイ
ル、FileMaker Pro でアクセスされるファイル、および FileMaker Server でホストされているフ
ァイル内で実行することができます。FileMaker Pro によるスクリプトの作成について詳細は、
FileMaker Technical Network サイトおよび FileMaker Training Series のモジュール 6 で利用
できるリソースを参照してください（両リソースへのリンクが「リソース」のセクションにありま
す）。 
 
FileMaker コンポーネントの機能と役割 
本書では、すでに述べた通り、FileMaker Go で実行中の展開されたファイルと FileMaker Server
でホストされているファイルとの間でレコードを同期させるものと仮定しています。（「はじめに」
で説明したように、これらの同期の概念は 2つの FileMaker ファイル間の同期にも当てはまりま
す。） 
 
FileMaker Go ソリューションとホストされているソリューションとの間の同期には、FileMaker 
Pro、FileMaker Server、FileMaker Go の 3 つのコンポーネントが関わります。次の図は、これ
らのコンポーネントがどのように連携するかを示したものです。  
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図 3: FileMaker ファイルを作成、ホスト、実行するために必要なコンポーネント 

 
 

同期ストラテジーの作成 
同期ストラテジーの作成にあたって考慮したい点には、以下のものがあります。 

 
• 前述の通り、FileMaker Go で開くローカルファイルはホストされているファイルへのファイル参

照を含むことがありますが、その逆はありません。したがって、FileMaker Go 上で展開されてい
るファイルが、ホストされているファイルまたは同じデバイス上のファイルへのリレーションシッ
プを持つこと、またそれらの他のファイル内のスクリプトを呼び出すことは可能ですが、iOS デバ
イス外にあるファイルから FileMaker Go ファイルへのリレーションシップを作成したり、
FileMaker Go 内のスクリプトを呼び出したりすることは不可能です。ただし、iOS デバイス上で
開かれているホストされたファイルは、fmp URL プロトコルを使用して iOS デバイス上でファイ
ルを開き、ファイル内のスクリプトを実行することができます。（fmp URL プロトコルに関する
数多くの資料を FileMaker の TechNet で入手できます̶本書の最後にある「リソース」のセクシ
ョンを参照してください。） 

• iOS デバイス上で開かれているファイルは、そのデバイス上で開かれている他のファイル内にこれ
に対するテーブルオカレンスがなければ、閉じることができます。言い換えるなら、 デバイス上で
開かれているいずれかのファイルに、そのデバイス上で開かれている（ホストされているファイル

ホストされているファイルと FileMaker Go で展開されて
いるファイルのテクノロジー  

ハードウェア  

デスクトップまたは 
ラップトップ 

サーバー  iPad、 iPhone、
iPod  Touch 

ソフトウェア  

ファイル  

FileMaker Proまたは
FileMaker Pro Advanced 

FileMaker Serverまたは 
FileMaker Server Advanced 

FileMaker Go for 
iPad & iPhone 

ローカルおよびホストさ
れている FileMakerファ
イルを作成して実行 

FileMakerファイル
をホスト 

ローカルおよびホスト 
されている FileMaker 
ファイルを実行 
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を含む）他のファイルに依存するテーブルオカレンスが含まれている場合には、ユーザーが手動で
ファイルのウインドウを閉じても、他のファイルは閉じられません。 

• ホストされているファイルにアクセスする FileMaker Go で実行中のスクリプトは、ネットワーク
の接続が解除されると中断されます。同様に、FileMaker Go スクリプトは iOS デバイスのフォー
カスが変化すると（たとえば、電話の着信があったりユーザーがホームボタンを押したりすると）
中断されます。 

• ネットワーク接続が回復すると、FileMaker Go はホストされているファイルとの再接続および中
断されたスクリプトの再開を試みます。 

• 同期の状況（前回成功した同期のタイムスタンプ）を追跡することによって、後続の同期プロセス
を効率的に進めることができます（前回の同期以降に追加または変更されたレコードのみを処理し
ます）。 

• 各ユーザー（またはデバイス）は新規レコードに固有の主キーを作成するようにし、異なるデバイ
ス上で作成されたレコードが同じ主キーを持たないようにする必要があります。 

• 同期の対象とするレコードの識別には、レコード固有の作成、変更、同期タイムスタンプが役立ち
ます。 

 
 

iOS デバイスの視点から見た計画 
ホストされているファイルは iOS デバイス上で展開されているファイルを参照できないため、展開
されているファイルが同期プロセスを開始しなければなりません。したがって、リレーションシッ
プまたはインポートプロセスを介してホストされているシステムとの間で移動させるデータは、展
開されているファイルまたは iOS デバイス上にある別のファイルによって管理されていなければな
りません。あるいは、スクリプトパラメーターやスクリプトの結果の中に改行区切りの配列として、
データをファイル間で受け渡すことができます。ただしこの方法の詳細な内容は本書の範囲を超え
ているため、ここでは説明しません。 
 
役立つ機能として、iOS デバイス上のファイルには、ホストされているファイルに対するファイル
参照を入れることができます。 そのため、デバイス上に「コネクター」ファイルを展開して、ホス
トされているファイルと展開されているファイルとの間のデータの移動にこれを使用できます。そ
の場合、コネクターファイルにはホストされているファイルと展開されているファイルの両方に対
するテーブルオカレンスが含まれ、展開されているファイルにはホストされているファイル内のテ
ーブルに対するテーブルオカレンスは含まれません。この方法でコネクターファイルを使用する最
大のメリットは、同期プロセスの終わりにコネクターファイルを閉じると、展開されているファイ
ルもホストされているファイルを閉じることができる点です (それに対し、展開されているファイ
ルにホストされているファイルを参照するテーブルオカレンスが含まれている場合、ホストされて
いるファイルを閉じるには展開されているファイルも閉じなければなりません)。コネクターファイ
ルについては、後出の「同期プロセスの各ステップ」で詳しく説明します。 
 
展開されているファイルがホストされているファイルおよびコネクターファイルを開いたり閉じた
りするこの概念を用い、スクリプト化された手順に用いる主なステップの概要を以下に示します。 
 

1. 展開されているファイルが、ホストされているファイルを同期に使用できるかどうか判別
するスクリプトを実行します。 

2. 使用できる場合、展開されているファイルがコネクターファイルを開きます。 
3. コネクターファイルが、展開されているファイルとホストされているファイルの両方で同

期が必要なレコードを識別します。 
4. 同期の対象となるレコードが識別されると、コネクターファイルはビジネスルールに従っ

て、新規レコードの追加、既存レコードの編集、およびレコードの削除のプロセスを指示
します。それには、次のいずれかの方法を用います: 
• 展開されているファイルとホストされているファイルの両方で、レコードを追加/編集

/削除する。 
• 展開されているファイルとホストされているファイルの中間テーブルにレコードを追

加してから、両方のファイルで後処理スクリプトシーケンスを開始する。  
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5. 展開されているファイルがホストされているファイルを閉じます。 
 

FileMaker Go で実行するスクリプトに関するその他の考慮事項: 
ユーザーによる強制終了が許可されているスクリプトが FileMaker Go 上のファイルで進行中
に、ユーザーが画面をタップすると、FileMaker Go はユーザーにスクリプトを続行したいかど
うか尋ねる質問を出します。[ユーザーによる強制終了を許可] を [オフ] に設定しない限り、ス
クリプトではデフォルトでユーザーによる強制終了が許可されています。iOS デバイス上で実
行されるすべてのスクリプトで、常に [ユーザーによる強制終了を許可] を [オフ] に設定するの
は適切ではありませんが、最低でも同期スクリプトでレコードデータを変更する部分だけでは、
トランザクションの整合性を維持するためにこれを適用すべきでしょう。他の部分ではユーザ
ーに同期プロセスの中断を許可したければ、レコードを変更するステップの直前で [ユーザーに
よる強制終了を許可] を [オフ]にし、直後に [ユーザーによる強制終了を許可] を [オン] に戻し
てください。あるいは、どの時点でもユーザーによる同期プロセスの中断を避けるために、こ
こで説明する同期プロセスのスクリプトの先頭で [ユーザーによる強制終了を許可] を [オフ] に
設定します。[ユーザーによる強制終了を許可] の状態はサブスクリプトにも継承されるため、
適切な状態に設定する [ユーザーによる強制終了を許可] が含まれている別のスクリプトによっ
て呼び出されるサブスクリプトには、このステップを入れないようにすることもできます。 

 
 

セキュリティ 
同期プロセスには、ホストされているファイルおよび展開されているファイルの両方でレコードと
データを作成、編集、および（ビジネスルールの条件に従って）削除するためのアクセス権が必要
です。いずれかのファイルのユーザーのアカウントにこのような権限がひとつでも含まれていない
場合、完全アクセス権で実行するよう設定されているターゲットファイル内のスクリプトを呼び出
して、適切なアクションを実行しなければなりません。たとえば、ホストされているファイル内の
レコードを削除するよう設計されたスクリプトは、完全アクセス権とスクリプトパラメーターを介
しスクリプトに削除対象レコードの主キーを受け渡すように構成することで実行が可能となります。 
 
追加のセキュリティオプションは、データベースサーバーと FileMaker クライアントの間で受け渡
されるデータを FileMaker Server が暗号化するよう設定するものです。暗号化が必要な場合には、
ソリューションで Get(ConnectionState) 関数を使用して、ホストとの通信に SSL (secure 
socket layer) が使用されているかどうかを確認することができます。 
 
また、FileMaker のファイルアクセス機能を用いて、特定の外部ファイルがホストされているファ
イルと連携するよう許可することができます。この制約によって、どのファイルがホストされてい
るファイルにアクセスできるかをコントロールでき、同期プロセスにもう 1つのセキュリティ層が
追加されます。 
 
最後に、ホストされているファイルがセキュアネットワーク内にある場合、セキュアネットワーク
の外部に iOS デバイスとメインホストの間の中継の役割を果たす FileMaker Server のインスタン
スをセットアップすることを考慮します。 このシナリオでは、セキュアネットワーク内のシステム
がセキュアネットワークの外部にある部分へのコミュニケーションを開始し、展開されているファ
イルによるレコードの交換の同期を促します。このシナリオの例については、FileMaker の Web
セミナー “FileMaker Go in Business: Austin Convention Center” を参照してください。 
 
ネットワーク接続 
ネットワーク接続は同期にとって非常に重要な要素です。ネットワーク接続がなければ、同期はで
きません。iOS デバイスでは継続的なネットワーク接続を保証できないため、同期プロセスは中断
しやすくなります。リモートユーザーは、無線ネットワーク（ホストデータベースサーバーと同じ
または異なるサブネット上）または利用可能な携帯電話テクノロジー（たとえば 3Gまたは 4G）
を利用して接続します。これらの方法はいずれも、帯域幅や接続の継続性を保証するものではあり
ません。 
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サーバーが使用可能かどうかの確認 
接続解除の可能性を管理するために、スクリプトには頻繁なテストを組み込んで、ホストされ
ているファイルが使用可能かどうかを確認します。スクリプトの構成については、「同期プロ
セスの各ステップ」の「中断した場合の同期の再開」セクションを参照してください。 

 
ホストされているファイルが使用可能かどうかを確認する最初のテストは、同期プロセスの開
始時に組み込む必要があります。エラー処理を [オン] に設定し、ファイルを開く [] スクリプ
トステップを使用して、ホストされているファイルを呼び出します。Get(LastError) の結果が、
ファイルが使用可能かどうかを示します。 

 
ホストされているファイルを使用できない場合 
ホストされているファイルは、ファイルが開いていないために使用可能になっていないことが
あります。この場合、FileMaker Go はファイルが使用可能になっていない FileMaker Server
から比較的迅速に応答を受け取り、Get(LastError) の結果は 100 になります。 
 
ホストされているファイルは、FileMaker Server へのネットワーク接続がないために使用可
能になっていないこともあります。それは以下の要因の 1つまたは複数によると思われます。 
 

