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バージョン・アップデート
バージョン 1.2.1
• iOS互換のプリンタでの印刷をサポートしました。
• データを変更すると、変更内容が自動的にグラフに反映されます。
• オブジェクトフィールドで署名の挿入をサポートしました。
• データベースがホストされている環境でロックされているレコードにアクセスしたときに、そのレコードを使用して

いるユーザにメッセージを送信することができるようになりました。
• 非表示ファイルに設定されている共有ファイルを開くことができるようになりました。
• アプリケーション言語として簡体字中国語をサポートしました。

• Webビューアオブジェクト、レイアウトオブジェクト、および休止状態からの復帰のパフォーマンスを強化しました。

バージョン 1.1.2
• アプリケーションがフランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、日本語をサポートできるようになりました。
• 一時的な場所にファイルを保存し、スクリプトを使って上書きすることができます。
• 大型の画像やオブジェクトフィールドに関する互換性の問題が解決されています。
• マルチファイルのソリューションにおいて同じアカウント名とパスワードを一度だけ入力することによって、休止状

態からソリューションを復元することができます。
• 一般的な互換性の問題が解決されています。

バージョン 1.1.1
• スクリプトまたはメニューコマンドを使って PDFを作成し、メール送信することができます。
• スクリプトまたはメニューコマンドを使ってデータベースのコピーを保存することができます。
• スクリプトまたはメニューコマンドを使ってフィールド内容をエクスポートすることができます。
• デバイスの画像ライブラリに保存されている、またはデバイスのカメラで撮影した写真をオブジェクトフィールドに

保存することができます。
• URL構造を使って外部アプリケーションから FileMaker Goにデータを渡すことができます。
• FileMaker Goが「.USR」の拡張子が付けられたファイルを開くことができるようになりました。
• スクリプトや休止状態をモニタします。後述の「サポートされている主な機能」を参照してください。

持ち歩く FileMaker
FileMaker Go®は、FileMaker Pro®の iOSクライアントです。FileMakerの .fp7形式のファイルを FileMakerホスト（Pro
または Server）のクライアントとして、あるいはデバイスに保存されているローカルファイルとして FileMaker Proとほ
とんど変わらない方法で実行することができます。

ホストされている FileMakerソリューションに関する FileMaker Goの操作感覚は、iOSの Safari Webブラウザでフル
サイズのWebコンテンツを閲覧するのとかなりの部分で一致しています。ピンチでのズームやスワイプでのスクロールと
いった iOSの動作を活用することによって、大型の画面を対象に作成された FileMaker Proソリューションを iPhoneや
iPad上で快適に操作することができます。この技術概要にも記載されている相違点はあるものの、既存の FileMaker Pro
ソリューションを FileMaker Proとほとんど同じように操作することができます。したがって、既存のソリューションに改
良を加えなくても iPhoneや iPadからそのソリューションにログインし、アクセスすることができます。FileMaker Goは、
FileMaker Proのユーザに専用のカスタムモバイルソリューションを提供することができます。アプリケーションを開発す
るために iPhone ネイティブのObjective-Cや Javaや PHPといったツールを使用したモバイルWebアプリケーション
の開発者を雇う必要はありません。
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ほとんどの機能が利用できるとは言っても、いくつかの制限はあります。特にスクリプトに関する説明には注意が必要です。
アプリケーションの内容およびその使用頻度にもよりますが、特定のレイアウトやデータベースファイルをモバイルデバイ
ス用に書き換える設計者も出てくるはずです。こうしたモバイル用のレイアウトは、小さな画面サイズへの適合を目的とし
たものになることも、単にタッチしやすいようにコントロールを大きくしただけのものになることもあります。ホストされ
ている既存のソリューションに対するモバイルインタフェースは、同期やデータの再入力を行うことなく、手早く簡単に注
文のステータスを確認し、費用を入力するといった操作が可能になるため、外回りの販売員のような方々には便利なツール
となります。

FileMaker Goでは、デバイスに保存されているローカルの .fp7ファイルを使用することもできます。ローカルアクセス
は、参照情報など、他のユーザと共有する必要のない情報を手早く確認する際に便利に利用することができます。たとえば、
Webへのアクセスに不安が残るような地域に出張する際に既存の連絡先データベースを持って行きたいといった場合でも、
そのデータベースのコピーをデバイスに保存しておけば、いつでも参照することができます。FileMaker Goへのファイル
のロード方法およびオープン方法については、次のWebページを参照してください。

iPhoneの場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/1/jp/index.html

iPadの場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/1/jp/index.html

このテクニカル ブリーフでは、FileMaker Goでサポートされている機能とサポートされていない機能の詳細とともに最良
の対処方法について説明します。FileMakerの開発者は、クライアントのテストや開発を行う際に常にクライアントの互換
性について考えなければなりません。また、そのことを考慮して開発したかどうかにか関わらず、すべてのソリューション
について、デスクトップ上の FileMaker Pro とモバイルデバイス上の FileMaker Go の両方からアクセスされる可能性に
注意をはらう必要があります。

FileMaker Goにはじめて触れる方には、次のWebサイトで公開されている「FileMaker Go デベロップメントガイド」
をお読みいただくことを推奨します。

http://fmdl.filemaker.com/kk/product_documentation/filemaker-go/fmgo_development_JA.pdf 

このテクニカル ブリーフに掲載されているスクリーンショットやユーザインタフェース要素（アート、ボタン、レイアウト
など）は、すべて Soliant Consultingによって作成された「FileMaker Go Toolkit」データベースから取り込んだものです。
このツールキットは、FileMaker Goのインタフェースを設計するための素材や例をまとめたもので、次のWebサイトか
ら無償でダウンロードすることができます。

http://www.soliantconsulting.com/gotoolkit/

OS要件（最小要件）
前述のように FileMaker Goは、モバイルデバイスに保存されているローカルファイルまたは FileMaker Serverや
FileMaker Proによってホストされているデータベースに接続して使用するクライアントです。

• iPhoneおよび iPod Touch： iOS 4.2.1以上
• iPad： iOS 4.2.1以上

ホスト：
• FileMaker Server / Server Advanced 10および 11

• FileMaker Pro / Pro Advanced 10および 11

ネットワーク：
WiFiおよび 3Gネットワークを使用することができます。現段階では、Edgeネットワークはサポートされていません。

FileMaker Goは、LDAP経由で FileMaker Serverのホストにアクセスすることはできません。また、LDAPホストから
の SSL証明書の表示や使用もできません。
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サポートされている主な機能
FileMaker Proの使用や開発に精通した方であれば、FileMaker Goが FileMaker Proであることにすぐに気づくはずです。
FileMaker Proのほとんどの機能がサポートされているため、これらの機能をすべて記載するのは、無駄でかつ余分かもし
れません。FileMaker Goは、FileMaker Proとほとんど同じように動作するクライアントですが、開発機能はありません。
レイアウトモードをはじめとする開発ツールも用意されていません。データベースを操作することは可能ですが、データベー
スを作成したり、その構造（スキーマ）を変更することはできません。Bento®や数年前の製品になりますが FileMaker 
Mobileといった製品に精通している方もいらっしゃるでしょう。これらの製品がデータを共有するための限定的な同期に
依存しているのに対して、FileMaker Goでは、FileMaker Serverおよびホストされているデータベースにライブでアク
セスすることができます。また、データベース全体をモバイルデバイスにコピーし、モバイルデバイスから書き戻すことも
できます。

ここでは、FileMakerプラットフォームの重要な機能に注目し、FileMaker Goとの相違点をあきらかにしていきます。
FileMaker Goのインタフェースについてお知りになりたい場合は、次のWebサイトを参照してください。

iPhoneの場合： http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/1/jp/index.html

iPad の場合： http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/1/jp/index.html

データの入力と変更したレコードの確定
FileMaker Proの場合と同様、ネットワーク接続経由で、あるいはデバイス上でローカルに開いたデータベースに対して、
ブラウズモードでデータを入力し、変更し、確定することができます。レコードが確定されると、FileMaker Proの場合と
同じように、レコードレベルのスクリプトトリガ、自動入力、フィールドの検証、索引の更新などがすべて実行されます。
FileMaker Goでフィールドからタップアウトすると、FileMaker Proでフィールドからクリックアウトしたときとまった
く同じ処理が行われます。

データベースがホストされている環境において、他のユーザによってロックされている（他のユーザによって使用されてい
る）レコードを編集したいと思ったときに、FileMaker Goユーザから現在レコードを編集しているユーザにメッセージを
送ることができます。iOSのガイドラインに従っているためにユーザインタフェースは異なりますが、機能および操作感覚
は FileMaker Proの場合と変わりありません。

テキスト
フィールドへのテキスト入力も完全にサポートされていますが、FileMaker Proの場合とは操作方法が若干異なります。

キーボードが表示されているときにテキスト上をダブルタップして FileMaker Go上でテキストを選択すると iOSのテキ
ストコントロールを使ってカット、コピー、貼り付け、およびスペリング訂正を行うことができます。最後のスペリング訂
正は、FileMaker Proの［編集］メニューのコマンドと英文スペルチェック機能に代わるものです。

