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第 1 章
はじめに

このたびは FileMaker® Pro Advanced をお買い上げいただき、誠に
ありがとうございます。この製品には、特にデータベース開発者
向けに設計された、高度な開発とカスタマイズのためのツールが
含まれています。データベースソリューションの作成とテストに
は、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced のどちらでも使用
することができます。 

FileMaker Pro Advanced について
FileMaker Pro Advanced には、FileMaker Pro の全機能と、以下の処
理を実行するためのツールが含まれます。

カスタマイズされた高度なデータベースのデザイン
と作成
1 データベースとユーザのニーズに合わせたカスタムメニュー
を作成します。23ページの「メニューのカスタマイズ」を参照
してください。

1 レイアウトオブジェクトにカスタムのポップアップヘルプを
追加することによって、データベースが直感的なものになり、
データ入力の際に役立ちます。11ページの「レイアウトオブジェ
クトへのポップアップヘルプの追加」を参照してください。

1 スタンドアロンのランタイムソリューションを作成します。
72ページの「ランタイムデータベースソリューションへのデー
タベースのバインド」を参照してください。

1 データベースファイルをキオスクモードで全体表示します。
17ページの「キオスクモードについて」を参照してください。

1 カスタム関数を使用して、一元化された再帰式を作成します。
14ページの「カスタム関数の使用」を参照してください。

1 外部関数プラグインを使用してソリューションを拡張および
カスタマイズしたり、計算式で C++ を使用します。47ページ
の「サードパーティ FileMaker プラグインの開発」を参照して
ください。

データベースソリューションのデバッグおよびトラ
ブルシューティング
1 スクリプトのデバッグとデータベースのトラブルシューティ
ングを行うとともに、データビューアでフィールド、変数、式
を監視します。また、データベーススキーマを変更せずに計算
式をテストします。61ページの「フィールド、変数、計算式の
監視」を参照してください。

1 スクリプトデバッガを使用して問題領域を識別し、スクリプト
を実行しながら順に確認します。59ページの「スクリプトのス
テップ実行」および 61ページの「サブスクリプトの表示」を
参照してください。

1 スクリプトステップを無効にして、スクリプトを部分的にテス
トします。62ページの「スクリプトステップの無効化」を参照
してください。

データベースのメンテナンスと変更
1 スクリプト全体、特定のスクリプトステップ、またはフィール
ドをコピーして、同じファイル内または別のファイルに貼り付
けする（ペーストする）ことができます。12ページの「スクリ
プト、スクリプトステップ、またはフィールドのコピー」を参
照してください。

1 テーブルスキーマをコピーまたはインポートして、複数のファ
イルで構成されるソリューションのテーブルを１つのファイ
ルに統合します。13ページの「ファイルへのテーブルのコピー
またはインポート」を参照してください。
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1 データベースデザインレポートを使用して、データベースス
キーマおよびオプション（フィールド、テーブル、スクリプト
ステップ、ポータル、マージフィールド、カスタムメニュー、
ポップアップヘルプなど）に関するあらゆる情報を収集しま
す。レポートは、破損した参照、リレーションシップ、計算式
などのトラブルシューティングにも役立ちます。63ページの
「データベーススキーマのドキュメント作成」を参照してくだ
さい。

1 [ ファイルのメンテナンス ]ツールを使用してパフォーマンス
を最大化し、使用されていないスペースを最小化および修復し
ます。64ページの「ファイルの最小化と最適化」を参照してく
ださい。

FileMaker Pro 8 Advanced の新機能
FileMaker Pro 8 Advanced には、次の新機能と改善点が含まれます。
FileMaker Pro 8 の新機能の一覧については、『FileMaker Pro ユー
ザーズガイド』またはヘルプを参照してください。

スキーマ共有機能

カスタマイズの機能

デバッグとトラブルシューティングの機能

注意 サードパーティのプラグインがソリューションに使用され
ている場合は、プラグインが FileMaker 8 製品で動作することをプ
ラグインの提供元に確認してください。外部関数プラグインは下
位互換ですが、プラグインの動作が、旧バージョン以降に変更さ
れた機能に依存している場合があります。