• iOS デバイスにネットワーク接続がない 
• iOS デバイスが通信に利用しているネットワークが、FileMaker Server ネットワーク

に接続されていない 
• FileMaker Server 用のネットワークが使用可能になっていない 
• FileMaker Server が稼働中になっていない 

  
FileMaker Serve へのネットワーク接続がない場合、FileMaker Go は最大約 1分間接続を試
みてから、Get(LastError) の結果として 802 を戻します。 
 
ネットワーク接続が解除された場合 
iOS デバイス上でファイルが開いている間にホストされているファイルへのネットワーク接続
が失われると（または FileMaker Server 上でファイルが閉じられると）、FileMaker Go は
かなりの秒数をかけて再接続を試み、その間、リモートユーザーはどの FileMaker Go ファイ
ルも処理できなくなります。 この間に接続が回復すると、FileMaker Go は接続が解除される
前に開いていた、ホストされているファイルに再接続しようとします。ネットワークアクセス
が戻った後、ホストされているファイルが使用可能な場合、最初の疑問は FileMaker Go が自
動的に再認証されるかどうかという点です（ファイルに以前に入力したユーザー名とパスワー
ドを入力）。しかしまず… 
 
FileMaker Go をハイバネートする場合 
ホストされているファイルへの接続が中断する原因には、そのほかに以下のものがあります: 
 

• ユーザーが iOS デバイス上のホームボタンを押す 
• ユーザーが 4本指のスワイプのジェスチャーを用いて、デバイス上の別のアプリに切

り替える 
• iPhone に電話が着信する、または iOS デバイスに FaceTime コールが着信する 
• ユーザーがデバイスをスリープさせる 
• デバイスが自動的にスリープに入る 

 
このような場合、FileMaker Go はバックグラウンドに入り、ハイバネートまたはサスペンド
の状態になります。FileMaker Go はフォアグラウンドに戻ると、ホストされているファイル
への再接続を試みます。 ユーザーのアクセス権セットに指定された再認証期間（ある場合）を
超えていると、ホストされているファイルに再認証します。詳細については、FileMaker Pro
のヘルプで “fmreauthenticate” を検索してください。 
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接続解除後のレコード変更 
FileMaker Server は状況に応じて、レコード変更を異なった方法で処理します。ユーザーま
たはスクリプトによってレコードが編集されている間に: 
 
iOS デバイスで… ホストされているレコードは… 

ネットワーク接続が解除されると 変更されず、ロックされます* 

ファイルまたはウインドウが閉じられると（ユーザーのアクシ
ョン） 変更され、ロックされません 

FileMaker Go がハイバネートの状態になると 変更されず、ロックされます* 

 
*ロックされたレコードは、ユーザーがホストされているファイルのクライアントでなくなった
と FileMaker Server が判別した時点で解放されます。 
 

同期の状況の追跡 
同期プロセスで発生する可能性のある問題を診断するために、同期プロセスのどの部分が完了した
かを追跡する同期ログを利用すると便利です。たとえば、以下の同期ログは同期プロセスのステッ
プをリストしています。 
 

  
図 4: 各ステップでのレコードを示す同期ログ 
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同期の対象とするレコードの識別 
同期スクリプトが、どのレコードを含むべきかを識別し、特定の時間にどのレコードが同期された
かを示すためには、いつ変更が加えられたかを追跡するフィールドが各レコードに必要となります。
本書ではこのフィールドを zModStamp と呼びます。このフィールドは、同期中に加えられる変更
を除き、すべての変更中に現行タイムスタンプに自動的に更新されなければなりません。一方、同
期中には、変更内容のコピー元になっているレコードの変更タイムスタンプ値を反映して更新され
なければなりません。 
 
この動作を管理するには、2つの別のフィールドによって決まる自動入力の計算式（既存の値を置
き換えるもの）を使用します。2つのフィールドとは、グローバル格納を使用するタイムスタンプ
フィールド（ソリューションのシステムテーブル内）の gModOverride と、自動入力の変更タイ
ムスタンプ ModTrigger です。zModStamp の自動入力計算には、たとえば次の式を使用するこ
とができます: 
 

Let(x = System::gModOverride; If(ModTrigger and x; x; ModTrigger) 
 
同期スクリプトは、レコードの zModStamp の値を最後に成功した同期のタイムスタンプ値と比較
することによって、同期の対象とするレコードを識別することができます。  
 

注: 上記のフィールドの名前は単純な命名規則を用いてつけられており、（あまり単純な表
現とは言えませんが）「ハンガリアン記法、キャメルケース、スペースなし」を採用して
います。ハンガリアン記法は、オブジェクトの機能をその名前で表す方法です。ここで使
用している命名規則では一部のフィールド名の前に英字をつけ、たとえば “c” は計算フィ
ールド、“z” はタイムスタンプのようなハウスキーピングフィールド、“g” はグローバルフ
ィールドを表しています。テキストや数字のようなデータフィールドには、通常は接頭文
字をつけません。キャメルケースは、フィールド名の各単語の先頭の英字を大文字に変え
て、スペースのない名前を読みやすくします。  

 
同期の対象とするレコードを識別するもう 1つの方法は、変更と削除のログを使用するものです。
同期スクリプトはこのログを使用し、ログ内のレコード ID およびタイムスタンプを、対処するテー
ブル内のレコード ID およびタイムスタンプと比較することによって、変更または削除する必要のあ
るレコードを識別します。 
 
削除も、変更を処理する場合と同じスクリプトのセクションで対処することができます。その場合、
作成のタイムスタンプを前回の同期のタイムスタンプと比較します。作成のタイムスタンプが前回
の同期のタイムスタンプより前で、展開されているファイルまたはホストされているファイルのい
ずれか一方にしかないレコードは、一方のシステムで削除されたことになり、もう一方で削除する
必要があります。作成のタイムスタンプが前回の同期のタイムスタンプより後で、いずれか一方に
しかないレコードは、新規のレコードということになり、もう一方のシステムに追加する必要があ
ります。  
 
ビジネスルール 
前出の「レコードの処理」で述べた通り、（同一のレコードが複数のユーザーによって変更されて
いる場合に）どの変更を優先させるかは、ビジネスルールによって決まります。それぞれのビジネ
スルールを確立するためには、まず「対立がある場合には誰を優先するか?」を考えます。その答
えは、たとえば「リモートユーザーを常に優先する」または「ホストされているファイルを常に優
先する」のように、単純な場合もあります。もっと複雑な場合もあり、たとえば「最も新しい変更
タイムスタンプを持つレコードが優先する」や「最も新しい変更タイムスタンプを持つレコードを
優先するが、それより前に変更したのが管理者の場合は、それに限らない」などが考えられます。 
 
以下の表は、考慮すべきいくつかのビジネスルールと、対応するレコード処理アクションをリスト
しています。 
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リモートユーザーが… 同期プロセスに必要な処理は… 

ホストのみからのレコードを必要とすると レコードをダウンロードする 

新しいレコードを作成すると 新規レコードをアップロードする 

レコードを変更し、ホスト上で加えられた
変更より優先されると 

変更されたレコードをアップロードし、ホストされて
いるレコードを上書きする 

レコードを変更し、ホスト上で加えられた
変更より優先されないと 

 
レコードがホスト上で変更されていない場合のみ、同
期中にレコードを変更し、ホストされているレコード
内の変更に基づいて、展開されているレコードを変更
する 
 

レコードを削除すると 
前回の同期のタイムスタンプより前の作成タイムスタ
ンプをもち、一方のシステムにあって他方にはない場
合に、そのレコードを削除する 

 
同期スクリプトがどのような変更を行うかを決めるために、別の要素を考慮したい場合もあります。
たとえば、複数のリモートユーザーの中でどのユーザーが優先されるか、変更が加えられた時刻や
曜日、変更が加えられたデバイス（サーバーまたは iOS）、ユーザーが属するグループ（マネージ
ャーや管理者など）、リモートユーザーの位置、リモートユーザーまでの距離などがあげられます。
このリストではカバーできていない要素が数多くあります。重要なのは、適切なビジネスルールを
理解し、スクリプトの中でレコードを変更する部分にそれらのロジックを適用することです。 
 
場合によっては人が検討して手動で調整を加えなければならないこともあり、それもまたビジネス
ルールを反映します。同期プロセスで各レコードに対処しながら、スクリプトによって解決できな
い対立があれば、それを例外のリストに記入する必要があります。 そのリストには、検討する人が
どの変更を受け入れるかを決定するのに役立つ、固有のレコード ID およびフィールド値を含めます。
検討のメカニズムは本書の範囲を超えていますが、検討プロセスを作成する場合には、ボタンに関
連付けられたポータル、ナビゲーション、スクリプトを組み込んで、検討する人が効率的に変更で
きるようにすると便利です。 
 
レコード作成/変更の順序 
ビジネスルールのもう 1つの側面は、レコード作成の順序に関連しています。たとえば、ソリュー
ションに会社名、請求書、品目名、支払い額のテーブルが含まれている場合、買掛金のレポートを
実行するユーザーもいると思われます。そのユーザーが同期プロセスの実行中にレポートを作成し、
品目や請求書のテーブルより前に支払い額のテーブルでレコードが更新されれば、買掛金のレポー
トは不正確になることがあります。顧客、受注、品目のレコードが支払い額より前に変更されても、
同じ問題が起こります。 
 
このような影響を最小限にとどめるためには、関連レコードがある場合、「親」レコードに対する
変更をコミットする前にポータルまたはリレーションシップを介して関連レコードを変更するよう
にします。これによって、1つのテーブル内のすべてのレコードを 1回で変更して各レコードの変
更後にコミットするのではなく、1組の関連データの整合性を 1回のトランザクションとして同時
にコミットすることができます。コミットする前に単一のコンテキストから関連レコードに変更を
加えると、変更内容はコミットまでキャッシュに保存されます。この方法には、コミットの前にス
クリプトが中断された場合には親レコードまたはどの関連レコードにも変更を加えないという、さ
らなる利点もあります。 
 
また、いつ同期スクリプトの実行を許可するかについても考慮します。たとえば、レポート作成中
の時間帯以外、受注のテーブルが更新されている時間帯以外、などです。 
 



    
FileMaker 同期ガイド ‒ v12.0 

 
15 

データの交換 
使用しているビジネスルールで、リモートユーザーからのデータに対し、「ライブ」システムに統
合する前に変換や入念な検査が必要な場合、展開されているシステム内の同期スクリプトはレコー
ドの交換のみを行うことが推奨されます。その後、別のプロセスが、ホストされているファイルと
展開されているファイルの一方または双方のファイル内で受け取ったデータを処理します。これに
よって、同期プロセスがホストにアクセスしなければならない時間が最小限ですみ、ホストされて
いるファイルが閉じられた後でもデータの処理を続行することができます。 
 
この場合、一方または両方のファイルの中に中間テーブルを作成する必要があります。これらのテ
ーブルは、ホストされているファイルと展開されているファイルの一方または両方の中に直接入れ
ることも、この目的専用の別のファイルに入れることもできます。中間テーブルは、既存のライブ
テーブルと正確に一致している必要がありますが、自動入力機能だけは無効にしておかなければな
りません。これらのテーブルにデータを移動させたとき、ID やタイムスタンプなどが変更されない
ようにするためです。 
 

レコード作成 
同期中にライブレコードを変更せず、中間テーブルにレコードを移動するには、インポートス
クリプトステップを使用するか、対象レコードのループと [フィールド設定] スクリプトステッ
プを使用して（[このリレーションシップを使用して、このテーブルでのレコードの作成を許
可] オプションを有効にしたリレーションシップを介して）新規レコードを作成してからデー
タを入れます。リレーションシップグラフの「ピボット」リレーションを用いるレコードの作
成については、後出の「レコードの作成と変更」セクションを参照してください。 
 
その他の交換方法 
インポートまたはリレーションシップの使用によってテーブル間でレコードを移動するほかに、
レコードを別の場所にエクスポートまたは Eメール送信しておいてから、インポートすること
もできます。 
 