ユーザが変更できるテキストは、64,000文字までです。ほとんどありえない状況ですが、テキストフィールドに 64,000
を超える文字が入力されている場合、入力文字数がこの限界に近付くと、iOSによって単語の切れ目でテキストが切り詰め
られます。64,000を超える文字が入力されているテキストを編集または選択しようとすると、エラーメッセージが表示さ
れます。FileMaker Goでもテキストは正常に表示され、読むことができますが、64,000文字を超えるテキストを編集で
きるのは FileMaker Proだけになります。

FileMaker Goでも FileMakerデータベースに保存されているリッチテキストを正しく表示することができますが、iOSで
は、強調表示、字消し線、字間狭く、字間広く、スモールキャップ、上付き、下付きはサポートされていません。これらの
スタイルは、表示はされませんが、保存はされているため、FileMaker Proに戻すと表示されます。

太字、斜体、タイトル、大文字、小文字、単語下線、二重下線（下線として表示されます）は表示されます。単一のテキス
トブロックに複数の段落スタイルを適用したリッチテキストの属性の操作、タブストップの入力、行間の設定はサポートさ
れていません。リッチテキストの属性が設定されているフィールドのテキストを変更すると、FileMaker Goによってサポー
トされていないすべてのスタイルがフィールドのデフォルト属性に戻されます。したがって、テキストに適用したスタイル
や段落属性が失われることになります。
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FileMaker Goでは、オートコンプリートはサポートされていません。［既存の値を使用してオートコンプリート］が設定
されているテキストフィールドは、このオプションが選択されていないテキストフィールドと同じように動作します。また、
FileMaker Goでは、索引からテキストを挿入することもできません。

アジアの言語もサポートされていますが、日本語の縦書きやふりがなはサポートされていません。OnObjectKeystrokeお
よびOnLayoutKeystrokeスクリプトトリガが設定されているフィールドでは IMEの入力が機能しなくなります。

数字
数字フィールドに表示可能限界を超える桁数の値が入力されていても、FileMaker Goは、FileMaker Proのように「?」
を表示しません。代わりに iOSの切り詰めメカニズムが機能します。文字揃えの設定によっても結果の表示方法が多少異
なります。中央揃えまたは右揃えが設定されている場合、最初の文字に続けて省略記号が表示されます。たとえば、「8050」
のときには「8...」と表示されます。左揃えの場合は、最初の数文字だけが表示され省略記号は表示されません。上と同じ
例を使うとすれば、「805」と表示されます。結果として、レイアウトに数字フィールドを追加する際には、こうした動作
がユーザに与える影響に配慮しなければなりません。

日付と時刻
日付と時刻は、FileMaker Proと同様に動作しますが、データの入力には iOSのコントロールが使用されます。

     

タイムスタンプの iOSコントロールでは、秒（あるいは秒の小数部）の挿入はサポートされていませんが、iOSコントロー
ルを使用する前または後で時刻およびタイムスタンプフィールドに秒を入力することは可能です。

キーボードショートカットやメニューを使って直接現在の日付、時刻およびタイムスタンプを入力することはできません。
このような機能を利用したい場合は、こうした機能を実行するためのスクリプトを記述し、レイアウト上のボタンに割り当
てます。また、OnObjectEnterなどのスクリプトトリガを使って、データ入力の開始点に目的のデータを入力することも
できます。
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フィールド・オブジェクト
繰り返し、チェックボックス、ラジオボタン、および値一覧を含むフィールドコントロールは、すべてサポートされています。

データ書式及び条件付き書式が適用されているフィールドも FileMaker Proの場合と同じように表示されます。

FileMaker Goの場合、スクリプト以外の方法でラジオボタンの値を消去することはできません。

レイアウト・オブジェクト
タブコントロール、ボタン、ポータルおよびWebビューアオブジェクトは、すべてサポートされています。iPadや
iPhone上のレイアウトも FileMaker Pro上に表示されるのとほぼ同じように表示されます。線、長方形、角丸長方形、円
といった幾何学的なオブジェクトに対しては、線、塗り、線幅、浮き出し／彫り込み／影付きといった書式オプションもサ
ポートされています。ただし、塗りつぶしパターンは例外で、FileMaker Go上では無視されます。FileMaker Goは、ポッ
プアップヘルプはサポートしていません。

タッチインタフェースでは、ポップアップヘルプを表示するためのポインタを合わせるだけという操作ができないため、
FileMaker Go上にポップアップヘルプはサポートされていません。したがって表示することもできません。

オブジェクトフィールド
オブジェクトフィールドに対しては、iOSによってサポートされているGIF、PNG、JPG、および TIFFの各画像形式がサ
ポートされています。PDF、Word、Excelを含む他の形式のファイルを保存し、表示することもできます。サウンドやビ
デオを保存することもでき、タップして再生することもできます。空のオブジェクトフィールドをタップすることによって、
カメラで撮影した画像やデバイスの画像ライブラリに保存されている画像を挿入することができます。また、署名を挿入す
ることもできます。オブジェクトフィールドにデータが保存されている場合は、そのファイルを開く、あるいはデバイスの
ローカルメールクライアントを使ってメール送信することができます。オブジェクトフィールドをタップして iOSのキー
ボードを開き、もう一度タップしてコンテキストメニューを開いて目的のメニュー項目を選択することにより、オブジェク
トのコピー、ペースト、削除を行うことができます。iOSのクリップボードに画像が保存されている場合は、このメニュー
を使ってペーストすることができます。また、オブジェクトフィールドからデータをコピーし、別のオブジェクトフィール
ドやMailなどのアプリケーションにペーストすることもできます。

署名を挿入機能が有効になっていると、署名を挿入ウインドウが開きます。このウインドウでは、iOSデバイスのタッチ画
面を使って、署名を記入することができます。署名を記入したら、［消去］ボタンをタップして記入した署名をクリアする、
［キャンセル］ボタンをタップして何も変更せずにオブジェクトフィールドから抜ける、［承認］ボタンをタップしてオブジェ
クトフィールドに署名を保存する、のいずれかの操作を行うことができます。署名を保存すると、その署名の PNG画像が
作成されます。

参考：署名を挿入ウインドウは横向きの表示のみをサポートします。画面が縦向きモードにロックされているデバイスでも
同じです。署名の挿入で生成したPNG画像は、オブジェクトフィールドに保存されている他の画像と同じように表示したり、
メール送信することができます。

検索モード
FileMaker Proでお馴染みの検索モードやクイック検索もサポートされていて、複数の検索条件を使った検索や絞り込み、
拡大といったオプションを使用することもできます。検索モードでは、演算子のリストは表示されませんが、手動で入力す
ることは可能です。

グラフ
FileMaker Pro 11でサポートされているすべてのタイプのグラフオブジェクトが FileMaker Goでもサポートされていま
す。FileMaker Goに表示されるグラフもライブグラフとなり、グラフの定義に使用されているデータが変更されると、そ
の変更がグラフに反映されます。
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印刷および PDFへの保存
FileMaker Go 1.2.1では、iOSと互換のプリンタを使って直接印刷を行うことができるようになりました。FileMaker Go
の印刷機能は、FileMaker Proの印刷機能と同じようなものですが、iOSによってサポートされている印刷オプションが異
なるため、多少の違いがあります。

FileMaker Goの印刷機能では、次の処理がサポートされています。これらの機能は、あらかじめ FileMaker Proを使って
設定しておかなければなりません。

• レイアウトオブジェクトを縮小またはスライドする。
• レイアウトパートを縮小する。
• レイアウトオブジェクトを非表示にする。
• 複数列で印刷する。
• ページ余白を固定する。

次のオプションは、FileMaker Goの印刷ダイアログから直接指定することができます。

• 特定の範囲のレコードを印刷する。
• 開始ページをページ番号で指定する。
• ページサイズ：選択されているページサイズが見つからない場合は、プリンタのデフォルトが表示されます。
• ページの向き：縦向きまたは横向き
• 縮尺率：システム定義の中から選択するか、25～ 400%の範囲内で選択します。

FileMaker Goでは、印刷から直接 PDFへの保存もサポートされています。前のリリースからサポートされた PDFへの保
存機能を拡張して、新しく印刷から PDFに保存する機能を活用できるようになりました。PDFとして保存された出力は、
実際に印刷したときの状態にさらに近くなり、前述した設定もより正確に反映されます。

印刷設定は、ファイル単位で保存され、次にそのファイルに対する印刷設定ダイアログが開かれるときには、その設定がデ
フォルトとして使用されます。印刷のオプションは、ファイルにではなく、ユーザデフォルトとして保存されます。いく
つかの印刷オプションが不特定であるか、指定されていなかったりという状況が発生するかもしれません、例えば、初めて
FileMaker Goを開いたときに、デフォルトのプリンタがまったく選択されていなかった場合などです。

FileMaker Go用の印刷スクリプトを記述する際には、次の点に注意してください。

• FileMaker Goでは、［ダイアログなしで実行］はサポートされていません。［ダイアログなしで実行］オプションが
チェックされている場合には印刷ダイアログが表示され、チェックされていない場合には印刷設定ダイアログが表示
されます。