FileMaker Pro Advanced マニュアルの
使用
この『デベロップメントガイド』は、FileMaker Pro Advanced に付
属するあらゆる情報を網羅した一連のマニュアルの１つです。マ
ニュアルの中には印刷版と PDF（Portable Document Format）形式
の両方で提供されているものと、PDF 形式でのみ提供されている
ものがあります。また、FileMaker Pro Advanced には、FileMaker Pro
の機能の詳細について説明するオンラインヘルプも含まれます。

このガイドには、FileMaker Pro Advanced で利用できる機能の情報
も含まれます。このガイドでは、ユーザが FileMaker Pro または
FileMaker Pro Advanced に精通しており、以前に FileMaker Pro
Advanced の機能を使用してデータベースソリューションを作成
した経験があることを想定しています。FileMaker ファミリ製品を
初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro ユーザーズガイド』を参
照してください。

新機能 参照先

同じファイル内または複数のファイル間
でのテーブルのコピーとインポート

13ページの「ファイルへのテー
ブルのコピーまたはインポート」

スクリプト、スクリプトステップ、
またはフィールドのコピー

12ページの「スクリプト、スク
リプトステップ、またはフィール
ドのコピー」

新機能 参照先

ポップアップヘルプの追加 11ページの「レイアウトオブ
ジェクトへのポップアップヘルプ
の追加」

カスタムメニューの作成 23ページの「メニューのカスタ
マイズ」

新機能 参照先

データビューアを使用したフィールド、
変数、計算式の監視

61ページの「フィールド、変数、
計算式の監視」

スクリプト実行時のサブスクリプトの
表示

61ページの「サブスクリプトの
表示」

スクリプトステップの無効化 62ページの「スクリプトステッ
プの無効化」

強化されたデータベースデザイン
レポート

63ページの「データベースス
キーマのドキュメント作成」
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注意 マニュアル内で、ある機能または手順が特定のプラット
フォームを対象としている場合は、説明および図もそのプラット
フォームに固有の内容です。両方のプラットフォームで類似する
機能や手順については、Windows または Mac OS のいずれかの図
が記載されています。

次のマニュアルが含まれます。

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

1 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の『インストール
ガイド』 インストール手順について説明します。

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

1 『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』 ユーザがイントラ
ネットやインターネット上で Web ブラウザを使用してアクセ
スできる FileMaker Pro のデータベースを作成する方法につい
て説明します。

1 『FileMaker ODBC および JDBC クライアントドライバのインス
トール』ODBC やJDBC で FileMaker データソースにアクセス
するために必要なドライバのインストールについて説明します。

1 『FileMaker ODBC および JDBC デベロッパーズガイド』 ODBC
や JDBC を使用して他のアプリケーションと FileMaker  データ
を共有する場合に役立つ概念と詳細事項について説明します。

PDF 形式のマニュアルの場所

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

1 Windows の場合: C:¥Program files¥FileMaker¥FileMaker Pro 8
Advanced¥日本語エキストラ¥マニュアル(PDF)

1 Mac OS の場合: Macintosh HD/アプリケーション/FileMaker Pro 8
Advanced/日本語エキストラ/マニュアル(PDF)

ODBC および JDBC の PDF 形式のマニュアルは、FileMaker Pro
Advanced CD の「/xDBC/マニュアル(PDF)」フォルダにあります。
PDF ファイルを表示するには、PDF リーダが必要です。Mac OS X
では、ビルトインのプレビューアプリケーションまたは Adobe®

Reader® のいずれかを使用することができます。Windows のユー
ザは、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader がお手元にない場
合は、Adobe の Web サイト www.adobe.co.jp からダウンロードす
ることができます。

重要 FileMaker に関するドキュメントは、www.filemaker.co.jp か
らダウンロードすることができます。 

ユーザ登録とサポート

ユーザ登録
ご購入いただいた製品について、テクニカルサポートやバージョン
アップサービスを受けるためには、ユーザ登録を行っていただく
必要があります。ユーザ登録は、次の２つの登録オプションのい
ずれかひとつの方法で行ってください。