レコードデータは、[スクリプト実行] スクリプトステップのパラメーターとして、または[URL
を開く] スクリプトステップを使用して FMP URL プロトコルでフォーマットしたストリング
に含まれるパラメーターとしても、受け渡すことができます。 どちらの場合も、スクリプトの
結果で呼び出しスクリプトにデータを戻すことができます。いずれかの方法を用いてスクリプ
トを呼び出すと、ローカルデバイス上でホストされているファイルが開きます。 
 
FMP URL プロトコルでは、英字と数字以外の文字を、URL エンコードを使用してエスケープ
する必要があります。URL プロトコルではオブジェクトデータの組み込みはサポートされてい
ないことに注意してください。また、オブジェクトデータを FileMaker 以外のファイルにエク
スポートすることはできないので、オブジェクトフィールドが含まれているレコードデータの
交換には、FileMaker エクスポートフォーマットが必要です。 
 
もう 1つのオプションは、php ベースのシステムを使用するレコードデータの交換です。ホス
トされているファイルと連携するよう構成されたWeb ページを使用することで、展開されて
いるファイルまたはコネクターファイルがそのページに URL 要求を送信して、ホストされて
いるファイル内のレコードを追加、編集、削除、検索するスクリプトを呼び出すことができま
す。さらに、展開されているファイルまたはコネクターファイルで、php を介して SQL シス
テムと連携するよう構成して同等の機能を提供することも、ODBC/JDBC テクノロジーを利用
してデータを交換することもできます。これらの方法についての詳しい説明は、本書では行い
ません。 
 
交換したレコードで「ライブ」に移行 
レコードを中間テーブルに移動した後、iOS デバイス上の同期スクリプトはコネクターファイ
ルとホストされているファイルを閉じる必要があります。この時点でホストされているファイ
ルには、処理してライブシステムに統合するべき新しい一群のレコードがあります。レコード
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は、FileMaker Server 内でスケジュールされているスクリプト、またはロボット（専用の
FileMaker クライアント展開で実行されるこの目的固有のファイル）内で実行されるスクリプ
トによって、処理することができます。どちらの場合も、プロセスは連続的またはスケジュー
ルされた間隔で動作し、キューに入っているデータを適切に処理します。 
 
処理スクリプトは、データを転送した中間テーブル内で新規レコードを検索するように設定す
ることも可能です。そのスクリプトは、処理を待っている中間レコードを検出すると、適切な
ビジネスルールを適用して、その中間データとホスト内の対応するレコードの内容との間で調
整を行います。 
 
同様に、展開されているファイルでも、ホストされているファイルとのデータの交換が完了し
た後で中間レコードを処理する必要が生じることがあります。 
 
レコードの処理には、同期中にどのデータを上書きするか判別するために、前述のものと同じ
ロジックが必要となります。つまり、「優先」するレコードは、レコードが展開されているフ
ァイルで変更されたかホストで変更されたか、ユーザーが特定の役割を持っているかどうか、
などのビジネスルールによって決定されます。すでに述べた通り、同期されたデータのタイム
スタンプが（データ交換や後処理実行の時点を反映するのではなく）ソースレコードの変更タ
イムスタンプと一致するような、上書きのメカニズムが必須です。 
 
レコードの比較、一致する変更タイムスタンプと主キーの維持、その場でのレコードの更新の
詳細については、次のセクション、および本書に後出の「同期プロセスの各ステップ」にある
「レコードの処理」セクションで説明していきます。 
 

レコードの変更 
レコードデータは、キーフィールドでデータを突き合わせるインポートを用いて、またはフィール
ドごとの変更によって、手操作でも、スクリプト化したプロセスでも、変更することができます。
フィールドごとに変更するには、リレーションシップを使用するか、関連するテーブルに基づいて
レイアウト上で更新するべきレコードに直接ナビゲートします。 
 
インポートは、新規レコードを追加、一致するレコードを更新、または既存のレコードを更新する
よう構成することができます。これは一方向を見れば直接的で効率的なレコード更新方法ですが、
ビジネスルールに基づいて選択的に更新する必要があるレコードには簡単に対応できません。さら
にインポートの手順では、変更されていてもいなくても含まれているすべてのフィールドを更新す
る必要があり、その結果として（索引付けその他の二次的プロセスによって）最適な同期パフォー
マンスが得られないことがあります。 
 
それよりコントロールがきき、効率も向上するアプローチは、各レコードをループして各フィール
ドの値を比較し、異なるフィールドのみを変更する方法です。このアプローチについては、「同期
プロセスの各ステップ」にある「レコードの処理」セクションでさらに詳しく説明します。 
 

リレーションシップを使用するレコードの比較と変更 
2 つのレコードを比較する効率的な方法は、リレーションシップを利用するものです。これに
は下記の図 5に示すように、現在のコンテキスト（つまり比較の開始時に同期スクリプトがあ
るレイアウトに接続したテーブル）に基づくテーブルオカレンス（TO）と、検査するテーブル
に基づく第 2の TOが必要です。 現在のコンテキストが比較対象のテーブルのいずれかでない
場合は、図 6 に示すように、現在のコンテキスト用に第 3の TOが必要になります。 
 

 
図 5: 展開されているファイルとホストされているファイルの両方にある、CompanyID で関連付けられた会社

名テーブルのテーブルオカレンス（TO） 
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図 6: 3 つのテーブル間のリレーションシップの TO。中央の TOは同期スクリプトのコンテキスト。 

 
固有の主キーの生成 
上記のリレーションシップは、比較対象のテーブル内にある主キーに基づいています。各レコ
ードが独自のアイデンティティと他のレコードとのリレーションシップを維持できるように、
各レコードの主キーは固有のものでなければなりません。たとえば、1つの会社に関連する連
絡先があり、さらにその連絡先に関連する活動がある場合が考えられます。その会社の主キー
が、関連する連絡先レコードをその会社に結びつけ、その連絡先の主キーが、関連する活動レ
コードをその連絡先に結びつけます。 
 
同期の目的は、展開されているファイルとホストされているファイルの中に同一のレコードセ
ットを入れることにあります。これには主キーも含まれます。すなわち、主キーは互いに固有
でなければない一方で、展開されているシステム内のレコードとそのリレーションシップは、
ホストされているシステム内のレコードとそのリレーションシップを正確に反映しなければな
りません。 
 
同期の要件が、たとえばホストから展開されているファイルへのように 1つのソースのみから
新規レコードを移動するものであれば、FileMaker のシリアル番号自動入力オプションを使用
して固有の主キーを生成する方法で十分かもしれません。しかし、ホストされているシステム
と 1つ以上の展開されているファイルの両方でレコードが作成されるような場合には、同じシ
ステムの異なるコピーで作成されるレコード間の主キーの対立を避ける方法が必要になります。 
 
FileMaker の Get(UUID) 関数は、シリアル番号の自動入力オプションに代わる堅固な方法を
提供します。この関数は、レコード作成時に固有の 32 文字の値を生成するので、これを主キ
ーとして使用できます。FileMaker 12 を使用してソリューションを作成する場合には、固有
キーの作成にこの方法が推奨されています。 
 
タイムスタンプフィールドの使用 
FileMaker のフィールドタイプの 1つにタイムスタンプがあります。これは日付と時刻を組み
合わせたもので、“4/18/2012 2:49:10 PM” のようなフォーマットで表示されます。タイム
スタンプフィールドを、レコードが作成または変更された日時、あるいはレコードがユーザー
やスクリプトによって更新された日時を自動的に入力するよう、構成することができます。い
つレコードが変更されたかを追跡するために、変更時にタイムスタンプが自動入力されるよう
設定したフィールドを、必ず組み込むようにしてください。同期を円滑に行うには、同期され
たレコード内の変更タイムスタンプが必ずソースレコードの変更タイムスタンプと同じになる
ような、上書きメカニズムを作成する必要があります。 
 
個々のレコード上のタイムスタンプに加えて、展開されているファイルに、正常に完了した最
新の同期のタイムスタンプを保管しておく単一レコードのテーブルを用意しなければなりませ
ん。このタイムスタンプより後の変更タイムスタンプをもつホストされているファイル内のレ
コードは、同期の対象とする必要があります。（効率を高めるために、この単一レコードテー
ブルに、グラフィック、ユーティリティーフィールド、その他ソリューション全体にわたるデ
ータの保管など、別の機能を実行させることもできます。）展開されているファイルが常に単
一ユーザーであると確信をもてる場合には、前回の同期タイムスタンプの保管にグローバルフ
ィールドを利用することができます。 
 
ユーザーが異なるタイムゾーンで作業している場合には、タイムスタンプを同期に利用する前
に、時差を調整しなければなりません。たとえば、ホストと異なるタイムゾーンにいるユーザ
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ーでは、そのユーザーの位置とホストの間の時差を計算し、展開されているファイル内の変更
タイムスタンプ値をホストされているファイル内の対応するレコードのタイムスタンプと比較
する前に、時差を加算または減算する必要があります。ユーザーが異なるタイムゾーンの間を
自由に移動するのであれば、展開されているファイルは変更ごとにその場所の値を取り込んで、
適切なタイムゾーン調整を計算しなければなりません。 
 
時差に対応する方法には、次に示すいくつかのオプションがあります: 
 

• 展開されているファイルの各コピーに、関連するユーザーのタイムゾーンを保管する 
• 展開されているファイルのユーザー設定テーブルで、タイムゾーン値を入力して更新

するよう、ユーザーにプロンプトを出す 
• ホストの現在時間を返すWeb ページを “スクレイプ” して、html ソースから時刻の値

をパースする 
• デバイスの緯度および経度を戻す Location () または LocationValues () 関数を使用

し、緯度および経度からタイムゾーンを割り出すための保管されたテーブル（または
オンラインソース）を参照する 

 
トランザクションの整合性 
ネットワーク接続は途切れる可能性があるため、同期スクリプトは所定のレコードまたはレコ
ードグループをすべて変更した後でコミットすることが重要です。できる限り短い時間だけレ
コードをロックする方法で変更を行い、レコードがロックされている間に変更を完了させます。 
これによって 1回のアクションで変更の完全なセットを送信することができ、トランザクショ
ンの整合性が実現します。レコードの転送中に接続が途切れると、そのレコードはコミットさ
れず、変更内容はすべて消失します。その間、ロックされていたために変更できなかったレコ
ードを前述の例外リストに追加し、適切な時点でユーザーに通知する必要があります。 
 
FileMaker では、1人のユーザーが加えた変更と別のユーザーが同時に加えた変更との間で対
立が生じないように、レコードがロックされます。最初のユーザーがレコードをコミットした
後でのみ、別のユーザーがそのレコードを変更できます。同期スクリプトをプログラムして、
レコードを例外リストに加える前に、ロックされたレコードの変更を何回か試みるようにする
ことができます。 
 
ロックされていないレコードを変更するためには、できるだけ効率的にレコードをロックし、
変更し、コミットする（その結果としてロックを解除する）よう、スクリプトを構成する必要
があります。これには、各フィールドを対応するレコード内の相手のフィールドと比較し、異
なるフィールドのみを変更します。別の方法では、変更する必要のあるフィールド名と値だけ
が入った変数を「事前ロード」し、その変数内の値を使用して、リストされているフィールド
のみを変更します。第 3 の方法では、「一致するレコードを更新する」オプションを使用して、
1つ以上のレコードをインポートします。 
 

どの方法を用いてレコードを変更する場合にも、変更のタイムスタンプを、同期が発生した現在時
刻ではなくその変更が元々入力された実際の時刻に一致させる、上書きのメカニズムを使用しなけ
ればなりません。 
 
この方法によって、前出の「同期の対象とするレコードの識別」で説明した基準が確立されます。
すなわち、前回の同期タイムスタンプ以降の変更タイムスタンプをもつ、いずれかのファイル内の
レコードが、現在の同期に組み込まれます。 