• ［印刷設定］スクリプトステップでは、ダイアログは表示されず、スクリプトステップに保存されている設定が適用さ
れます。

ソート
カスタムソート順、昇順、および降順のソートもサポートされています。ソートの基準にできるのは、現在表示されている
レイアウトに表示されているレコードだけですが、隠しフィールドを使って［ソート順を編集］ウインドウにさらにいくつ
かのオプションを追加することができます。

表形式では、列ヘッダをタップしてソートすることもできます。最初のタップで昇順にソートされ、次のタップで降順にソー
トされます。さらにタップすると未ソートの状態になります。

セキュリティ
FileMaker Proに設定されているファイルアクセスセキュリティや、機能や操作へのアクセスは変化しません。FileMaker 
Goは、特定のサーバやホストから利用できるファイルの一覧が表示されているときに直接ファイルパスを入力することに
より、［共有ファイルを開く］ダイアログボックスに表示しないように設定されているファイル（非表示ファイル）を開く
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機能もサポートしています。FileMaker Goによってホストまでのパスが自動入力されるため、ファイル名以外を入力する
必要はありません。ただし、FileMaker Goは、必要な場合に別のホストに保存されているファイルを指定することができ
るよう、パスの変更を禁止してはいません。

参考：使い勝手の理由から、FileMaker Goのユーザインタフェースでは、fmnetプロトコルが表示されません。非表示のファ
イルを開く際にも、fmnet:を含む必要はありません。

FileMaker Goでは、新たに「fmrestorelogin」拡張アクセス権がサポートされています。この拡張アクセス権を活用する
には、拡張アクセス権を新規作成し、キーワードとして「fmrestorelogin」（カッコは不要です）を指定します。

デフォルト設定の FileMaker Goでは、終了されたファイルのユーザ名やパスワードは保存されません。このため、次に
FileMaker Goを起動すると、認証情報の入力が求められます。ここで認証情報を入力すると、次の場合を除いて、直前のセッ
ションが復元されます。

• ユーザがゲストアカウントでログインしていた。FileMaker Goは、即座にゲストアカウントで再接続されます。
• ［ファイルオプション］で自動ログインがオンに設定されているときに、現在のユーザが FileMakerデータベースにロ

グインした。
• 「fmrestorelogin」拡張アクセス権に割り当てられているアカウントを使ってログインしていた。このアクセス権を

使用することによって、ユーザは、認証情報を入力することなく、中断された FileMaker Goのセッションを再開す
ることができます。この機能を使用する場合は、iOSのセキュリティ機能を使ってデバイスをロックするような運用
を推奨する必要があるかもしれません。

「fmrestorelogin」拡張アクセス権は、FileMaker Goの［ログインの自動復元］オプション（ホーム画面 >設定メニュー）
と併用します。この設定がオフになっているときには、常に認証情報の入力が求められます。

ユーザがホームボタンを押した、あるいは電話の着信があったために FileMaker Goが閉じられた場合、マルチファイルの
ソリューションによって使用中だった個々のファイルに対して認証情報の入力が求められることはありません。FileMaker 
Goでは、最初のファイルを開くための認証情報だけが求められます。ソリューション内の他のファイルに同じ認証情報が
設定されていれば、認証情報の入力プロンプトは表示されません。

FileMaker Goは、ソリューションのセキュリティ設定を忠実に継承します。したがって、FileMaker Proからデータベー
スにアクセスする権利が与えられたユーザ（アカウント）は、FileMaker Goからでも同様のアクセス権でそのファイルに
アクセスすることができます。

スクリプト
FileMaker Go上でも FileMaker Proの場合と同様にスクリプトを実行することができます。Web公開の場合と同様、ス
クリプトステップの中にはサポートされていないものもあります。詳細については、後述の「サポートされない機能」およ
び「モバイルの世界でのスクリプト」を参照してください。FileMaker Go上でスクリプトを編集することはできません。
またスクリプトデバッガもありません。

最初に注目すべき動作の変更が一つあります。ユーザによる強制終了が許可されているスクリプトを FileMaker Go上で実
行しているときに画面をタップすると、強制終了のダイアログが開きます。FileMaker Proでは、［esc］キーを押す（Mac
の場合は［comannd-ピリオド］を入力する）以外の方法ではスクリプトを中止することができません。ユーザにとって画
面のタップは、頻繁に使用する一般的な操作となっているため、スクリプトが完了していないことに気づかずに画面をタッ
プしてしまうことがあります。このため、［ユーザによる強制終了を許可［オフ］］スクリプトを記述する機会が増えます。

もう一つの重要な事実は、モバイルデバイス上では、ユーザによる強制終了が許可されているかどうかに関係なく、スクリ
プトを終了することができるという点です。それだけでなく、FileMakerの通常の操作も簡単に中止されてしまいます。ホー
ムボタンを押してホーム画面に切り替えたり、iPhoneで電話を受信したりするだけで FileMaker Goが終了します。こう
した中断が発生すると、実行中のスクリプトが中止されます。

さらには、スクリプトに FileMaker Goがサポートしていないステップが組み込まれていると、スクリプトが予想した通り
に動作しないことがあります。FileMaker Goでは、サポートしていないステップに遭遇すると、次のいずれかの方法で処
理されます。スクリプトステップが害のないものだった場合は、単純に無視されます。無視されたかどうかは、Get (最終
エラー ) = 3で確認することができます。
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レコードのエクスポートなど、データベースに危害を加える可能性のあるステップに遭遇した場合は、警告メッセージが表
示されます。この場合、ユーザによる強制終了が許可されていれば、処理を継続するか中止するかを選択することができます。
ユーザによる強制終了が許可されていない場合は、問題のスクリプトステップを無視して残りの部分が実行されます。デー
タベースを作成したら、データベースをテストするとともに、データベースデザインレポートを参照して、FileMaker Go
上では実行されないスクリプトになっていないかどうかを見極めなければなりません。

FileMaker Go上でのスクリプトに対するアプローチについては、後でさらに説明します。

注意が必要なスクリプトの動作の違いには、次のものがあります（「FileMaker Go デベトップメントガイド」から抜粋）。

• ［メールを送信］スクリプトステップをダイアログなしで実行することはできません。メールが画面に表示されるので、
手動で送信します。これは SMTP経由で送信されるメールには適用されません。

• ［フィールド内容の全置換］が使用されているスクリプトの場合、FileMaker Go上ではユーザによるフィールドおよ
び置換データの指定ができなくなります。[ダイアログなしで実行 ]のチェックが外されている［フィールド内容の全
置換］ステップは実行されません。

• デバイス上でキーボードが非表示になっているときに［全てを選択］および［選択範囲を設定］スクリプトステップ
が実行されてもテキストはハイライトされません。

• Google マップを対象にした［URLを開く］ステップは、ブラウザを開きます。この状態で［Safariで開く］を選ぶ
とマップアプリケーションが開きます。

• スクリプトにウインドウを隠すコマンドが含まれていても、FileMaker Go上ではウインドウは隠されず、表示され
ているウインドウの順序だけが変更されます。

• FileMaker Goを休止状態にすると、現在実行中のスクリプトが終了されます。［ユーザによる強制終了を許可］がオ
ンになっているときには、FileMaker Goを再開したときに中断時の状態が再現されます。［ユーザによる強制終了を
許可］がオフになっていると、休止状態になる代わりに、FileMaker Goが終了します。

スクリプトトリガ
OnTimerを含むスクリプトトリガは、FileMaker Goがサポートしているステップが使用されていれば、FileMaker Go
上でも正常に動作します。例については、後述の「モバイルデバイスに対応したスクリプトの作成」を参照してください。

計算式
FileMaker Go上でも計算エンジンの全機能を使用することができます。ただし、プラグインを使用することはできません。
再帰関数を含むカスタム関数もサポートされていて、スタック限界も FileMaker Proと同じです。モバイルデバイスの処理
機能には限界があるため、関連データを操作するような式については考慮が必要です。また、結果を保存しない計算式の使
用も控える必要があります。これについては、パフォーマンスの部分で後述します。次の式には変更があるので注意してく
ださい。

• Get ( システムプラットフォーム ) をモバイルデバイス上で実行すると 3が返されます。
• Get ( アプリケーションバージョン ) を iPhoneまたは iPod Touch上で実行すると「Go 1.x.x」が、iPad上で実行

すると「Go_iPad 1.x.x」が返されます。
• 押す対象がないときに Get ( トリガ修飾キー ) や Get ( アクティブ修飾キー ) を実行しても修飾キー情報は

返されません。
• デバイスの回転に応じて変化するのは、Get（ウインドウ内容高さ）および Get（ウインドウ内容幅）の 2つのウイ

ンドウ関数だけです。

カスタムメニュー
FileMaker Proの多くのメニューが利用できない、または適用できないという明確な理由があるため、FileMaker Goでの
カスタムメニューのサポートは限定的なものとなります。次のメニュー項目は、変更または上書きすることができます。
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• ブラウズモードの メニュー
全レコードを表示

対象外レコードを表示

レコードを対象外に ...

レコードをソート ...

検索モードに切り替え

• 検索モードの メニュー
全レコードを表示

対象外レコードを表示

対象レコードの絞り込み

対象レコードの拡大

検索実行

検索モード終了

• 検索モードの メニュー
新規検索条件

検索条件複製

検索条件削除

検索条件復帰 ...