オンライン登録

弊社ホームページ www.filemaker.co.jp からオンライン登録ができ
ます。または、FileMaker Pro アプリケーションの [ヘルプ] メニュー
から [FileMaker Web ページ] を選択し、表示されるページから弊社
のホームページへ進む方法もあります。

郵送または FAX による登録

製品登録フォームに必要事項を入力して印刷し、封筒に切手を貼
付のうえ郵送または FAX にてお送りください。

重要 操作上のご質問など、サポートについては FileMaker Call 
Center まで、ユーザ登録やアップグレードについては FileMaker 
Customer Center までご連絡ください。 
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ライセンスキーについて
FileMaker ソフトウェアには、35 文字の固有のライセンスキーが付
属します。ライセンスキーを、紛失しないようにご注意ください。
ライセンスキーは、ソフトウェアの再インストールが必要な場合
に備えて安全な場所に保管することをお勧めします。

重要 インストールの際、ライセンスキーを必ず入力してくださ
い。ライセンスキーを入力しないと、ソフトウェアをインストー
ルできません。

ライセンスキーは、一度に１台のコンピュータで本ソフトウェア
のコピー１部の使用が許諾される単独使用のライセンス（「ソフト
ウェア・ライセンス」を参照）に従うために使用されます。ライ
センスキーが無効、または同一のライセンスキーによりインス
トールされたアプリケーションがネットワーク上の別のコン
ピュータで実行されている場合、FileMaker Pro アプリケーション
によって、「現在、最大登録者数でこの FileMaker Pro Advanced を
使用しています。詳細は、ソフトウェアのマニュアルのライセン
スキーの項目を参照してください。」というエラーメッセージが表
示されます。

このエラーメッセージが表示された場合、入力されたライセンス
キーがすでに使用されていることを示しています。複数のコン
ピュータに FileMaker Pro Advanced をインストールするには、各
ユーザに個別のライセンスキーを使用するか、ボリュームライ
センスを取得する必要があります。ユーザ１人に対して FileMaker
Pro Advanced を１部ずつ購入する必要があります。

ランタイムソリューションのソフトウェア
ライセンスの遵守

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

1 すべてのエンドユーザにテクニカルサポートを提供する必要
があります。

1 作成者の名前と住所、およびテクニカルサポートの電話番号が
含まれる「情報（「About スクリーン」）」レイアウトを提供する
必要があります。詳細については、83ページの「「情報（「About」
スクリーン）」レイアウトの作成」を参照してください。

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

TechInfo データベースについて
TechInfo データベースは、FileMaker 製品に関する技術情報を参照
する場合に非常に役立ちます。この FileMaker Pro データベースは、
テクニカルサポートのスタッフが顧客からの質問に対応する場合
に活用できる最も有効な情報源です。この中には、Q&A、ヒント、
FAQ、問題レポート、更新に関する注意事項、報道発表資料、お
よびサポート担当者が有効に活用できるその他の資料が数多く含
まれています。
TechInfo データベースは、FileMaker の Web サイト
www.filemaker.co.jp の製品サポートのページから利用できます。
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FileMaker Pro Advanced を使用すると、FileMaker Pro より高度なソ
リューションのカスタマイズを行うことが可能になります。次の
操作を行うことができます。

1 レイアウトオブジェクトに対するポップアップヘルプの追加
1 ファイル内の任意の位置で使用できるカスタム関数の作成
1 スクリプト、スクリプトステップや、同じファイル内または他
のデータベースファイル内で使用されているフィールドのコ
ピーと貼り付け（ペースト）

1 データベースファイルへの既存テーブルのコピーまたはイン
ポート

1 データベースをキオスクモードで表示するためのソリュー
ションの作成

レイアウトオブジェクトへのポップアッ
プヘルプの追加
レイアウトオブジェクトにポップアップヘルプを追加することが
できます。ポップアップヘルプは、ブラウズまたは検索モードの
ときにカーソルをオブジェクト上で動かすと表示されるヒントで
す。ポップアップヘルプには、固定のテキストまたは計算式の結
果を表示することができます。