 
注: ほとんどの場合、レコードの変更を全体としてとらえ、トランザクションの整合性を維持
することが望まれます。しかし、ビジネスルールによって個々のフィールド値を別々に変更す
ることが認められている場合には、各レコード内の 1つ以上の個々のフィールで変更タイムス
タンプを追跡するメカニズムを用意することができます。次に説明するその場での変更と同じ
変更方法を、フィールドレベルの変更の同期に適用することができます。 
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ホストされているファイルの開閉 
ユーザーに不便がかからないよう、同期プロセスはホストされているファイルを必要なときに開き、
開く必要がないときには閉じて、ホストされているファイルが開いている時間をできるだけ短くす
る必要があります。ホストされているファイルが閉じられていないままでネットワーク接続が解除
または中断されると、FileMaker Go は一時停止をしてその間に再接続を試み、ネットワーク接続
が回復するとユーザーに再認証のプロンプトを出すことがあります。接続関連の遅延やプロンプト
の可能性を最小限にとどめることが望まれます。 
 
このセクションの冒頭で述べた通り、FileMaker Go では、ホストされているファイル内のテーブル
を参照しているテーブルオカレンスを持ったファイルが他に開いていない場合のみ、ホストされてい
るファイルを閉じることができます。 次の表は、iOS デバイス上で、ホストされているファイルを
閉じる方法をリストしています。 
 
展開されているファイルの状態… ホストされているファイルが開く条件 ホストされているファイルが閉じる条件 

ホストへのファイル参照がある 

ファイルを開く [ホストされているフ
ァイル] スクリプトステップ、または
スクリプト実行 [ホストされているフ
ァイル内のスクリプト] スクリプトス
テップが呼び出される 

ファイルを閉じる [ホストされているファイ
ル] スクリプトステップ、またはスクリプト
実行 [ホストされているファイル内の、ファ
イルを閉じるスクリプト] スクリプトステッ
プが呼び出される 

ホストされているファイル内のテー
ブルに基づいた TOがある 

上記アクション、またはホストされて
いるファイル内のフィールドを参照す
るスクリプトステップ（フィールド設
定 [] など）が呼び出される 

現行ファイル、およびホストされているフ
ァイルに基づいたテーブルオカレンスを持
つその他のファイルが、先に閉じられる 

ホストされているファイル内のテー
ブルを示す TOに基づいたレイアウ
トがある 

上記アクション、またはユーザーかス
クリプトがレイアウトにナビゲートす
る 

現行ファイル、およびホストされているフ
ァイルに基づいたテーブルオカレンスを持
つその他のファイルが、先に閉じられる 

ホストされているファイル内のテー
ブルに基づいた TO でフィールドを
参照しているスクリプトまたは計算
がある、またはホストされているフ
ァイルからのフィールドを含んだレ
イアウトがある 

関連するスクリプトが実行される、関
連する計算が実行される、関連するレ
イアウトが表示される、の一部または
すべて 

現行ファイル、およびホストされているフ
ァイルに基づいたテーブルオカレンスを持
つその他のファイルが、先に閉じられる 

 
同期シナリオでホストされているファイルを閉じる場合、ホストされているファイル内のテーブル
に基づいたテーブルオカレンスを持つファイルを先に閉じてからでなければ、ホストされているフ
ァイルを閉じることはできません。展開されているファイルがこのようなテーブルオカレンスを持
っているなら、ホストされているファイルを閉じる前に、展開されているファイルを閉じなければ
なりません。これを避けるためには、展開されているファイル内にホストされているファイルを示
す（テーブルオカレンスではなく）ファイル参照のみを入れ、その展開されているファイル内で別
個のコネクターファイルを開いて、そこで展開されているファイルとホストされているファイル内
のテーブルに基づいたテーブルオカレンスの間のリレーションシップを処理します。展開されてい
るファイル内のこのコネクターファイルへのファイル参照のみがあるなら、展開されているファイ
ルは同期の完了後にコネクターファイルを閉じ、それからホストされているファイルを閉じること
ができます。 
 
ホストされているファイルを必要に応じて開閉するには、ファイルを開く、同期させる、閉じる操
作を次の順序で実行します。 
 

1. 展開されているファイルがホストされているファイルを開く。これに成功すると、同期プ
ロセスが続行される。 

2. 展開されているファイルがコネクターファイルを開き、コネクターファイルにはホストさ
れているファイルと展開されているファイル両方のテーブルオカレンスがある。 
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3. 展開されているファイルがレコードを同期させるために、コネクターファイル内のスクリ
プトを呼び出す。 

4. 展開されているファイルがコネクターファイルを閉じる。 
5. 展開されているファイルがホストされているファイルを閉じる。 
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同期プロセスのわかりやすい説明 
このセクションでは、みなさんがプロセスを計画して作成する作業を支援できるよう、同期プロセスの概要
を説明します。プロセスの全体を通して、アクションをログに記録し、エラーをモニターし、必要があれば
プロセスを停止し、適宜、ユーザーにアラートを出すことを忘れないでください。この後のセクションでは、
概念を説明するとともに FileMaker スクリプトステップの実例を挙げながら、同期プロセスの重要なコン
ポーネントを説明します。 
 

パート 1̶展開されている FileMaker Go ファイル内 
1. ユーザーが、展開されているファイル内でボタンをタップして、同期プロセスを開始します。 
2. 展開されているファイル内のスクリプトが、ホストされているファイル内の「ハンドシェーク」

スクリプトを呼び出して、ホストされているファイルが開いているかどうかを確認します。 
a. ホストされているファイルが使用可能であることを確認した後、展開されているファ

イル内のスクリプトがコネクターファイルをエクスポートして開き、コネクターファ
イルが自身の同期プロセス部分を実行するまで待ちます。 

b. ホストされているファイルが使用可能になっていない場合、スクリプトはユーザーに
通知し、停止します。 

 
パート 2̶コネクターファイル内 
1. 展開されているファイルによって呼び出され、同期スクリプトが実行を開始します。 
2. コネクターファイル内のスクリプトが、レコード ID のリストを収集するか、展開されている

ファイル内の各テーブルで変更されたレコードを検索します。 
3. レコードがこのスクリプトによって処理されるかどうかに応じて: 

a. コネクターファイルがレコード交換のみに構成されている場合には、コネクターファ
イルがレコードデータを、ホストされているファイル内の中間テーブルにプッシュし
ます。また、展開されているファイルで前回の同期以降に削除されたレコードの主キ
ーリストも収集し、更新します。 

b. コネクターファイルがレコードの同期を処理するよう構成されている場合には、コネ
クターファイルがレコード ID またはレコードをループして、新規レコードの作成およ
び前回の同期以降に削除されたレコードの削除をはじめ、ホストされている関連レコ
ードに必要な変更を記録、実行します。 

4. コネクターファイル内のスクリプトが、同期の方向を逆にして（ホストされているファイルを
データソース、展開されているファイルをデータの受け取り側にして）上記のステップ 2と 3
を繰り返します。 

5. スクリプトが、ホストされている同期ログレコードを更新し、展開されているファイル内にロ
グレコードを作成して、完了します。 

 
パート 3̶展開されている FileMaker Go ファイル内 
1. スクリプトが、コネクターファイルを閉じます。 
2. スクリプトが、ホストされているファイルを閉じます。データ交換の後にレコードが処理され

ている場合には、スクリプトが中間テーブルに入っているレコードをループし、タイムスタン
プを比較し、展開されているレコードをビジネスルールに従って更新、作成、または削除して、
展開されているレコードを処理しています。 

3. スクリプトが、展開されているファイルの同期ログを更新し、同期が正常に完了すれば、展開
されているファイルの System::gSyncTimeStamp フィールドに同期開始タイムスタンプを書
きこみます。 

4. スクリプトがユーザーに、デバイス上で同期プロセスが完了したことを通知します（たとえば、
カスタムダイアログを表示する、レイアウトでフィールドを更新するなど）。 
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パート 4̶FileMaker Server によってホストされているファイルまたはス
タンドアロン FileMaker ファイル内（必要に応じて） 
1. スケジュールされたスクリプトが、中間テーブル内の新規レコードをチェックします。スクリ

プトは、FileMaker Server またはロボット（定期的にスクリプトを実行するよう構成された、
別個の FileMaker クライアントファイル）のいずれかで実行するようスケジュールできます。 

2. スクリプトが、中間テーブルに入っているレコードをループし、タイムスタンプを比較し、ラ
イブのホストされているレコードをビジネスルールに従って更新、作成、または削除して、更
新を実行します。 

3. スクリプトが、ホストファイルの同期ログテーブルを、同期の状況と完了タイムスタンプを用
いて更新します。 
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同期プロセスの各ステップ 
iOS デバイスの視点から計画した同期ストラテジーでは、次にプロセスの詳細項目を作成する必要がありま
す。同期の要件はさまざまに異なるため、1 つのアプローチをすべての状況に当てはめることはできません。
そのことを念頭に置きながら、このセクションでは一般的な同期シナリオの主なコンポーネントを説明し、
変化をつけるためのオプションを付け加えます。コンポーネントの概要については、前の「同期プロセスの
わかりやすい説明」を参照してください。 
 

注: このセクションで示すサンプルのスクリプトステップは、中級から上級の複雑さです。上級テ
クニックでは、変数、[URL を開く] スクリプトステップ、ExecuteSQL( )  計算関数などを使用し
ます。これらのテクニック、または以下の例に含まれている他のテクニックをよく知らない場合に
は、トレーニング教材その他の資料を参照してください。ダウンロード用のリンク、およびここで
説明しているテクニックを参照している資料は、「リソース」のセクションで紹介されています。 

 
このセクションで作成する同期プロセスは、以下の前提に基づいています。 
 

• 同期の対象とするファイルは展開されているファイルとホストされているファイルで、同期タスク
の管理に別のファイルを使用します。このセクションの例では、これらのファイルの名前は、それ
ぞれ HostedOnServer.fmp12、DeployedOnGo.fmp12、SyncConnector.fmp12 です。 

• 展開されているファイルのユーザーは、展開されているファイル内のレコードを変更、作成、削除
します。 

• ホストされているファイルのユーザーは、ホストされているファイル内のレコードを変更、作成、
削除します。 

• 同期では、レコードの変更、作成、削除を実行します。 
• 同期は、ライブデータを処理することも、最初に中間テーブルにレコードを移動することもありま

す。 
• 展開されているファイル内のテーブルとフィールドは、ホストされているファイル内のテーブルと

フィールドと同じ、またはそれらのサブセットで、ホストされているファイル内のものと同じテー
ブル名およびフィールドを使用しています。 

 
前出の「同期ストラテジーの作成」のセクションで挙げた問題には、次のように対処します。 
 

• iOS デバイスの視点から見た計画 
o プロセスは、展開されているファイル内から起動します。 
o 最初の同期スクリプトに、[ユーザーによる強制終了を許可 [オフ]] および[エラー処理 [オ

ン]] を含みます（サブスクリプトはこれらの設定を継承します）。同期スクリプトでこれ
らのオプションを使用する詳細については、前出の「同期ストラテジーの作成」を参照し
てください。 

o 同期プロセスに組み込まれたすべてのスクリプトは、完全アクセス権で実行されます。 
• ネットワーク接続 

o サーバーが使用可能かどうかの確認 
§ 展開されているファイルは、ホストされているファイルが使用可能かどうかを確認

し、ホストされているファイルが使用可能でなければプロセスを強制終了し、ホス
トされているファイルが同期に使用可能であればプロセスの続行を許可します。 

§ ホストされているファイルを使用できない場合 
• サーバーを使用できなければ、展開されているファイルは同期スクリプト

を停止します。 
§ ネットワーク接続が解除された場合 

• 同期スクリプトにはキーポイントごとに、ホストされているファイルがま
だ使用可能かどうかを判別するテストを組み込みます。使用可能でなけれ
ば、同期スクリプトはログレコードを作成し、停止します。 