• メニュー
新規レコード

レコード複製

レコード削除 ...

対象レコード削除 ...

レコード復帰

• ツールのポップオーバーダイアログ
ウインドウ内容の再表示

保存／送信

表示方法の切り替え

印刷（PDFを含む）
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［クイック検索］［レコード保存］［レコード終了］の各メニュー項目を変更することはできません。データベースにカスタ
ムメニューを追加することも、メニューやメニュー項目を削除することもできません。カスタムメニューに含まれていない
メニュー項目もグレー表示となるだけで、表示から削除されることはありません。さらには、カスタムメニュー内でアンパ
サンド（&）を使用することもできません。

レコードのインポート
他の FileMakerファイルからデータをインポートするための［レコードのインポート］ステップを使ったスクリプトもサポー
トされています。［レコードのインポート］ステップでは、次の処理を行うことができます。

• ホストされているファイル（FileMaker Serverによってホストされているか、または FileMaker Proや FileMaker 
Pro Advancedによってピアトゥピアで共有されているファイル）をローカルのデータベースにインポートすること
ができます。FileMaker Goを使って直接ODBCソースからデータをインポートすることはできませんが、ESS経
由であればODBCソースからデータをインポートすることができます。

• ローカルデータベースに保存されているレコードをホストされているファイルにインポートすることができます。
• ホストされているファイルから別のホストされているファイルにレコードをインポートすることができます。
• ローカルデータベースから別のローカルデータベースにレコードをインポートすることができます。
• 同一ファイル内の別のテーブルにレコードをインポートすることができます。

重要な注意事項：FileMaker Goでレコードをインポートする場合は、あらかじめフィールドの相関関係とインポート順を
設定しておなかければなりません。インポートにテーブルを新規作成することはできません。詳細については、FileMaker 
Goの開発ガイドを参照してください。

フィールド内容のエクスポート
アプリケーション右上のツールメニュー（ ）をタップすることによってフィールド内容をエクスポートすることができ
ます。複数レコードのエクスポートはサポートされていないので注意してください。FileMaker Goがエクスポートできる
のは、現在のレコードに保存されている単一のフィールドの内容だけです。エクスポートしたフィールド内容に関しては、
メール送信、表示および保存を行うことができます。フィールド内容を保存すると、［デバイス上のファイル］のリストに
追加されます。

テキストフィールドに大量のテキストが入力されているという状況を想像してみてください。ユーザは、簡単な操作でその
テキストフィールドの内容をエクスポートして同僚に送信することができます。また、スクリプトを使って同様の処理を実
行することもできます。

レコードを PDFとして保存
スクリプトやツールメニュー（ ）を使ってレコードを PDFとして保存することができます。［フィールド内容のエクスポー
ト］の場合と同様、PDFとして保存したファイルをメールで送信することができます。また、保存されたファイルは、［デ
バイス上のファイル］のリストに追加されます。［デバイス上のファイル］のリストにアクセスするには、ウインドウメニュー
を使ってファイルブラウザを開きます。FileMaker Proのスクリプトステップオプションの中には、使用できないものがあ
るという点に注意してください。

• 既存の PDFへのレコードの追加
• Acrobatバージョンの選択
• ［セキュリティ］タブの［印刷］と［編集］オプションの選択
• 画面読み出しソフトウェアの選択解除
• ［初期表示形式］タブのオプション

この機能は、FileMaker Proの PDFへの印刷機能により近いものにするために、旧バージョンの FileMaker Goからアッ
プデートされています。現在の FileMaker Goでは、印刷時のオブジェクトのスライドや、印刷しないオブジェクトの設定
など、旧バージョンではサポートされていなかった FileMaker Proの機能を使って PDFを作成することができます。
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名前を付けて保存
FileMaker Goでは、デバイス上のローカルデータベースを名前を付けて保存することができます。スクリプトステップで
は、最適化コピーやクローンコピーもサポートされていますが、メニュー項目を使って最適化コピーやクローンコピーを保
存することはできません。保存したコピーに関しては、FileMaker Goで開いて使用する、あるいはメールで送信すること
ができます。このファイルも［デバイス上のファイル］の一覧に表示されます。この機能は、FileMaker Goのユーザ間でファ
イルを共有したり、ファイルのバックアップを保存するときに便利です。社外に出ているときに、事務所にあるローカルファ
イルにアクセスするように依頼されたといった場合を想像してみてください。この機能を使えば、アクセスしなければなら
ないローカルファイルのコピーを作成し、メールで受け取ることができます。注意しなければならないのは、ローカルファ
イルのコピーは、あらゆる意味でオリジナルのファイルとはリンクされていないという点です。オリジナルファイルにデー
タ入力してもローカルコピーには表示されません。

URLスキーム
FileMakerの開発者の多くは、クリック可能なリンクを使ってデータベース開くための「fmp7://<ホスト>/<ファイル名>」
という URLスキームを使いこなしています。この URLプロトコルは、スクリプト名とパラメータをサポートできるように
拡張されました。現在のスキーマ構文は、次のようになっています。

FMP7Script://<ホスト >/<ファイル >?script=<スクリプト名 >[&param=<パラメータ >][&<$変数名 >=<値 >]

URLプロトコルを使用することにより、FileMaker Goと他の iOSアプリケーションとの間で通信を行うことができます。
たとえば、モバイルデバイスにバーコードをスキャンするアプリケーションがあるとしましょう。FileMaker Goからこの
URL スキームを使って、外部アプリケーションを起動し、バーコードをスキャンして、FileMaker Goに送り返して、バー
コードに対応している製品情報を検索するといった処理を行うことができます。

スクリプトステップ、ランタイムファイル、およびその他の微妙な変更
［環境設定を開く］スクリプトステップを実行すると、FileMaker Goの設定画面（ツールメニューから設定を選んだとき
と同じもの）が開きます。この画面では、ステータスバーの表示、自動修正、ログインの自動復元などの設定を変更するこ
とができます。

最新の FileMaker Goでは、ユーザが外部キーボードの［tab］キーや［改行］キーを押したときに、レイアウトフィール
ドの属性［次のオブジェクトへの移動に使用するキー］が予想通りに動作します。この属性は、インスペクタ（FileMaker 
Pro 11の場合）または［書式］-［フィールド／コントロール］（FileMaker Pro 10以前の場合）を使って設定します。
iOSのキーボードには［enter］キーがないため、［enter］キーの設定は適用できないという点に注意してください。

切断中にレコードが変更されたことを示すエラーメッセージが、切断中に他のユーザによってレコードが変更されたため、
レコードの変更内容を保存することができないという意味のメッセージに変更されています。このメッセージが表示される
と、復帰ボタンが表示されるので、ユーザは現在の状況から抜け出すために実行しなければならない操作を即座に理解する
ことができます。

FileMaker Goが拡張子「.USR」が付けられたファイルを認識できるようになったため、ランタイムソリューションを
識別して、Go上で実行できるようになりました。.USRファイルには、新たなファイルアイコン（Macintoshおよび
Windowsコンピュータ上での FileMakerドキュメントのアイコンに似たアイコン）が割り当てられます。

FileMaker Server
ESS（外部 SQLソース）機能を使用することによって、FileMaker Goから FileMaker Server上でホストされているか、
FileMaker Proを介して共有されているデータベース内の外部 SQLソースにアクセスすることができます。FileMaker Go
でも FileMaker Serverマシンまたは FileMaker Proデスクトップマシン上のODBCドライバを使用する FileMaker Pro
とまったく同じように ESSがサポートされています。iPadや iPhoneには、iOS用のODBCドライバが搭載されていな
いため、モバイルデバイスにローカルに保存されているデータベースから FileMaker Goを通して直接 SQLソースにアク
セスすることはできません。

FileMaker Serverでは、Admin Consoleに「Go 1.x.x」または「Go_iPad 1.x.x」が表示されます。
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データベースホストからのファイルのクローズ依頼メッセージにカウントダウンタイマは表示されません。ユーザには、ファ
イルを閉じるように依頼するメッセージが表示され、30秒間応答がないとFileMaker Goによってファイルが閉じられます。

サポートされない機能
データベース構造（スキーマ）の変更
［データベースの管理］ダイアログを含め、［管理］メニューのオプションにアクセスすることはできません。FileMaker 
Goで使用するデータベースは、FileMaker Proまたは FileMaker Pro Advancedで開発する必要があります。操作できな
いものには、テーブル、フィールド、セキュリティオプション、リレーションシップも含まれます。

レイアウトモードと構造の変更
FileMaker Goには、レイアウトモードはありません。したがって、レイアウトやレイアウト設定を変更することもできま
せん。同様に、スクリプト、値一覧、カスタムメニュー、カスタム関数等の編集機能もありません。フィールドの［コントロー
ルスタイル］でカスタム値の値一覧は、［値一覧の編集を許可］が選択されている場合のみ変更が可能です。他の形式の値
一覧の変更はサポートされていません。

結果として、レイアウトメニューに表示されないレイアウトにもアクセスできなくなるという点に注意してください。ただ
し、FileMaker Go上でも、ナビゲーション用のスクリプトやボタンを使ってこうしたレイアウトにアクセスすることは可
能です。