ポップアップヘルプを追加、変更、または削除するには、次の操
作を行ないます。

1. レイアウトモードで、ポップアップヘルプを追加するオブジェ
クトを選択します。

2. [書式] メニューから [ポップアップヘルプ設定...] を選択します。
ヒント オブジェクトを右クリックしても [ポップアップヘル
プ設定 ...] を選択することができます。

3. [ ポップアップヘルプ設定 ]ダイアログボックスで次の操作を
行ってから [OK] をクリックします。

ヒント ポップアップヘルプが表示されるオブジェクトを確認す
るには、[表示 ] メニューの [オブジェクト ] サブメニューから
[ポップアップヘルプ ] を選択します。ポップアップヘルプが定義
されているオブジェクトの場合、レイアウトモードで、  アイ
コンが表示されます。

ポップアップヘルプ

目的 操作

固定テキストを
表示するポップアップ
ヘルプを作成する

表示するテキストを入力します。

計算式の結果を
表示するポップアップ
ヘルプを作成する

[指定...] をクリックします。
[計算式の指定] ダイアログボックスで、計算式
の内容を定義します。[OK] をクリックします。

ポップアップヘルプの
内容を変更する

ポップアップヘルプのテキストを必要に応じて
編集します。

ポップアップヘルプを
削除する

ポップアップヘルプのテキストを削除します。
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次の点に注意してください。

1 ポップアップヘルプは、FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、
ランタイムデータベースソリューション、インスタント Web 公
開で公開されているデータベースのいずれでも表示されます
が、追加、編集、または削除は FileMaker Pro Advanced でのみ
可能です。

1 ポップアップヘルプが定義されているオブジェクトを含む
ファイルを FileMaker Pro 7 または FileMaker Developer 7 で開
き、そのオブジェクトをコピーした後に再度ファイルを
FileMaker Pro Advanced で開いた場合、コピーされたオブジェク
トのポップアップヘルプのアイコンにテキストはありません。
オブジェクトを選択し、[書式] メニューから [ポップアップヘ
ルプ設定...] を選択してポップアップヘルプのテキストを入力
するか、[OK] をクリックしてアイコンを削除してください。
FileMaker 7 でオブジェクトを複製した場合は、ポップアップヘ
ルプのテキストは保持されます。

1 ポップアップヘルプは、ブラウズモードと検索モードのフォー
ム形式、リスト形式および表形式で表示されます。

1 複数のレイアウトオブジェクトを選択して同じポップアップヘ
ルプを割り当てることができます。複数のオブジェクトを選択
した場合、[ポップアップヘルプ設定] ダイアログボックスに表示
されるポップアップヘルプは先頭オブジェクトのものです。

1 グループ化されたオブジェクトにポップアップヘルプを追加
することもできます。グループ内のすべてのオブジェクトで、
同じポップアップヘルプが表示されます。

1 計算式の結果は、日付、時刻、数字を含め、すべてテキストと
して表示されます。

1 オブジェクトのポップアップヘルプに使用されている計算式
が結果として空の文字列を返した場合、ポップアップヘルプは
表示されません。たとえば、関連するデータを表示するポップ
アップヘルプでリレーションシップが存在しないと、ポップ
アップヘルプの内容は空になります。計算でエラーが発生した
場合、ポップアップヘルプには無効な結果または部分的に有効
な結果と疑問符（?）が表示されます。

1 ポップアップヘルプが定義されているオブジェクトをコピー
または複製した場合、ポップアップヘルプは新しいオブジェク
トに適用されます。

1 ポップアップヘルプのテキストの長さが画面の横幅の40%を越
える場合、テキストは折り返されます。

スクリプト、スクリプトステップ、または
フィールドのコピー
スクリプト全体、特定のスクリプトステップ、またはフィールドを
同じファイルあるいは別のファイルにコピーすることができます。

1. 次のいずれかの操作を行います。

2. コピーするスクリプト、スクリプトステップ、またはフィール
ドを選択します。

3. [コピー ] をクリックします。
4. コピー先のファイルで該当するダイアログボックスを開き、ス
クリプト、スクリプトステップ、またはフィールドを貼り付け
（ペースト）ます。