§ FileMaker Go をハイバネートする場合 
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• FileMaker Go が再び活動状態になると、 ホストされているファイルとの
接続を再び確立して実行中のスクリプトがあれば再開しようと試みます。
この場合も、ホストされているファイルが使用可能でなければ、同期スク
リプトはログレコードを作成し、停止します。 

§ 再接続と再認証 
•  fmreauthenticate 拡張アクセス権を有効にし、リモートユーザーがネッ

トワーク接続を再確立できる時間を 60 分に設定します。各自の同期シナ
リオでは、それぞれのユーザーの仕事の要件やネットワークの可用性に応
じて、適切な思われる時間の長さに設定する必要があります。 

• 同期の状況の追跡 
o 展開されているファイルとホストされているファイルの両方に「同期ログ」テーブルがあ

ります。同期スクリプトは、プロセス内の各アクションについてログレコードを作成しま
す。 

• ビジネスルール 
o レコードの削除を処理するために、スクリプトは各レコード内の主キーを、対応するテー

ブル内の一致する主キーと比較します。一致するレコードがなく、そのレコード作成タイ
ムスタンプが前回の正常な同期のタイムスタンプより前であれば、そのレコードを削除し
ます。 

o このサンプルのその他のビジネスルールとしては、変更がどのファイルで加えられたかに
かかわらず、「最新の変更が優先」します。 

• 同期の対象とするレコードの識別 
o 同期スクリプトは検索を実行するか ExecuteSQL( ) 関数を使用して両方のファイルでレコ

ード ID を収集し、前回の同期以降にいずれかのファイルで作成、変更、または削除された
レコードを分離します。 

• レコード作成/変更の順序 
o この例は、1つのテーブルのすべてのレコードを同時に処理します。前述のような時間の影

響を受けるシナリオでは、関連するレコードを処理する場合に親レコードから始めること
もできます。 

• データの交換 
o 展開されているファイルはローカル「コネクター」ファイルを起動して、リレーションシ

ップを介してレコードの交換と変更を管理します。これは主に、データの交換または同期
を完了した時点でホストされているファイルを閉じられるようにするためです。その他の
オプションに対応するために、それに代わるレコードの作成および交換の方法についても
説明します。コネクターファイルは、ホストされているファイルまたは展開されているフ
ァイルのオブジェクトフィールドに保管され、同期プロセスの一部として iOS デバイスに
展開されます。これによって、ユーザーが別個にコネクターファイルをインストールした
り管理したりする必要がなくなります。 

• レコードの変更 
o リレーションシップ 

§ コネクターファイルには、展開されているファイルおよびホストされているファイ
ル内の各テーブルとのリレーションシップが含まれています。 

o 主キー 
§ 展開されているファイルとホストされているファイルはどちらも、Get(UUID) 関数

を使用して主キーを生成します。これに代わる方法として、カスタマイズした計算
式を使用して固有の主キーを生成することもできます。 

o タイムスタンプ 
§ 同期の際に、ユーザーが変更した時点で収集した元のタイムスタンプを残すように

（同期手順でレコードが更新された時点の現行タイムスタンプによって上書きされ
ないように）、トリガおよび上書きフィールドを使用する各テーブルで変更タイム
スタンプを使用します。このテクニックでは、元の（ソースレコードの）変更タイ
ムスタンプを上書きフィールド（システムテーブルのグローバルフィールド）に入
れ、現在のレコードに zModStamp の値を戻す計算で、現行タイムスタンプ値よ
り優先させます。 変更タイムスタンプを生成する計算のトリガには、通常の自動入
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力タイムスタンプフィールドを使用します。さらに、展開されているファイル内の
システムテーブルのグローバルタイムスタンプフィールドを使用して、正常に完了
した前回の同期の開始タイムスタンプを保管します。 

o トランザクションの整合性 
§ 同期スクリプトは各レコード内のフィールドをループして、一致するレコードの関

連フィールドを比較し、どのフィールドを変更すべきか判別します。変更対象とな
るフィールドの入った変数を「事前ロード」する追加オプションについても説明し
ます。 

• ホストされているファイルの開閉 
o このサンプル同期プロセスが機能するには、iOS デバイス上で 3つのファイルが開いてい

る必要があります。展開されているファイル、ホストされているファイル、コネクターフ
ァイルの 3つです。 

o 展開されているファイルは、まずホストされているファイルを開き、次にコネクターファ
イルを開きます。ホストされているファイルが使用可能になっていない場合、展開されて
いるファイルはコネクターファイルを開く前にスクリプトを停止します。 

o 同期が完了すると、展開されているファイルはコネクターファイルを閉じ、次にホストさ
れているファイルを閉じます。ホストされているファイルを閉じることができるのは、ホ
ストされているファイルに対するテーブルオカレンスを含んだ他のファイルが開いていな
い場合に限られるため、最初にコネクターファイルを閉じる必要があります。一方のコネ
クターファイルは、そのテーブルに基づくテーブルオカレンスが展開されているファイル
内に含まれていると閉じることができないので、展開されているファイルにはコネクター
ファイルに対するテーブルオカレンスがないことを確認しなければなりません。コネクタ
ーファイルが閉じた後、展開されているファイルはホストされているファイルを閉じるこ
とができます。 

 
以下のセクションではサンプルスクリプト、追加オプション、詳細な説明を用いて、上記の概念に基づ
いた同期プロセスの基本的実装の概要を示します。 

 
 

ホストとの接続 
同期プロセスの最初のステップでは、ホストで展開されているファイルに接続します。以下のスクリプ
トステップは、ホストと接続し、何らかの理由でホストを使用できなければユーザーにアラートを出し、
その結果をログに書き込む処理を行います。スクリプトは、ホストされているファイルが使用可能かど
うかを確認するために、ホストされているファイルからユーザーの ID（この例ではユーザーテーブル
内の主キー）を、展開されているファイルのシステムテーブル内のグローバルフィールドに入れようと
します。このアクションに成功すれば、ホストされているファイルは使用可能で、同期プロセスを開始
することができます。成功しなければ、スクリプトはネットワーク接続に成功しなかったことをユーザ
ーに知らせ、その試みを記録するログ項目を作成します。 
 
このスクリプトは、展開されているファイル内の、展開されているファイルのシステムテーブルに基づ
くレイアウト上で実行するよう設計されています。 

 
Set Error Capture [On] 
Allow User Abort [Off] 
Set Field [System::gPivot; “”] 
Set Field [SyncLog::Action; “Contact hosted file”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Variable [$token; Value: “Handshake_” & GetAsNumber(Get(CurrentTimestamp))] 
#The SyncHandshake script is in the HostedOnServer file and is described below. 
Perform Script [“SyncHandshake” from file “HostedOnServer”; Parameter: $token] 
If [Let( 

$error =  
Case( 
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Get(LastError) = 100; "The hosted file is missing";  
Get(LastError) = 802; "Unable to open the hosted file"; 
Get(ScriptResult) ≠ $token; "The hosted file is currently unavailable" 
); 
not IsEmpty($error) 
)] 

Show Custom Dialog [Title: "Connection Error"; Message: $error & “.” Default 
Button: “OK”, Commit: “No”] 
Set Field [SyncLog::Result; $error] 
Halt Script 

Else 
Set Field [SyncLog::Result; “Hosted file handshake successful”] 

End If 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
上記のステップでは、スクリプトは HostedOnServer ファイル内のスクリプトを実行しようとします。
Get(LastError) の結果がゼロ以外の値の場合、またはスクリプトの結果が、ホストされているファイ
ル内のスクリプトにパラメーターとして受け渡された、提供されたトークンと等しくない場合には、カ
スタムダイアログがユーザーに対して同期は続行されないことを伝え、スクリプトは同期ログに障害レ
コードを作成します。同期ログへのリレーションシップは、レコードの作成を許可するよう設定してお
く必要があります。リレーションシップのこの強力な機能の詳細については、前出の「レコードの作成
と変更」セクションを参照してください。この機能は、サンプル同期スクリプトで良く利用されていま
す。 
 
次に示すのは、HostedOnServer ファイル内の “SyncHandshake” スクリプトの推奨コンテンツです。 
 

Exit Script [Result: Get(ScriptParameter)] 
 

スクリプトの作成に関するメモ: さまざまな条件に対応するために、変数の計算式を使って非常に
コンパクトなスクリプトを書くことが可能です。これらのサンプルスクリプトでは、通常、変数
に 1文字または 2文字の名前をつけています。たとえば、エラーは$e、タイムスタンプは$ts で
す。変数は、タイムスタンプやレコード ID のリストを保管したり、[フィールドを名前で設定] ス
クリプトステップのためにフィールド名を計算したりと、数多くの目的に使用されます。変数は、
[変数を設定] ステップだけでなく、Exit Loop If[ ]、If[ ]、Else If[ ]、および [フィールド設定 []] 
ステップのオプションで、設定および変更することができます。 

 
コネクターファイルの展開 
コネクターファイルを使用する場合、iOS デバイス上に展開することも、展開されているファイルま
たはホストされているファイル内のオブジェクトに保管しておき、iOS デバイスにエクスポートして開
くこともできます。展開されているファイル内の下記のスクリプトステップは、展開されているファイ
ル内のシステムテーブルの gContainer フィールドにコネクターファイルが保管されているものとして、
コネクターファイルをエクスポートして開きます。 

 
Set Field [System::gPivot; “”] 
Set Field [SyncLog::Action; “Export and open connector file”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Variable [$path; Value: "file:" & Get(DocumentsPath) & "SyncConnector.fmp12"]  
Export Field Contents [System::gContainer; “$path” ] 
Set Variable [$e1; Value: Get(LastError)] 
If [$e1 = 0] 

Open URL ["FMP://~/SyncConnector.fmp12?script=Run Sync"; No dialog] 
Set Variable [$e2; Value: Get(LastError)] 

End If 
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If [$e1 or $e2] 
Set Field [SyncLog::Result; Case($e1; “Export failed with error ” & $e1 & “.”; 

Connector file open command failed with error “ & $e2 & “.”)] 
Show Custom Dialog ["System Error"; Case($e1;“File export failure [error = “ & $e1 

& “]”; “Connector file could not be opened [error = “ & $e2 & “]”)] 
Halt Script 

Else 
Set Field [SyncLog::Result; “Connector file is open”] 

End If 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
 

最初のステップでは、SyncLog テーブルへのリレーションシップを管理する gPivot フィールドをク
リアし、次に SyncLog TO へのリレーションシップで […レコードの作成を許可] を使用して、コネク
ターファイルのエクスポートと開いている状態を追跡する新しいログレコードを作成します。次のステ
ップの[変数を設定]では、FileMaker Go 独自のドキュメントフォルダへのパスで変数を作成します。
[フィールド内容のエクスポート] ステップは、展開されているファイルのシステムテーブルに入ってい
るグローバルオブジェクトフィールドから、ファイルをエクスポートします。結果で変数を設定した後
（次の両方の If[ ] セクションで、エラー処理、ロギング、レポート作成に使用します）、[URL を開
く] ステップが FMP URL プロトコルを使用して、新しくエクスポートされたファイルにコールを送り、
OnFileOpen というスクリプトを実行します。この方法でスクリプトを呼び出すと、FileMaker Go 上
で効果的にファイルを開くことができます。 
 
[URL を開く] ステップの後、スクリプトは [URL を開く] ステップからの LastError の結果を保管し、
必要に応じてエラーダイアログを表示して、ログレコードの結果を設定します。 
 
ヒント: 同期プロセスが確実に最新バージョンのコネクターファイルを用いて実行されるよう、コ
ネクターファイルの OnFileOpen スクリプトに、ホスト内のオブジェクトフィールドにそれより新
しいバージョンがあれば新しいものに置き換えてから同期を進めるステップを追加することもでき
ます。 