エクスポート
FileMaker Goでは、レコードのエクスポートはサポートされていません。エクスポートできるのは、フィールドの内容だ
けです。

プラグイン
プラグインはサポートされていません。

Cocoa
開発時にネイティブアプリケーションのObjective-Cおよび Cocoaライブラリ項目を使用することができないため、
FileMaker Goから iPadや iPhoneのプログラミング環境にアクセスすることはできません。

ホストおよび共有
FileMaker Goは、どのようなファイルの共有およびホスティングも行うことはできません。iOSデバイスにローカルに保
存されているファイルは、シングルユーザ専用です。

レコードの保存／送信
Excelやスナップショットリンクとしてのレコードの保存や送信はサポートされていません。
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パフォーマンスに関する考察
FileMaker Proの場合と同様、FileMaker Goデータベースの開発時には、ネットワーク速度と動作速度の両方を考慮しな
ければなりません。テストを行うと驚くことがいくつかあります。FileMaker Goのパフォーマンスは、何にも増してネッ
トワーク接続に依存します。3Gネットワーク上でのレコードの作成や確定には、予想以上に時間がかかります。また、小
計やソートといった日常的な処理が問題になることもあります。一般に、複数のレコードを対象とした処理や、リレーショ
ンシップの照合フィールドに関連した処理に関しては、そのパフォーマンスを十分にテストし、評価する必要があります。

パフォーマンスに関する推奨事項
長いループスクリプトは避けてください。特にレコードを開き、データを確定するような操作は厳禁です。比較的大きなデー
タブロックを操作する場合は、後述のスクリプトに関する説明における方策を検討するか、モバイル上では時間がかかりす
ぎるルーチンを FileMaker Pro上で実行することを検討してください。

小計レポートを生成する際に対象レコードが大きくなりすぎないように注意してください。大きな対象レコードをリスト形
式で表示し、一つ以上の小計パートを配置すると、レコードがソートされ、小計が算出されるまでユーザを待たせることに
なります。小計パートを削除してリストレイアウトを単純化するか、スクリプトトリガやナビゲーション要素を使って対象
レコードのサイズを軽減するための何らかの方策を講じる必要があります。

レイアウト上に画像やグラフィックを配置する場合は、できる限り圧縮してください。

ポータルのソートや、リレーションシップを使ったソートには、十分な注意が必要です。LAN上ではポータルのソートが
期待通りのパフォーマンスを発揮しますが、FileMaker Proや FileMaker Goが接続されたWAN上では、ポータルのソー
トを伴うレイアウトの表示にかなりの時間がかかります。

弊社のベンチマークテストでは、MacBook ProをWiFiでWANに接続すると、iPhoneや iPad上の FileMaker Goと同
様のパフォーマンスを示しました。3Gでの接続における帯域幅の小ささを別にしても、複雑な計算式の繰り返しというよ
うなローカルの処理能力に依存する処理を実行すると、あきらかに遅さを感じます。したがって、高い処理能力を必要とす
る処理をどこまでサーバに負わせることができるのかが重要になります。たとえば、350,000レコードの未ソートフィー
ルドに対する検索では、LAN接続の Dual Quad Core Mac Proも、WAN接続のMacBook Proも、WAN接続のモバイ
ルデバイスもほとんど同じパフォーマンスを示します。これとは対照的に、リスト形式で表示した300レコードの計算フィー
ルドに意図的に崩した繰り返し関数を表示した場合、それが繰り返し限界に到達するまでの時間は、LAN接続のMac Pro
では 1秒未満、WAN接続のMacBook Proでは 10秒未満でしたが、iPhoneおよび iPadでは 10分以上を必要としました。
このテストに使用したソフトウェアがベータ版であるということが原因であることも考えられますが、プロセッサ集約型の
タスクに関しては注意が必要であるという事実に変わりはありません。3Gネットワークで同様のテストを行うと、パフォー
マンスがさらに低下します。

常識かも知れませんが、画面の広さが少ないことを理由に、レイアウトに表示する項目を削除することをお勧めします。レ
イアウト上の非保存の計算フィールドや関連フィールドがいくつあるのかを子細に検討するとともに、集計フィールドの
使用にも十分に注意する必要があります。こうした考察は、FileMaker Goを対象に設計するソリューションだけでなく、
WAN接続の FileMaker Proソリューションの設計にも有効です。この技術概要書では、WANに対する最適化の重要性を
指摘するに留め、最適化の方法については触れません。

FileMaker Goのインタフェースの調整
FileMaker Goを使って単純に既存の FileMaker Proデータベースを開くことは可能ですが、iPhoneや iPadでは、利用
できる画面の広さが限られているため、iOSに対して最適化したレイアウトやワークフローの作成が必要になります。
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Mac OSとWindowsではテキストやオブジェクトの表示方法が若干異なるため、それを考慮する必要があるのと同様、
iOSの場合もフォントやオブジェクトを表示する領域に若干の余裕を持たせる必要があります。多少のスケーリングが発生
するため、デスクトッププラットフォームの場合と同様にレイアウトの外観を実機で確認してださい。FileMaker Goの場
合は、レイアウトが整数倍でスケーリングされるため（たとえば、モバイルの画面に押し込むために 64%に縮小するなど）、
このテストの重要性はさらに高まります。こうしたスケーリングの結果、FileMaker Pro上の倍率 100%の 72dpiでの表
示に比較すると、オブジェクトや部品の整列が崩れることがあります。たとえば、iPhone上では、行の高さ（ピクセル数）
によっては、リスト形式で表示した各行の間に FileMaker Proでは表示されなかった細い線が表示されることがあります。
ここでも、利用するすべてのプラットフォーム上でソリューションをテストすることが基本となります。

FileMaker Goでは、ズームを行うためのダブルタップ、ズームされた画面を移動するためのピンチやスワイプといった
ジェスチャーがサポートされていますが、既存の FileMaker Proソリューションとの互換性を保つために、こうしたジェス
チャーに依存しすぎないように注意する必要があります。FileMakerプラットフォームは、常にクロスプラットフォームの
互換性を提供してきましたし、それが FileMakerの利便性の一つともなっています。FileMaker Goが新たに導入されたこ
とによって、開発時にこのプラットフォームにおける微妙な違いを考慮する必要が浮上したことは確かですが、その多くは、
FileMakerによって自動的に吸収されています。こうした理由から、開発には iOSの一部のタッチインタフェースを使用
することができないようになっています。

アップルから提供されている iOSのヒューマンインタフェースガイドラインは、興味深い読み物です。多くのガイドライ
ンは、FileMaker Goには適用できませんが、これを読めば開発時の考慮点を絞り込む助けとなるため、一読をお勧めします。
このガイドラインは、以下から入手することができます。

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/Introduction/
Introduction.html

http://developer.apple.com/jp/devcenter/ios/library/documentation/MobileHIG.pdf（日本語）

アイコン
FileMaker Goからのデータベースへのアクセスには、特別な制限はありませんが、標準といったものは存在します。こう
した標準には、アップルの実践と推奨事項からくる公式なものと、iOSプラットフォームに固有の非公式なものがあります。

たとえば、データベースに何かを追加する、あるいはピッカ機能を起動することを示すためにプラス（＋）のアイコンを使
用するというのもこの例です。また、丸で囲んだ「>」は、しばしば詳細表示のアイコンとして使用されますし、ゴミ箱は、
丸で囲んだ「x」やスラッシュと同様に削除を意味します。拡大鏡は検索機能を示し、上向きの曲線矢印は、データの送信
を表します。



FileMaker Go 1.2.1 Technical Brief 18

表 10-1は、iPhoneのヒューマンインタフェースガイドラインから引用したもので、iPhoneプラットフォームのツールバー
やナビゲーションバーに表示されるボタンの一部を示しています。

ボタン 意 味 名 前

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

ユーザーが、アプリケーション固有の動作を実行できる Action Sheetを開きます。 Action

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

カメラモードで写真ピッカーを表示する Action Sheetを開きます。 Camera

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

新規メッセージビューを編集モードで開きます。 Compose

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

アプリケーション固有のブックマークを表示します。 Bookmarks

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

検索フィールドを表示します。 Search

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

新しい項目を作成します。 Add

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

現在の項目を削除します。 Trash

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
2009-11-20   |   © 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

フォルダなど、アプリケーション内の移動先に項目を移動します。 Organize

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.