5. [貼り付け]（ペースト）をクリックします。
注意 コピーするスクリプトまたはスクリプトステップの挿入
箇所を選択し、[貼り付け]（ペースト）をクリックします。

コピーの対象 操作

スクリプト [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択します。

スクリプト
ステップ

[スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択します。
続いて、リストからスクリプトを選択し、[編集...] をク
リックすると、[スクリプト編集] ダイアログボックス
が開きます。

フィールド [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データ
ベース...] を選択し、[フィールド] タブをクリックし
ます。
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次の点に注意してください。

1 オブジェクトを貼り付けた（ペーストした）場合、アクセス権
の定義は失われます。コピー先のファイルで、再度アクセス権
を定義する必要があります。

1 「Import.log」ファイル（通常は、対象データベースのフォルダ
内にあります）を開き、参照先が見つからない、競合により名
前が変更されているなどの問題がある項目がないかを確認し
ます。コピー先データベースをリモートで開いている場合や
フォルダへの書き込みアクセスが許可されていない場合は、
「マイドキュメント」フォルダ（Windows）または「書類」フォ
ルダ（Mac OS）を確認してください。

1 FileMaker Pro Advanced では、貼り付け（ペースト）を行った場
合、有効なスクリプト、スクリプトステップ、またはフィール
ドの参照は保持されます。互いを参照する複数のスクリプト、
スクリプトステップ、またはフィールドをコピーする場合は、
一度に行なうことで参照を保持することができます。１つずつ
コピーすると、参照が失われる可能性があります。貼り付け
（ペースト）が終了したら、すべての参照の有効性を確認して
ください。

1 スクリプトのコピーと貼り付け（ペースト）には、ソーススク
リプトに対しては書き込みアクセスの許可、コピー先のファイ
ルに対してはスクリプトを作成するアクセス権が必要です。

1 スクリプトステップのコピーと貼り付け（ペースト）には、コ
ピー元およびコピー先スクリプトに対して書き込みアクセス
の許可が必要です。

1 フィールドのコピーと貼り付け（ペースト）には、コピー元お
よびコピー先のファイルに対して完全アクセス権が必要です。

1 無効にされているスクリプトステップを含むスクリプトをコ
ピーした場合、それらのステップはコピー先でも無効のままで
す。詳細については、62ページの「スクリプトステップの無効
化」を参照してください。

1 スクリプトやスクリプトステップはコピーできてもブレーク
ポイントをコピーすることはできません。ただし、スクリプト
やスクリプトステップを複製した場合、ブレークポイントは保
持されます。

ファイルへのテーブルのコピーまたは
インポート
FileMaker Pro Advanced を使用すると、複数のファイルで構成され
るソリューションのテーブルを１つのファイルに統合することが
できます。ソリューションを統合するには、２つの方法があり
ます。

1 テーブルスキーマをコピーする方法：ソースファイルを開き、
必要なテーブルを選択してコピーします。続いて、コピー先
ファイルにテーブルのスキーマを貼り付け（ペースト）します。

1 テーブルスキーマをインポートする方法：テーブルのスキーマ
を対象ファイルに直接インポートします。スキーマのみをイン
ポートすることも、１つのスキーマですべてのデータをイン
ポートすることもできます。（１つのスキーマですべてのデー
タをインポートするには、[ファイル] メニューの [レコードの
インポート] サブメニューから [ファイル...] を選択します。詳
細については、ヘルプを参照してください。）

テーブルをコピーまたはインポートするときは、次の点に注意し
てください。

1 FileMaker Pro Advancedは、貼り付け（ペースト）またはイン
ポート時に有効なテーブル、フィールド、またはスクリプトの
参照を保持します。フィールドを元にテーブルが互いに参照し
ているような場合は、テーブルを一度にコピーまたはインポー
トすることで参照を保持することができます。１つずつコピー
またはインポートすると、参照が失われる可能性があります。
貼り付け（ペースト）またはインポートが終了したら、すべて
の参照の有効性を確認してください。
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1 「Import.log」ファイル（通常は、対象データベースのフォルダ
内にあります）を開き、参照先が見つからない、競合により名
前が変更されているなどの問題がある項目がないかを確認し
ます。コピー先データベースをリモートで開いている場合や
フォルダへの書き込みアクセスが許可されていない場合は、
「マイドキュメント」フォルダ（Windows）または「書類」フォ
ルダ（Mac OS）を確認してください。