 
コネクターファイルは、データ交換（および、レコード処理の機能も同時に実行される場合は、レコー
ド処理）の中心となるように設計されています。その目的は、同期の対象とするレコードを識別し、レ
コードデータを比較し、レコードの交換や変更を行い、ログレコードを作成することにあります。コネ
クターファイルが実行しないタスクが 2つあり、それはホストされているファイルを開くことと、閉
じることです。これらのタスクは、展開されているファイル（これがプログラムを開始します）内のス
クリプトによって、直接に実行されるためです。 
 
割り当てられたタスクを実行するために、コネクターファイルには以下のものが含まれていなければな
りません。 

 
• 展開されているファイルとホストされているファイルの両方に対するファイル参照 
• 展開されているファイルとホストされているファイルの両方で対応するテーブルに接続す

るテーブルオカレンス 
• 他の TOとのリレーションシップの作成に使用するグローバル格納テキストまたは数値フィ

ールド、グローバル格納タイムスタンプフィールドをはじめとした、適切なフィールドを
もつテーブル 

• コネクターファイル内のテーブルの TOと他の各 TO との間のリレーションシップ（下記
の図 7を参照） 

• コネクターファイル内のテーブルの TOに基づくレイアウト 
• 同期スクリプトが [レイアウト切り替え] ステップまたは [関連レコードへ移動] ステップを

使用する場合には、展開されているファイルおよびホストされているファイルの TOに基づ
くレイアウト 
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• 展開されているファイルによって呼び出されるスクリプトで、対象となるレコードを識別
する、ビジネスルールに従ってレコードをインポート、エクスポート、または変更する、
ログレコードを作成するもの 

 
次の図は、上記の基準に合うようにリレーションシップグラフを準備する方法を示しています。 
 

 
 

図 7: コネクターファイル内のリレーションシップグラフ 
 

ConnectorSystem TO の中で、gPivot はグローバル格納のテキストフィールドです。これは展開さ
れているテーブルとホストされているテーブルの間で、「ピボット」接続を作成するためのキーフィー
ルドとして機能します。gPivot フィールドに主キーを設定して、1つまたは複数のテーブルに同時に
有効なリレーションシップを作成することができます。  
 
DeployedSystem TO はグラフ上にあるので、同期スクリプトは前回の正常な同期タイムスタンプを
保管するフィールドを使用して作業をすることができます。この場合は、展開されているファイル内の
gSyncTimeStamp というグローバルフィールドがこれになります。gSyncTimeStamp フィールドの
グローバル格納により、前回の正常な同期の同期開始タイムスタンプを、リレーションシップなしにソ
リューション全体で使用することができます。 
 
SyncConnector.fmp12 ファイル内の Run Sync スクリプトは、最初の手順として、適切なレイアウ
トにナビゲートし、同期プロセス全体で参照する適切なタイムスタンプ値で変数を設定する必要があり
ます。 
 

Go to Layout [“SyncCentral” (“ConnectorSystem”)] 
Set Field [ConnectorSystem::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Retrieve timestamp values for sync run”] 
Set Variable [$SyncTimeStamp; Value: DeployedSystem::gSyncTimeStamp] 
Set Variable [$CurrentSyncTimeStamp; Value: Get(CurrentTimeStamp)] 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; “Sync start timestamp stored as a variable”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Field [ConnectorSystem::gPivot; “”] 
Set Field [HostedSyncLog::Action; "Sync commenced by " & DeployedSystem::gUserID & 

" at " & $CurrentSyncTimeStamp] 
Set Variable [$HostSyncLogID; Value: ConnectorSystem::gPivot] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
前出のタイムスタンプのセクションで取り上げた DeployedSystem::gSyncTimeStamp フィールドは、
前回の正常な同期のタイムスタンプが入っているグローバル格納フィールドです。それは同期スクリプ
ト内で後から使用するための変数内に設定され、同期が正常に完了すると$CurrentSyncTimeStamp
内の値に再設定されます。 同期が正常に完了しないと DeployedSystem::gSyncTimeStamp 内の値
は更新されず、その次の同期は、失敗した同期以降に削除または変更されたレコードではなく、その前
に正常に完了した同期以降に更新されたレコードを処理します。 
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この一連のステップでは、変数を前回の正常な同期のタイムスタンプおよび現行タイムスタンプに設定
しています。変数を前回の正常な同期のタイムスタンプに設定するということは、その値をフィールド
から引き出すのは 1回のみでなければならず、またスクリプトの継続期間ずっと変数からその値を参
照できることを意味します。$CurrentSyncTimeStamp 変数は、実際の同期の開始をマークするログ
レコードの作成直前のタイムスタンプ値を保存します。同期スクリプトの最後で、同期が正常に完了す
れば、この値が DeployedSystem::gSyncTimeStamp フィールドに書き込まれ、次の一連の削除と変
更の開始点を表すことになります。 
 
ログレコードは、まず gPivot フィールドをクリアし、次にログテーブル内のフィールドに値を設定す
ることで作成されます（ログテーブルへのリレーションシップでは、[このリレーションシップを使用
して、このテーブルでのレコードの作成を許可] を有効にします）。ログレコードはホストされている
同期ログ何にも作成され、そのログレコードの ID が変数に保存されて、ホストされているログテーブ
ル内に同期の結果（同期が正常に完了したかどうか）を記録するためにスクリプトの末尾で使用できま
す。 
 
展開されているファイル内の同期の対象とするレコードの識別 
完全な同期を行うためには、展開されているファイルとホストされているファイルの両方で変更された
すべてのレコードに対処しなければなりません。これは各レコード内の zModStamp フィールドを
$SyncTimeStamp 値と比較することで可能になります。いずれかのファイル内のレコードで、変更タ
イムスタンプが前回の同期開始以降になっているものは、現在の同期に含む候補になります。各ユーザ
ーがホストのレコードのサブセットのみを必要とする場合には、変更タイムスタンプの基準に加えて、
ユーザーのサブセットを定義する基準にも従って、ホスト上のレコードの同期候補レコードを選択する
必要があります。 
 
各自のソリューションで意味をなす基準を適用する場合には、各ファイル（ホストされているファイル
と展開されているファイル）内のテーブルのコンテキストから順々に作業して、それぞれのレコードを
相手側と比較することができます。あるいは、単一の視点に立って作業し、1つのコンテキストからリ
レーションシップを介して両方のファイル内のレコードに対処することもできます。 
 
以下の 3つの例は、同期の対象とするレコードを識別するための、それぞれに異なる方法を示してい
ます。検索を実行する方法、指定された変数名とテーブル名を使用して変数にレコード ID を収集する
方法、そしてインダイレクションを使用して変数にレコード ID を収集する方法（変数とテーブルはス
クリプトの実行時に決定される）です。 
 

検索の実行によるレコードの分離 
下記のステップは、前回の正常に完了した同期のタイムスタンプに基づいて、展開されているフ
ァイル内の単一のテーブルでレコードを分離する場合に使用できる方法の一例です。イタリック
体で示されているステップは、後続の 2つの方法にあるステップで置き換えることができます。 
 

Freeze Window 
Set Field [ConnectorSystem::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Find modified records in the deployed file”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Go to Layout [“DeployedCompanies” (DeployedCompanies)] 
Perform Find [Restore; DeployedCompanies::zModStamp: “> $SyncTimeStamp”] 
Set Field [System::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; “Found ” & Get(FoundCount) & “records”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Table; Get(LayoutTableName)] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
あるいは、[レイアウト切り替え] および [検索実行] ステップの代わりに [関連レコードへ移動] ス
テップを使用し、グローバルタイムスタンプフィールドと zModStamp フィールドの間で  “>” リ
レーションシップに基づいてレコードをフィルタリングするリレーションシップを使用すること
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もできます（[関連レコードへ移動] ステップの前に、スクリプトは$SyncTimeStamp 変数の値
をグローバルキーフィールド内に設定しておく必要があります）。 どちらの方法を選ぶ場合も、
同期に組み込むレコード候補を分離するステップを、同期する各テーブルについて実行しなけれ
ばなりません。 
 
変数へのレコード ID の収集 
各テーブルで検索を実行し、各テーブルのコンテキストからレコードをループする方法ではなく、
１つのコンテキストから作業するには、スクリプトで同期の対象となるレコードの ID を収集する
という方法があります。スクリプトではまず、変更されたレコードのキーの値を収集する必要が
あります。同期の対象となるレコードの主キーの値を収集しておけば、スクリプトで [関連レコー
ドへの移動] ステップを使用する必要はありません。ソーステーブルと宛先テーブルの間でリレー
ションシップをインスタンス化するために、ID を 1 回に 1個ずつ System::gPivot フィールドに
入れることによって、各レコードに順々に対処できるからです。この場合、ソーステーブルは
DeployedCompanies 、対応する宛先テーブルは HostedCompanies になります。 
 
ID を取り込むスクリプトシーケンスの例（上記の各テーブルのイタリック体で示したステップの
代わりに使用できるもの）を、次に示します。 

 
Set Variable[$CompanyIDs; Value: ExecuteSQL("Select CompanyID from 

DeployedCompanies where zModStamp > ?"; ""; ¶; $SyncTimestamp) 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; “Found ” & ValueCount($CompanyIDs) & 

“records”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Table; “Companies”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
上記の例で説明した方法を使用する場合、各テーブルについて、ログの Table フィールドに設定
する変数名とその値を必ず変更してください。 
 
インダイレクションを使用する変数へのレコード ID の収集 
各テーブルの ID 用に固有の変数を設定するステップを「ハードコーディング」する代わりに、各
テーブルの ID を収集するためのループと、ループごとに計算される変数を使用して、各テーブル
に固有の変数を作成することもできます。下記のステップでは変数を使用して、各テーブルの ID
を蓄積してそれぞれに変数名を作成します。 
 
 

Set Variable [$refList; Value: "DeployedCompanies|CompanyID¶ 
DeployedContacts|ContactID¶DeployedActivities|ActivityID" ] 

Loop 
Exit Loop If [ 

Let([ 
v1 = Substitute(GetValue($tables; 1); "|"; ¶); 
$table = GetValue(v1; 1); 
$field = GetValue(v1; 2); 
$refList = RightValues($refList; ValueCount($refList) - 1)]; 
IsEmpty($table) 

) ] 
Set Field [ConnectorSystem::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Locate modified records in deployed table: ” 

& $table] 
Set Variable [$IDs; Value: Evaluate("ExecuteSQL(\"Select " & $field & " from " & 

$table & " where zModStamp < ?\"; \"\"; \¶; $SyncTimeStamp)")] 
Set Variable [$countVar; Value: ValueCount($IDs) 
Set Variable [$calculatedVar; Value: Evaluate( 
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"Let($" & $table & "IDs = \"" & Substitute($IDs; ¶; "\¶") & "\"; \"\")")] 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; “Located “ & $countVar & “ records”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Table; $table] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

End Loop 
 

スクリプトのこの部分が完了すると、展開されているファイル内で同期の対象となるレコードを
持つ各テーブルについて、名前を持つ一連の変数ができます。この例では、変数は
$DeployedCompaniesIDs、$DeployedContactsIDs、$DeployedActivitiesIDs です。その後、
これらの変数内の値を使用し、それぞれのキーの値を gPivot フィールドに順々に入れることによ
って、リレーションシップを介して個々にレコードに対処し、処理することができます。リレー
ションシップグラフをわかりやすくするために、この例のテーブルオカレンスの名前には、関連
するテーブルの複数形を使用していますが、実際には単数形の名前にしたほうが上記の計算によ
る変数が読みやすく、また使いやすくなります。 
 

データの交換 
同期のシナリオが、まずレコードデータを交換し、後からそれを処理するものであれば、スクリプトで
は最初にデータを交換するだけにしなければなりません。レコードが変更されたファイルと同期するフ
ァイルとの間で、変更されたすべてのレコードを単純に転送する方法か、対象となるレコードをループ
して、対応するレコードに対し「優先」するレコードのみを移動させる方法を選ぶことができます。各
レコードを検査し、それを中間テーブルに移動するか同期スクリプトで変更するプロセスについては、
後出の「レコードの処理」で説明します。 
 