Standard Buttons for Use in Toolbars and Navigation Bars 117
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System-Provided Buttons and Icons

項目を別の場所に移動または誘導します。 Reply

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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現在の処理またはタスクを停止します。 Stop

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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コンテンツを更新します（必要なときだけ使用し、通常は自動的に更新します）。 Refresh

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

メディアの再生またはスライドを開始します。 再生

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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CHAPTER 10

System-Provided Buttons and Icons

メディアの再生またはスライドを早送りします。 早送り

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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メディアの再生またはスライドを一時停止します。 一時停止

Table 10-1 Standard buttons available for toolbars and navigation bars (shown in the plain style)

NameMeaningButton

ActionOpens an action sheet that allows users to take an application-specific action

CameraOpens an action sheet that displays a photo picker in camera mode

ComposeOpens a new message view in edit mode

BookmarksShow application-specific bookmarks

SearchDisplay a search field

AddCreate a new item

TrashDelete current item

OrganizeMove or route an item to a destination within the application, such as a folder

ReplySend or route an item to another location

StopStop current process or task

RefreshRefresh contents (use only when necessary; otherwise, refresh automatically)

PlayBegin media playback or slides

FastForwardFast forward through media playback or slides

PausePause media playback or slides (note that this implies context preservation)

RewindMove backwards through media playback or slides

In addition to the buttons shown in Table 10-1, you can also use the system-provided Edit, Cancel, Save, and
Done buttons shown in Table 10-2 to support editing or other types of content manipulation in your
application. (Information on symbol names and availability for these buttons is available in documentation
for UIBarButtonSystemItem.) These buttons are suitable for both navigation bars and toolbars, and are
available in the bordered style only. If you specify the plain style for one of these buttons, it will be converted
to the bordered style.
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System-Provided Buttons and Icons

メディアの再生またはスライドを巻き戻します。 巻き戻し

こうしたアイコンは、iPhoneや iPadのユーザにとっては馴染み深いものですが、iOS形式のインタフェースを再現しよ
うとしすぎるのは考えものです。FileMaker Goの動作はネイティブのアプリケーションとは異なりますし、なんといって
も FileMakerのパラダイムに属するデータベースに接続して使用しているという点をユーザに常に意識してもらう必要が
あります。同様に、インタフェースを iOSデバイスに特化し過ぎると、デスクトップ上の FileMaker Proユーザの反感を
買うことになりかねません。とは言え、ユーザの予測性を引き上げ、直感的ですでに馴染み深いアプリケーションの間で共
通に使用されているようなインタフェースを作ることは重要です。

ログアウトボタン
FileMaker Goのテスト段階において、ホームボタンを押す前に開かれているすべてのファイルを閉じ、さらに FileMaker 
Goを閉じるという操作を行っていたのは一部の慎重なユーザだけで、ほとんどのユーザが FileMaker Goの作業が終了し
た時点で、次のことを考えることなくホームボタンを押していました。使用するデータベースが正常な終了を必要とする場
合でも、ユーザに別の動作を実行させる、あるいは強制することはできません。ただし、インタフェース画面の上部に比較
的大きな［ログアウト］ボタンや［終了］ボタンを配置しておくことにより、ユーザが毎回そのボタンを使用する習慣を持
つことを期待することは可能です。
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更新／リクエストベースの処理
一般に、モバイルデバイスのユーザは、更新ボタンのタップによってサーバから最新のデータを取り込むことができると、
快適だと感じます。これは、接続を前提とした多くのWebベースのモバイルアプリケーションに共通する要素です。この
方法を採用することによって、FileMaker開発者の可能性の世界が開きます。多くの FileMaker Proユーザ、特に LAN上
で作業する FileMaker Proユーザは、このような更新機能を期待しません。一方、モバイルユーザは、この機能を受け入れ
る下地があるというだけでなく、実際的な利用価値を見出すことができます。ユーザは、データを待つことができるように
なった段階で明示的に選択することができ、パフォーマンス集約的な処理が完了した時点で明示的に要求することができま
す。

たとえば、従業員の経費とその小計値レポートを表示するデータベースといったものを想像してみてください。標準の小計
リスト形式では、FileMaker Goユーザがレイアウトを開くたびにリストを書き直し、小計値を計算し直します。モバイルユー
ザやWANユーザにとってこの動作は、パフォーマンスの低下を引き起こします。

モバイルデバイスへのデータの更新という考え方の導入は、モバイルユーザだけでなく FileMaker Proユーザに対しても、
ライブ小計機能を伴わないリスト形式を作成し、通常は保存されている小計値を使用しながら、ユーザが明示的に新しいデー
タを要求したときにデータを更新するというインタフェースを提供することになります。この例の先頭に追加されたコント
ロールによってデータをグループ化し、小計を表示するという点に注意してください。
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このようなメカニズムを採用するかどうかは、データベースに対する開発者のアプローチ方法と、ユーザの期待に依存しま
す。これは、開発者がパフォーマンスの問題を解決するとともにモバイルデバイスの操作性の違いを吸収するために検討す
ることができるインタフェースの調整の一例です。これは、WAN接続で使用する FileMaker Proユーザにとっても便利な
インタフェースとなります。

レイアウト要素のサイズ
iPadや iPhoneでは、ポインティングデバイスが人の指となるため、マウスのポインタに比較して精度が落ちます。こう
した理由から、ボタン、フィールドの高さ、リストビューやポータルでの行の高さなど、レイアウトオブジェクトのサイズ
の変更を検討しなければならなくなることがあります。

アップルの iPhoneに関するヒューマンインタフェースガイドラインでは、17ピクセルか
ら 22ピクセルのフォントを使用することが推奨されています。FileMaker側から見ると、
Mac OS X上で Helveticaを使用した場合、フォントの縦のピクセル寸法は、通常、指定さ
れたポイントサイズよりも 2ピクセル大きくなります。下図でフォントの背景に表示されて
いるグレーのボックスは、各行のフォントのポイントサイズを示しています。

実際には、ボタンやフィールドテキストよりも小さなラベルを付けるのが一般的です。人の
指先のサイズがテキストを編集したり、クリックしたりするときほど問題になることはあり
ません。

同様に、ポータルやリストビューにおける行の高さは、34ピクセルから 42ピクセルまでが適当とされています。

また、ボタンのヒット領域は最低でも 32ピクセルの正方形が必要とされています。また、iPhoneや iPadのほとんどのユー
ザが手慣れたコントロールと感じるのは 52ピクセルまでとされています。
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上図は、フォーム形式とリスト形式にとって妥当と思われるレイアウトが施された iPad用のインタフェース例です。この
例の背景には、かなりの程度まで圧縮した JPG画像が使用されています。

上の例は、iPhoneに表示する経費レポートのレイアウトに関するアップルのガイドラインをまねたものです。

これは、推奨事項に過ぎないという点に注意してください。インタフェースは、データベースを使用する人のニーズに応じ
て作成する必要があります。本書の目的は、開発者のコミュニティに新たな教義を導入することではありません。

同様に、こうしたインタフェースは、iPadや iPhoneのユーザを主な対象としたもので、デスクトップ上で FileMaker Pro
を使用するユーザにとっては不適切なものとなる可能性があります。FileMakerプラットフォームの中核的な利便性の一つ
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としてその偏在性と互換性を挙げることができます。つまり、単一のレイアウトをMac OSのユーザも、Windowsのユー
ザも、iPhoneや iPadのユーザも利用できるという意味です。ピンチズームやスワイプスクロールをうまく活用すれば、
iOS形式のレイアウトだけを採用することによってデスクトップユーザを排斥することのない共通の下地を作成することが
できます。

最後に、一時的に使用するのであれば、既存のインタフェースでも十分な機能を発揮するという点を強調しておきま
す。同様に、ほとんどの iPhoneのユーザは、デスクトップサイズのWebサイトを問題なくブラウズすることができ、
FileMaker Goでも FileMaker Proインタフェース上で自由に動き回ることができます。デバイス固有のインタフェースを
採用すると、使い勝手も良くなり、モバイルでの生産性が向上しますが、タッチに特定、あるいは画面サイズに特定するこ
とによるメリットとそれを作成し、維持・管理するための労力とを比較検討する必要があります。

オブジェクトの自動サイズ設定とデバイスの向き
FileMakerのインスペクタの［位置］タブでアンカーを指定するという方法で設定するレイアウトオブジェクトの自動サイ
ズ設定を多用している場合を除けば、FileMaker Goでは自動サイズ設定の指定が不可欠になることがあります。ユーザは、
いつでもデバイスの向き（縦から横または横から縦）を変更することができ、FileMaker Goはデバイスの姿勢に応じて現
在のレイアウトを書き換えます。このときに優雅にサイズを変更するためには、最低寸法を最小公分母にしておく必要があ
るという点に注意してください。

画面寸法
参考のために、各種条件における FileMaker Goの画面寸法を示しておきます。

リスト形式では、画面の左側に選択インジケータを示すために 3ピクセル分の領域がとられるということを忘れないでくだ
さい。この違いは、Get ( ウインドウ内容幅 ) からは報告されません。また、以下の寸法でも考慮されていません。

縦位置 横位置
ツールバーを表示した状態 ツールバーを隠した状態 ツールバーを表示した状態 ツールバーを隠した状態

  iPad 幅768、高さ929 幅768、高さ973 幅1024、高さ673 幅1024、高さ717

  iPhone 幅320、高さ385 幅320、高さ429 幅480、高さ255 幅480、高さ289

ユーザがデバイスをどの向きにしているのか、画面資源をどこまで使用できるのかを確認するには、Get ( ウインドウ内容
幅 ) およびGet ( ウインドウ内容高さ ) を使用します。ズームレベルに関係なく FileMaker Goからこれらの値が報告され
るという点に注意してください。

ウインドウ管理
FileMaker Goは、Windowsの最大化モードで FileMaker Proを使用した場合と同じような動作になります。FileMaker 
Goが表示されているときには、これが表示される唯一のウインドウになります。モバイルユーザは、画面上に二つのウイ
ンドウを表示し、クリックによってアクティブウインドウを切り替えるといった操作を行うことはできません。ウインドウ
は、iPhoneや iPad上での Safariの動作をまねた別のインタフェースによって管理されます。