変更されたすべてのレコードを単純に移動するために、下記のステップの集まりは、展開されている会
社名テーブルから中間のホストされているテーブルにレコードをインポートし、次にホストされている
会社名テーブルで変更されたレコードを分離して、それらを中間の展開されているテーブルに移動しま
す。以下のスクリプトを前の例の[検索実行 []] または [関連レコードへ移動 []] ステップの後に加えま
す。 

 
Import Records [“SyncConnector.fmp12”]; [import from “DeployedCompanies”  

to “IntermediateHostedCompanies”; Add; Matching Names; Auto-enter Off] 
Go to Layout [“HostedCompanies” (HostedCompanies”] 
Perform Find [Restore; HostedCompanies::zModStamp: [≥ $SyncTimeStamp]] 
Import Records [“SyncConnector.fmp12”]; [import from “HostedCompanies”  

to “IntermediateDeployedCompanies”; Add; Matching Names; Auto-enter Off] 
 

ログレコードを作成して、Action、Result、Table の各フィールドを適宜ログレコード内に設定する
ステップを、（前の例のように）必ず組み込んでください。 
 
注: ユーザーがいずれかのシステムでレコードを削除する権限を持っている場合には、各テーブルで、
前回の正常な同期の前に作成され、対応するテーブルには存在していないレコードのリストを交換する
必要があります。これらの主キーを収集する方法については、「削除するレコードの識別」セクション
を参照してください。これらのリストはその後、「処理」スクリプトによってレコードの削除に使用さ
れます。 

 
別のレコード作成方法 
レコードのインポートに代わる方法は、対象レコードまたはレコード ID のリストをループし
てから、「ピボット」リレーションシップを使用してレコードを作成し、フィールドに値を入
力するものです。ピボットリレーションシップを使用するレコード作成については、後出の
「レコードの作成と変更」セクションを参照してください。すべてのフィールドに値を入力し
た後でレコードをコミットし、次のレコードのためにフィールドを設定する前に gPivot フィ
ールドをクリアしてください。 
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別の交換方法 
前述の通り、FMP URL プロトコルによって、ホストされているファイルにスクリプト実行の
コールを送信することができます。これは、ホストされているファイルにレコードを移動する
もう 1つの方法になります。たとえば、下記の形式の OpenURL スクリプトステップは、ホス
トされているファイル “HostedOnServer” 内のスクリプト “CreateNewRecord” を呼び出し、
フィールドからのデータが入力されたテーブル名、レコード ID、および会社名の変数を受け渡
します。  
 

Open URL [ "FMP://{ServerIPAddress}/HostedOnServer.fmp12? 
 script=CreateNewRecord&$Table=Companies&$ID=" & 

DeployedCompanies::CompanyID & "&$Company=" & 
DeployedCompanies::Company] 
[ No dialog ] 

 
交換したレコードを使用する「ライブ」への切り替え 
やはり前述の通り、同期スクリプトは、レコードが交換されてホストされているレコードを処
理する準備が整った時点で、ホストされているファイルまたは中間ファイルに通知する必要が
あります。これは、ホストされているファイル内にログレコードを作成する形式をとることが
できます。 
 

Set Field [SyncConnector::gPivot; “”] 
Set Field [HostedSyncLog::Action; “Record exchange complete (user ” & 
System::gUserID & “)”] 
Set Field [HostedSyncLog::TimeStampEnd; Get(CurrentHostTimeStamp)] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
レコードの交換のみについては、これがコネクターファイル内の同期スクリプトの最後になり
ます。次に、展開されているファイル内の同期スクリプトが、コネクターファイルおよびホス
トされているファイルを閉じる必要があります。 
 

Set Field [System::gPivot; “”] 
Set Field [SyncLog::Action; “Close connector file”] 
If [Position(¶ & DatabaseNames & ¶; ¶ & "SyncConnector" & ¶; 1; 1)] 

Close File [“SyncConnector”] 
End If 
Set Field [SyncLog::Result; “Connector file closed”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Field [System::gPivot; “”] 
Set Field [SyncLog::Action; “Close hosted file”] 
If [Position(¶ & DatabaseNames & ¶; ¶ & "HostedOnServer" & ¶; 1; 1)] 

Close File [“HostedOnServer”] 
End If 
Set Field [SyncLog::Result; “Hosted file closed”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
If [ ] ステートメントは、SyncConnector および HostedOnServer ファイルが開いているか
どうかを確認します。 この確認は必ず必要なわけではありませんが、使用可能なファイルに対
してのみアクションを実行することが、優れた実装方法です。 
 
展開されているファイル内では次に、スクリプトが独自の中間テーブル内でレコードを処理し
ます。スクリプトのこの部分、およびホスト上でレコードを処理するスクリプトでは、次のセ
クションで説明する方法に従う必要があります。 
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レコードの処理 
同期プロセスはようやく、レコードを更新する段階に達しました。ここでは、既存のレコードの変更、
削除されたレコードの削除、新規レコードの作成をおこないます。同期スクリプトはレコードをループ
し、一致する変更タイムスタンプを（存在する場合は）比較し、ビジネスルールに従ってどのレコード
を変更すべきかを判別する必要があります。ループは、対象レコードを 1つずつ順に進むよう、また
は 「展開されているファイル内の同期の対象とするレコードの識別」で説明した通り$IDs 変数（1つ
または複数）に収集されたレコード ID のリストを使用するよう、構成することができます。 
 

ホストされているレコードの「その場」での処理 
「その場」での処理は、コンテキストを変更せずに複数のテーブル内のレコードを処理できる、
柔軟で強力な方法です（効率的で、複数のレコードにわたるトランザクションの整合性を保つ
ためにレコードセットをコミットするタイミングをコントロールすることができます）。この
方法では、SyncConnector のシステムテーブルの TOが、図 7に示したように、展開されて
いるテーブルおよびホストされているテーブルそれぞれの TOに接続されている必要がありま
す。展開されている TOおよびホストされている TOのいずれかまたはすべてを、中間テーブ
ル内にレコードを作成したいか、ライブシステム内のレコードを処理したいかに応じて、ライ
ブテーブルではなく中間テーブルで指示することができます。SyncConnector::System 側で
は、展開されている TOおよびホストされている TOの各々でグローバルテキストフィールド
を自動入力 ID フィールドに関連付けなければならず、各リレーションシップの展開されてい
る側またはホストされている側で、[このリレーションシップを使用して、このテーブルでのレ
コードの作成を許可] オプションが有効になっていなければなりません。 
 
後続のスクリプトステップは、$IDs 変数（1つまたは複数）内の ID のリストを使用して、
SyncConnector のシステムテーブルのコンテキストから、展開されているファイル内の 1つ
のレコードおよびホストされているファイル内の一致するレコードとのリレーションシップを
確立します。スクリプトは次に、展開されているレコードの変更タイムスタンプを、対応する
ホストされているレコードの変更タイムスタンプと比較します。展開されているレコードがホ
ストされているレコードより後で変更され、ホストされているレコードがロックされていない
場合には、スクリプトは展開されているファイル内で値が変更されていたホストされているレ
コードで、フィールドを変更します。ホストされているレコードがロックされている場合、ス
クリプトはそのレコード ID をリストの末尾に移動して、一時的な「ロックされた ID」リスト
に割り当てます。その後、3回試行してもそのレコードを変更できなければ例外リストに移し
ます。 
 
さらに、ホストされているレコードに一致するものがないと、下記のステップがリレーション
シップの [このリレーションシップを使用して、このテーブルでのレコードの作成を許可] 機能
を通してホスト上に新規レコードを作成するか（展開されているレコードに前回の正常な同期
より後の作成日付がある場合）、作成タイムスタンプが前回の同期タイムスタンプより前であ
れば、展開されているファイルからそのレコードを削除します（これは、前回の同期以降に作
成された新規レコードではなく、前回の同期以降にホストから削除されたレコードであること
を示します）。  
 
[変数を設定] ステップで始め、前出の「展開されているファイル内の同期の対象とするレコー
ドの識別」から$IDs を確立します。 
 
Set Variable[$IDs; Value: ExecuteSQL("Select CompanyID from DeployedCompanies 

where zModStamp > ?"; ""; ¶; $SyncTimestamp)] 
Set Field [SyncConnector::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Update hosted records”] 
Set Variable [$SyncLogID; Value: SyncConnector::gPivot] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Loop 

Exit Loop If [Let([ 
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$id = GetValue($IDs; 1); 
$IDs = RightValues($IDs; ValueCount($IDs) - 1)]; 
IsEmpty($id) 
)] 

Set Field [SyncConnector::gPivot; $id] 
If [DeployedCompanies::zGenStamp > $SyncTimestamp or 
(HostedCompanies::zModStamp and DeployedCompanies::zModStamp > 
HostedCompanies::zModStamp) 

#If the current record was created after the last sync timestamp or there is a 
corresponding hosted record, set the appropriate fields (this will either create a 
new record or modify an existing one). 
Set Field [HostedSystem::gModOverride; DeployedCompanies::zModStamp] 
Set Field [HostedCompanies::Company; DeployedCompanies::Company] 
If [Get(LastError) = 301] 

Set Variable [$variables; Value: Let([ 
$IDs = $IDs & If(PatternCount($LockedIDs; $id) < 3; Left(¶; not 

IsEmpty($IDs)) & $id); 
$LockedIDs = $LockedIDs & Left(¶; not IsEmpty($LockedIDs)) & $id; 
$ExceptionsList = $ExceptionsList & If(PatternCount($LockedIDs; $id) > 3; 

Left(¶; not IsEmpty($ExceptionsList)) & $id)]; 
"" 
)] 

Else 
Set Variable [$modCount; Value: Let([ 

$modCount = If(HostedCompanies::Serial#; 1) + $modCount; 
$createCount = If(IsEmpty(HostedCompanies::Serial#); 1) + 
$createCount]; 
"")] 

Set Field [HostedCompanies::Location; DeployedCompanies::Location] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Field [HostedSystem::gModOverride; “”] 

End If 
Else If [DeployedCompanies::zGenStamp < $SyncTimeStamp and 
IsEmpty(HostedCompanies::CompanyID] 

#If the current record was created before the last sync and not modified since 
AND there is no corresponding hosted record, delete the deployed record. 
#Be sure named portals are on the current layout 
Go to Object [Object Name: CompaniesPortal] 
Go to Portal Row [Select; First] 
Set Field [DeployedCompanies::Company; DeployedCompanies::Company] 
If [Get(LastError) = 301] 

Set Variable [$variables; Value: Let([ 
$IDs = $IDs & If(PatternCount($LockedIDs; $id) < 3; Left(¶; not 
IsEmpty($IDs)) & $id); 
$LockedIDs = $LockedIDs & Left(¶; not IsEmpty($LockedIDs)) & $id; 
$ExceptionsList = $ExceptionsList & If(PatternCount($LockedIDs; $id) > 3; 

Left(¶; not IsEmpty($ExceptionsList)) & $id)]; 
"" 
)] 

Else 
Delete Portal Row [No dialog] 
Set Variable [$deleteCount; Value: Let($deleteCount = (Get(LastError) = 0) + 

$deleteCount; "")] 
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End If 
End If 

End Loop 
Set Field [SyncConnector::gPivot; $SyncLogID] 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; $modCount & “ records modified, ” & 
$createCount & “ records created and “ & $deleteCount & “ records deleted”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
 
このサンプルスクリプトでは、複数の異なる [変数を設定] ステップを使用するのではなく、ス
クリプトのこの部分で使用する変数を [Exit Loop If ] ステップ内の Let ステートメントで設定
しています。各ループについて、$IDs の最初の値は削除されます。リストに残っている値がな
い場合（すなわち個々の値 $id が空白の場合）には、ループを出ます。当然ですが、テーブル
固有の $ID 変数を使用している場合には、上記ステップ全体を通して $IDs を正しい変数名に
変更してください。 
 