FileMaker Goでは、ウインドウを隠すことに意味がありません。ウインドウを隠したとしても、そのウインドウは隠され
ていないウインドウと同じ動作を示します。小型の浮動ウインドウであるポップアップや疑似モーダルダイアログも画面
いっぱいに表示されます。画面に表示されない処理用のウインドウも画面の外に描かれることはなく、フォーカスされれば
完全に表示されます。画面外のウインドウに依存するスクリプトを実行すると、ユーザには画面外のウインドウへの切り替
えが表示され、スクリプトによって元のウインドウにフォーカスが戻されるまでそのウインドウが表示されている状態が続
きます。開発者によっては、これによってスクリプトの作成方法にかなりの影響が出ることも考えられます。

こうした理由から、主要な機能に関しては単一のウインドウを集中的に使用するようにソリューションを設計することをお
勧めします。
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ズームの管理
FileMaker Goでは、ウインドウのズーム設定にも多少の違いがあります。レイアウトに対してズーム設定を行うと、設定
が変更されるまでそのズーム設定が保持されます。ズーム設定がウインドウに適用され、レイアウトが切り替えられてもズー
ム設定が変化しない FileMaker Proとは、若干動作が異なります。

さらに、ズームレベルを画面いっぱいに収まるレベルよりも小さくなるように設定するスクリプトを作成したとして
も、FileMaker Goによってレイアウト全体を画面に表示できるぎりぎりのレベルまでにズームレベルが制限されます。
FileMaker Goでは、レイアウトをサムネールレベルで表示するようにズームアウトすることはできません。

たとえば、画面の表示範囲を超えているレイアウトを表示し、その画面をピンチによって縮小したとしても、画面に収まる
サイズよりも小さくすることはできません。そのサイズが 73%だとすると、73%までに制限されます。この場合、たとえ
ばスクリプトを使って 50%といったように、73%を下回るズームレベルを設定したとしても、73%までしかズームアウ
トすることができません。

FileMaker Proでは、ユーザ設定でもスクリプトによる設定でも 25%、50%といった増分でしか変更することができませ
んが、Get ( ウインドウのズームレベル ) は、画面のズームレベルを整数値で返します。

リスト形式の場合は、ズームレベルをロックすることによって、横スクロールの発生を抑制することができます。
FileMaker Proでは、スクリプトを使ってズームレベルを設定することが推奨されていますが、モバイルデバイスでは、一
般に、ユーザがズームが必要と判断したときにピンチによってズームレベルを変更することが多いため、ズームレベルの設
定は、スクリプトではなくユーザに任せるのが最良の選択肢となります。

モバイルの世界でのスクリプト
前述のように、FileMaker Goでは、［ユーザによる強制終了を許可］が設定されているかどうかに関係なく、いつでもス
クリプトを中断することができるということを常に考慮する必要があります。iPhoneに電話の着信があると、iOSは、そ
の時点で実行されていたアプリケーションを終了して、電話への応答処理を行います。FileMaker Goでは、マルチタスク
がサポートされていないため、アプリケーションはその時点で終了します。同様に、iPhoneでも iPadでもホームボタン
が押されるたびにアプリケーションが終了します。

パフォーマンスについても考慮が必要です。FileMakerでは、スクリプトを多用して念入りに仕上げられたソリューション
を実現することも可能ですが、ここに FileMaker Goが加わると、データ集約的な処理をどこまで使用するのかに関する判
断が必要になるため、開発者のストレスが大きくなります。

テスト結果から判断する限り、FileMaker Goでは、レコードの確定が他の処理に比較してよりネットワークに依存する処
理となります。たとえば、対象レコードのフィールドデータを変更するループ型のスクリプトを使用する場合には、二つの
問題を考慮する必要があります。その一つは、ホームボタン、電話の着信、ネットワークのダウンといった問題で、もう一
つは、結果が出るまで待ちきれないユーザがいるということです。特に 3Gネットワークでは、この可能性が高くなります。

この場合、スクリプトの動作を十分に考慮しておかないと、データの多くが変更されない状態のまま残ってしまいます。
FileMaker Goの場合、スクリプトが必ず終了するという保証がないという点には特に注意が必要です。データの変更を伴
うスクリプトを記述する際には、FileMaker Goの特性を十分に考慮し、慎重に行う必要があります。

モバイルの世界では、レスポンスが極端に低くなるという事実をなげく前に、「外回り」の人間が大型のバッチスクリプト
を使用することはめったにないという事実を考慮すべきです。もちろんこれは大きな関心事であり、この技術概要書でもい
くつかの解決策を提案していますが、実用的には、モバイルネットワークの限界を開発者が吸収しなければならないのもま
た事実です。開発者としては、負担の大きな処理を FileMaker Proや FileMaker Serverに任せることを検討しなければな
りません。
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スクリプトの作成方針
モバイルデバイスからアクセスされるデータベース、より汎用的にはWAN経由でアクセスされるデータベース向けにデー
タ処理スクリプトを記述する際には、いくつかの留意点があります。以下のテクニックは、こうしたことを考慮したもので
すが、必ずしも唯一の、あるいは普遍的に正しいアプローチというわけではありません。

プラットフォームを対象としたテスト
些細ですが理解しておかなければならない重要なポイントとして、FileMaker Go上でデータベースを開く際に追加のア
クセス権が必要になることはないという点を挙げることができます。FileMaker Proでファイルを開くことができるユー
ザであれば、FileMaker Goでもファイルを開くことができます。多くの場合、複雑なデータベースソリューションには、
FileMaker Go上で使用する前にテストしておかなければならないスクリプトが含まれています。また、互換性を確認する
までは、モバイルユーザからのデータベースへの接続を禁止しておきたいという意向があることも考えられます。

前述のように、ユーザがどのプラットフォームを使用しているのかは、Get（アプリケーションバージョン）で確認するこ
とができます。iPhoneおよび iPod Touchの場合、この関数は「Go 1.x.x」を返します。iPadの場合は「Go_iPad 1.x.x」
を返します。また、Get（システムプラットフォーム）関数を使用することができます。モバイルデバイス上でこの関数を
実行すると、「3」が返されます。

ファイルを開くときのスクリプトに次のような Ifステップを追加することによって、モバイルユーザがデータベースにアク
セスするのを効果的に防止することができます。

 If [ Get ( システムプラットフォーム ) = 3 ]
カスタムダイアログを表示 [タイトル：“モバイルアクセス” ; メッセージ：“このデータベースは現段階で
は FileMaker Goからのアクセスを受け付けていません。詳細については、開発元にお問い合わせくださ
い。” ; ボタン：“OK” ]
ファイルを閉じる [ 現在のファイル ]

 End If

OnTimerスクリプト
OnTimerによってトリガされるスクリプトは、指定した間隔で何かを実行したいときに使用します。OnTimerスクリプ
トと他のスクリプトとの重要な相違点は、ユーザによってホームボタンが押された、あるいは電話の着信があったために
FileMaker Goが強制的に閉じられたときの動作にあります。OnTimerスクリプトステップによってトリガされたスクリ
プトは、途中でアプリケーションが閉じられた場合でも、正確に経過時間を計測できるスマートな作りになっています。

たとえば、FileMaker Goを使って日常の会合予定を管理し、会合予定の 10分前にアラームを出力したいとします。この
処理にOnTimerスクリプトを使用すると、途中で外部から電話の着信があっても、設定した時間にアラームが出力されます。
他のトリガおよびスクリプトでは、FileMaker Goが閉じられているときに処理を継続することはできません。OnTimer
スクリプトには、［ユーザによる強制終了を許可［オフ］］ステップを忘れずに追加しておく必要があります。［ユーザによ
る強制終了を許可［オフ］］ステップが追加されていないと、スクリプトが中止されてしまうため、もう一度トリガできる
状態にしないと、OnTimerスクリプトは動作しません。これは、単に数あるOnTimerトリガの FileMaker Goでの応用
例の一つを示しただけです。

位置情報の活用
FileMaker Goから直接 iPhoneのGPS機能にアクセスすることはできませんが、ちょっと工夫してWebビューアを使え
ば、この制限を乗り越えることができます。これには、簡単な HTML5のページと JavaScriptを使用します。iPhone上
の Safariは、HTML5の位置情報サービスをサポートしています。Webビューアオブジェクトも Safariエンジンを使って
Webページの描画を制御しているため、FileMaker Goでも同様のサービスを利用することができます。

販売チームが訪問ルートに沿って移動しているときに、データを入力しながら顧客の位置を「スタンプ」するといった操作が、
すべて FileMakerの中だけで行うことができるのです。同様に、マイレージを最低でも直線距離として記録することがで
きます。可能性は無限です。
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Chad Novotny（The Support Group）と Todd Geist（Geist Interactive）によって、それぞれ個別にこのような機能
を実現するための方法がインターネットに投稿ポストされていて、"FileMaker Go" "geolocation" などのキーワードで
Google検索すれば、簡単に見つけ出すことができます。