注: フィールドの設定には、[フィールドを名前で設定 []] スクリプトステップを使用して、
「インダイレクション」を用いることができます。その場合、設定するフィールド名と値
の両方を計算する必要があります。この方法では、スクリプトにテーブルごとの別々の [フ
ィールド設定] ステップを組み込む必要がないため、よりコンパクトなスクリプトを作成す
ることができます。 

 
[フィールド設定] ステップ (展開されているレコードの変更タイムスタンプとホストされてい
る変更タイムスタンプを比較する [If] ステップの後の) は、Company フィールドに値を設定
しようとします。これにより、レコードがロックされていなければレコードを開き（そしてロ
ックし）、またレコードがロックされていればエラー301（レコードは別のユーザーによって
使用中）を戻します。レコード変更の試行回数をハードコーディングすることも、ユーティリ
ティーやシステムテーブルのフィールド内に回数を設定することもできます。こうしたフィー
ルドに回数を設定する場合は、スクリプト実行時に変数の値を保存し、同期プロセス全体で 1
回だけ引き出されるようにします。 
 
注: スクリプトが、展開されているレコードの変更タイムスタンプとホストされているレコ
ードの変更タイムスタンプを比較している限り、「逆方向」でレコードを変更する選択肢
があります。たとえば、展開されているレコードの変更タイムスタンプのほうが、ホスト
されているレコードの変更タイムスタンプより前の場合、ホストされているレコードは展
開されているレコードより後で変更されたとみなすことができます。ルールに、そのよう
な場合はホストされているレコードが「優先」すると定められているなら、展開されてい
るレコードのフィールドをホストされているレコードの値に設定するステップを同期スク
リプトに追加します。フィールド設定のアクションは、特定のテーブルにハードコーディ
ングすることも、前述の通り [フィールドを名前で設定 []] を用いて計算することもできま
す。 

 
最後に、スクリプトはそのレコードを削除すべきかどうかを確認するテストを行い、適切なポ
ータル行に進み、そのポータル行を削除します。必ずレイアウトにポータルを追加し、各ポー
タルを、レコードを削除したいテーブルに対応させてください。各ポータルにはオブジェクト
名が必要で、それはレイアウトモードのインスペクタの [位置] タブで指定することができます。  
 
レコードを中間テーブルに移動するには、エラー 301 をテストする if ステートメントと、そ
れに接続されている [変数を設定]、[Else]、および [End If] ステップを削除し、イタリック体
で示されているステップを下記のステップに置き換えます。 
 

Set Field [HostedIntermediateCompanies::CompanyID; 
DeployedCompanies::CompanyID] 



    
FileMaker 同期ガイド ‒ v12.0 

 
36 

Set Field [HostedIntermediateCompanies::Company; 
DeployedCompanies::Company] 

Set Field [HostedIntermediateCompanies::Location; 
DeployedCompanies::Location] 

 
ここでも、[フィールドを名前で設定 []] ステップを使用して中間テーブル内にレコードを作成
し、各ターゲットフィールドを別々に指定する必要を避けることができます。 
 
削除するレコードの識別 
スクリプトの上記の部分は、前回の同期以降に変更されたレコードのみを調べるので、ホスト
されているファイルでは削除されていても展開されているファイルでは変更されていない可能
性があるレコードを考慮に入れていません。同期プロセスをデータ交換のステップと処理のス
テップに分割する場合は、「交換」の部分で、削除するレコードのリストを受け渡すよう構成
することができます。リストは下記の [変数を設定 []] ステップを用いて計算でき、後続のステ
ップを「処理」の部分に統合することができます。 
 
交換のステップと処理のステップが同じスクリプトに含まれているなら、下記のステップが、
前回の同期以降に変更されていなくても対応するシステムからは削除されたレコードを識別し、
削除します。このサンプルは上記のスクリプト内と同じモデルを使用しており、コネクターフ
ァイルのシステムテーブルのコンテキストから実行し、コネクターファイル内のスクリプトコ
ンテキストのレイアウト上にある名前のついたポータルオブジェクトを使用して、レコードを
削除します。 
 
Set Field [SyncConnector::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Identify records to be deleted”] 
Set Variable [$SyncLogID; Value: SyncConnector::gPivot] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
#Collect the IDs of deployed records created before the last sync timestamp that 
have no corresponding hosted record. 
Set Variable [$IDs; Value: Value: ExecuteSQL("Select CompanyID from 

DeployedCompanies where zGenStamp < ? and not exists (select * from 
HostedCompanies where 
DeployedCompanies.CompanyID=HostedCompanies.CompanyID)"; ""; ¶; 
$SyncTimeStamp)] 

Loop 
Exit Loop If [Let([ 

$id = GetValue($IDs; 1); 
$IDs = RightValues($IDs; ValueCount($IDs) - 1)]; 
IsEmpty($id) 
)] 

Set Field [SyncConnector::gPivot; $id] 
#Be sure named portals are on the current layout 
Go to Object [Object Name: DeployedCompaniesPortal] 
Go to Portal Row [Select; First] 
Set Field [DeployedCompanies::Company; DeployedCompanies::Company] 
If [Get(LastError) = 301] 

Set Variable [$variables; Value: Let([ 
$IDs = $IDs & If(PatternCount($LockedIDs; $id) < 3; Left(¶; not 

IsEmpty($IDs)) & $id); 
$LockedIDs = $LockedIDs & Left(¶; not IsEmpty($LockedIDs)) & $id; 
$ExceptionsList = $ExceptionsList & If(PatternCount($LockedIDs; $id) > 3; 

Left(¶; not IsEmpty($ExceptionsList)) & $id)]; 
"" 
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)] 
Else 

Delete Portal Row [No dialog] 
Set Variable [$deleteCount; Value: Let($deleteCount = (Get(LastError) = 0) + 

$deleteCount; "")] 
End If 

End Loop 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Field [SyncConnector::gPivot; $SyncLogID] 
Set Field [DeployedSyncLog::Result; $deleteCount & “ records deleted”] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 

 
レコードのロック間隔の短縮 
上記のステップは、各フィールドに「タッチ」することによって、対応するレコードを変更す
るタスクを実行します。この方法では、加える変更がほとんどない場合、必要以上にレコード
がロックされる時間が長引きます。この時間を減らし、変更の必要がないフィールドへのタッ
チを避けるには、変更の必要があるフィールドのリストをその値とともに収集します。このリ
ストにより、[フィールドを名前で設定 []] ステップを使用してフィールドを設定して、リスト
で指定されているフィールドのみを設定することができます。 
 
展開されているレコードの処理 
ホストされているレコードが変更された後（または変更された展開されているレコードが、ホ
ストされているファイル内の中間テーブルにプッシュされた後）、スクリプトはホストされて
いるレコードを識別して、展開されている一致するレコードを変更または削除するか、中間テ
ーブル内にレコードを作成することができます。その手順は、ホストされているレコードをそ
の場で処理するのと同じで、検索を実行してレコードをループするか、主キーのリストを収集
して 1回に 1つずつ値を処理します。 
 
注: スクリプトで検索を実行し、レコードをループする方法を選択する場合、同じ「ピボット」
リレーションシップを利用してレコードを追加または更新することができます。一方ファイル
内のテーブルを示す TOに基づいて、レイアウトのコンテキストから他方のファイル内のレコ
ードを作成または変更するためには、ConnectorSystem テーブルに少なくとも 1個のレコー
ドが入っている必要があります。既存のレコードを変更するには、関連するキー値をまず
ConnectorSystem テーブル内のグローバルキーフィールド（“gPivot”）に書き込んで、現在
のコンテキストとターゲットの TOの間にリレーションシップパスを確立しなければなりませ
ん。 
 
ホスト上でスケジュールされたスクリプト 
レコードを交換した後で処理する場合、上記スクリプトステップの変更バージョンを使用して、
中間テーブルを処理することができます。各自のシナリオに適した間隔で中間テーブル内のレ
コードを処理するために、FileMaker Server またはスタンドアロンロボットシステムにスク
リプトをスケジュールできます。たとえば、ユーザーが 1日を通して同期しているなら、スク
リプトを数分おきに実行することになります。ユーザーが通常は午前中または夜間に同期する
なら、スクリプトをその期間に実行するようスケジュールします。 
 
スクリプトは、コネクターファイル内の同期スクリプトと同様の形式に従う必要があります。
適切なレコードを識別し、そのレコードをループしてライブテーブル内の対応するレコードと
比較し、必要に応じて更新します。このスクリプトは、単純にライブレコードを更新するよう
設計することもできますが、展開されているレコードを中間テーブルに移動した後でホストさ
れているレコードが変更された場合に備え、中間テーブル内のレコードの変更タイムスタンプ
をホストされているレコードの変更タイムスタンプと比較することが推奨されます。 
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展開されているファイル内での処理 
ここでも、レコードを交換した後で処理する場合、上記スクリプトステップの変更バージョン
を使用して、展開されているテーブルを処理することができます。レコードを交換し、コネク
ターファイルとホストされているファイルを閉じた後、中間テーブルのレコードを処理するた
めに、そのスクリプトを継続することも別のスクリプトを呼び出すこともできます。この場合、
gModOverride のメカニズムを使用して、各レコード内の zModStamp フィールド が、中間
テーブル内のレコードデータと共に保存されている変更タイムスタンプに設定されるようにし
ます（中間テーブルのどのフィールドも自動入力に設定せず、同期スクリプトによってソース
レコードのデータを入力する必要があることを忘れないでください）。 
 
中間レコードの削除 
中間レコードを保持して、異なるユーザーによる変更の履歴として役立てることができ、その
場合は処理済みとして識別するように処理スクリプトが状況フィールドを更新するか、アーカ
イブに転送する必要があります。それ以外のすべての場合には、中間レコードの処理が終わり
次第、それらを削除する必要があります。 
 

接続解除とハウスキーピング 
レコードが交換され、この交換が同期の一部の場合は、処理された後、交換または同期の結果を文書化
するログレコードを作成します。 

 
Set Variable [$EndSyncTimeStamp; Value: Get(CurrentTimeStamp)] 
Set Field [SyncConnector::gPivot; $HostSyncLogID] 
Set Field [HostedSyncLog::Result; “Sync by “ & DeployedSystem::UserID & “ complete 
at ” & $ EndSyncTimeStamp] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Set Field [SyncConnector::gPivot; “”] 
Set Field [DeployedSyncLog::Action; “Sync complete at ” & $ EndSyncTimeStamp] 
Commit Records/Requests [Skip data entry validation; No dialog] 
Exit Script [Result: $CurrentSyncTimeStamp] 
 

最後に、「レコードの交換」セクションで述べた通り、コネクターファイル内の同期スクリプトが終了
したら、展開されているファイルがコネクターファイルとホストされているファイルを閉じ、同期が完
了したことをユーザーに通知する必要があります。 

 
注: ユーザーへの最後の通知では、削除、変更、作成されたレコードや更新されなかったレコードの数
に関する情報を伝えることもできます。その場合、コネクターファイル内のスクリプトの適切な部分で
情報を収集しておくようにします。たとえば、スクリプトの結果として呼び出しスクリプトに戻された
スクリプト変数で、グローバル変数で、またはログレコードでなどです。 

結論 
本書で説明したオプションはガイドとして役立てられることを目的とし、読者独自の同期システムの基礎と
して使用でき、読者独自のアプローチのためのアイデアを提供します。同期の全体的な概念はシンプルです。
1つ以上のレコードセットに変更を加えて、他のレコードセットと一致させることです。実際のプロセスは、
ビジネスルールによって、また比較と変更をライブレコード間で行うか中間レコード間で行うかによって、
細かく、複雑になることがあります。ただし、複雑さには、きちんとした計画とFileMakerの機能と特色を
賢明に利用することによって対処することで、堅固で信頼できる同期システムを作成することができます。 
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