FileMakerデータベースを開くときのスクリプトと閉じるときのスクリプト
ファイルを開くときのスクリプトおよびファイルを閉じるときのスクリプトは、FileMaker Pro上と同じように動作しま
すが、ユーザの操作や FileMaker Goの休止状態といった問題があるため、これらへの配慮が必要になります。FileMaker 
Proの場合と同様、ファイルを開くときのスクリプトは、FileMaker Go上でもそのファイルが最初に開かれるときに実行
されます。ただし、前に開いたデータベースを再開するかどうかの確認を求めるダイアログボックスに「はい」で応答して
FileMaker Goに戻ったときには、終了直前の状態が正確に再現されるため、ファイルを開くときのスクリプトは実行され
ません。

同様に、ファイルを閉じるときのスクリプトも特定のファイルの最後のウインドウが閉じられるときに実行されますが、ユー
ザがホームボタンを押した、あるいは電話の着信によって処理が中断されたといった場合には、ファイルを閉じるときのス
クリプトを含むいずれのスクリプトも実行されずに FileMaker Goが閉じられます。

関連レコードをロックするトランザクション
スクリプトの記述方針という視点からは多少外れますが、編集方法によっては関連レコードの同期が崩れることがあるとい
う点も考慮しなければなりません。たとえば、関連レコードセット内のすべてのレコードを変更するか、そうでなければまっ
たく変更しないといった処理が必要になることがあります。FileMaker Proでは、こうした処理を行うためにロック機能を
使用します。この場合、レコードを開いて、ポータル経由で関連レコードを変更しても、親のレコードが確定されなければ、
関連レコードも確定されません。

FileMakerの開発者コミュニティに大きく貢献してきた Todd Geistは、複雑なプロセスにおける微細な処理を確実に実行
するためのトランザクションモデルについて語り、文章にもしています。これは、未確定の親レコード上での変更、および
そのポータル内の子レコードに対するすべての変更は、同時に確定され、処理が中断された場合には、完全に変更前の状態
に戻すというものです。何年もの間使用されてきたテクニックで、上級の開発者たちに理解されています。モバイルデバイ
スとホストとの接続は、FileMaker Proの場合と比較して、持続性が低下するため、その点も含めて考え直す必要があります。

FileMaker Advisorの記事「http://my.advisor.com/doc/17403 」（登録が必要です）や Toddによって投稿された情報
「http://www.geistinteractive.com 」および「http://www.geistinteractive.com/content/inventory-transactions 」を
参照してください。

サーバサイドのキューイング
FileMaker Goにすべてのスクリプト負荷を処理させる代わりに、スクリプトの一部を FileMaker Serverやソリューショ
ンのサポート用に使用されている FileMaker Proクライアントマシンで動かすことを考慮してください。キューイングは、
FileMakerの開発者が一般的に使用するテクニックで、非同期処理、ボット処理などの名前で呼ばれることもあります。サー
バサイドの処理は、すべてこの概念に基づいたものです。具体的には、ユーザがキューにリクエストを埋め込むような何ら
かの操作を行い、ホストやロボット／クライアントマシン上で定期的に実行されるデーモンやスケジュール処理で処理する
というものです。

このテクニックは、多くの処理時間を必要とするタスクを実行する際にしばしば利用されます。クライアント上で処理する
場合は、処理が終了するまでそのクライアント上で別の処理を行うことができなくなります。モバイルアプリケーションで
は、このテクニックが別の意味を持つようになります。モバイルデバイスでは処理能力が限定され、接続も断続的なものと
なるため、LAN上で動作させることを前提としたソリューションを設計する場合と比較して、タスクのキューイングを考
慮することが重要になる場面が増えます。

通知をタイムリーに「プッシュ」することができると、キューイングは快適に動作します。また、このテクニックに関しては、
OnTimerトリガが重要な役割を果たします。OnTimerスクリプトトリガは、FileMaker Goが実行状態になっていないと
機能しないという点に注意してください。
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このテクニックを使用するには、次のように操作します。

1. ボタンをタップするかスクリプトメニューからスクリプトを選択してスクリプトを起動します。

2. FileMaker Goクライアント上でスクリプトを処理する代わりに、そのスクリプトを使って「キューテーブル」にレコー
ドを作成し、実行したいスクリプトの名前、リクエストしたユーザの名前、関連するスクリプトパラメータ、データな
どを指定します。

3. FileMaker Proクライアントまたは FileMaker Serverで、キューテーブルの新しいスクリプトの要求をタイマー通知
する「監視」スクリプトを実行します。FileMaker Proクライアントまたは FileMaker Serverは、スクリプトの名前
と提供されたパラメータに基づいてバッチプロセスを実行します。

4. スクリプトが実行されたかどうかをユーザに通知するために、FileMaker Go上でOnTimerによってトリガされるス
クリプトでキューテーブルを監視し、レコードが処理完了としてリストされたかどうかをチェックします。処理の完了
を示すダイアログを表示するというのも一つの方法です。

これが唯一の処理方法というわけでも、コンテキストや対象レコードに関連する課題に対処する唯一の方法というわけでも
ありませんが、検討する価値のあるアプローチです。

スクリプトの記録／フラグ設定
未完了のスクリプトによりデータが不完全な状態で残ることがないようにするためのアプローチとしては、単純に結果の状
態をテストするという方法も考えられます。この考えは、いくつかの方法で実現することができますが、基本的には、タイ
ムスタンプなどの要素を使ってスクリプトによって変更されたレコードにフラグを立て、OnTimerスクリプトなどを使っ
てタイムスタンプのないレコードを定期的にチェックするといった処理になります。未処理のレコードが見つかった場合に
は、その処理を完了させるためにもう一度スクリプトを実行するかどうかを問い合わせるためのメッセージをデータベース
から発行するなどの処理を行います。

これらの問題に対するアプローチの決定には、常識を活用します。ユーザのためにレポートを生成するようなスクリプトを
記述する際に、接続が失われてレポートが表示されないといった事態の発生を考慮する必要はありません。この場合は、デー
タが良好な状態に保たれているため、接続し直すだけで、レポート用のスクリプトを実行することができます。

スクリプトの中断による問題に十分に配慮し、それに応じた計画を立てることが重要です。
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付録 A：サポートされていないスクリプトステップ 
（「FileMaker Go デベロップメントガイド」から抜粋）

FileMaker Goは、いくつかのスクリプトステップをサポートしていません。

サポートされていないスクリプトステップへの対処を行わずにスクリプトを実行すると、予想外の結果が出たり、データが
壊れたりすることがあります。

エラーコード 4
次のスクリプトステップは、コマンドが見つからないことを示すエラーコード 4を返します。このエラーコードをチェック
するには、Get ( 最終エラー ) を使用します。［ユーザによる強制終了を許可］がオンになっていると、FileMaker Goから
スクリプトの実行を継続するか中止するかの確認を求める警告が表示されます。［ユーザによる強制終了を許可］がオフの
場合、スクリプトを中止することができなくなります。

カテゴリ スクリプトステップ
編集スクリプトステップ

検索／置換を実行
フィールドスクリプトステップ

索引から挿入
ピクチャを挿入
QuickTimeを挿入
ファイルを挿入

ファイルスクリプトステップ
新規作成

その他のスクリプトステップ
SQLを実行

切り替え／移動スクリプトステップ
プレビューモードに切り替え

レコードスクリプトステップ
レコードのインポート（FileMaker間のインポートもサポートされています）
レコードのエクスポート
レコードを Excelとして保存
レコードをスナップショットリンクとして保存
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エラーコード 3
次のスクリプトステップは、コマンドが使用できないことを示すエラーコード 3を返します。このエラーコードをチェック
するには、Get ( 最終エラー ) を使用します。これらのスクリプトステップに対して FileMaker Goから警告が出力される
ことはありません。

カテゴリ スクリプトステップ
フィールドスクリプトステップ

オブジェクトを挿入（Windows）
リンクの更新（Windows）

ファイルスクリプトステップ
マルチユーザ設定
ファイルの修復
ファイルを変換

その他のスクリプトステップ
ツールバーの表示
読み上げ（Mac）
Eventを送信（Mac）
Eventを送信（Windows）
AppleScriptを実行（Mac）
DDEコマンドを送信（Windows）

メニュー項目を開くスクリプトステップ
保存済み検索を開く
ファイルオプションを開く
データベースの管理を開く
データソースの管理を開く
レイアウトの管理を開く
スクリプトの管理を開く
値一覧の管理を開く
検索／置換を開く
共有設定を開く

スペルスクリプトステップ
選択部分をスペルチェック
現レコードをスペルチェック
対象レコードをスペルチェック
単語を修正
スペルチェックオプション
辞書を選択
ユーザ辞書を編集

ウインドウスクリプトステップ
テキスト定規の表示切り替え
ウインドウの移動／サイズ変更
全ウインドウを整列

［ヘルプを表示］スクリプトステップはサポートされています。実行されるとヘルプページを表示したWebビューが開き
ますが、アプリケーションは終了されません。
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サポート技術情報の記事
FileMakerのウェブサイトで、テクニカルサポート インフォーメーション の記事をチェックしてください。

http://www.filemaker.co.jp/link/FMGo_faq.html 
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