1 ソースと対象ファイルに対して完全アクセス権を持っている
必要があります。

1 ソースファイルに定義されているアクセス権は保持されません。
コピー先のファイルで、再度アクセス権を定義する必要があり
ます。

1 テーブル間のリレーションシップは保持されません。
1 FileMaker Pro 7.0 以前のテーブルをインポートする場合は、イン
ポートを実行する前にデータベースファイルを変換しておく
必要があります。データベース変換の詳細については、
『FileMaker Pro ユーザーズガイド』を参照してください。

テーブルスキーマのコピー

テーブルのスキーマをコピーするには、次の操作を行ないます。

1. コピーするテーブルを含むデータベースファイルを開きます。
2. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[テーブル] タブをクリックします。

3. コピーするテーブルを選択します。
4. [コピー ] をクリックします。
5. テーブルのコピー先データベースファイルを開きます。
6. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[テーブル] タブをクリックします。

7. [貼り付け]（ペースト）をクリックします。

テーブルスキーマのインポート
1. テーブルのインポート先のデータベースファイルを開きます。

2. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[テーブル] タブをクリックします。

3. [インポート...] ボタンをクリックします。
4. [ファイルを開く]ダイアログボックスでソースファイルを選
択します。

5. [テーブルのインポート] ダイアログボックスで、リストから
インポートするテーブルを選択し、[OK] をクリックします。

6. [インポートの概要]ダイアログボックスでインポートの詳細
ログを確認する場合は、[ログファイルを開く...] をクリックし
ます。ダイアログボックスを閉じる場合は [OK] をクリックし
ます。

注意 作成したフィールドやテーブルの中で、同じファイルにイン
ポートするものがある場合は、インポートを実行する前にいったん
[データベースの定義] ダイアログボックスを閉じる必要があり
ます。

カスタム関数の使用
カスタム関数の機能を使用すると、作成したデータベースファイ
ル内の任意の場所で使用できるカスタム関数を作成することがで
きます。一度関数に対して式を作成すれば、他のフィールドに適
用したり、他のスクリプトで使用したりする場合に式を作成し直
す必要はありません。

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

1 十分なアクセス権があれば、カスタム関数が含まれるデータ
ベースファイルのすべてのユーザが関数を使用できます。

1 カスタム関数は、FileMaker Pro と FileMaker Pro Advanced の両
方で使用できるだけでなく、複数のプラットフォームでも使用
できますが、作成と編集は FileMaker Pro Advanced でのみ可能
です。
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1 新しく定義された関数は、[計算式の指定] ダイアログボックス
の関数一覧の専用のカテゴリと、[カスタム関数の定義] ダイア
ログボックスに表示されます。

1 カスタム関数を表示したくない場合は、これらのダイアログ
ボックスで表示を無効にすることができます。

1 完全アクセス権を持たないユーザが、完全アクセスアカウント
に制限されているカスタム関数を使用するスクリプトまたは
フィールドの計算式を編集しようとすると、カスタム関数の代
わりに「<プライベート関数>」という文字列が表示されます。
「<プライベート関数>」が式に表示された場合、計算式は変更
できません。

カスタム関数の作成
[カスタム関数] の機能を使用するには、現在アクティブなデータ
ベースに対する完全アクセス権が必要です。

カスタム関数を作成するには、次の操作を行います。

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

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

3. [カスタム関数を編集] ダイアログボックスで、[関数名:] に名前
を入力します。
カスタム関数名には、次のような条件があります。

1 名前は固有である必要があります。
1 名前の長さは 100 文字以内である必要があります。
1 名前にはスペースを使用することもできますが、スペースで
はなくアンダースコアを使用することをお勧めします。

4. 式を作成します。
計算式作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

5. 式に引数が必要な場合は、[関数の引数:] フィールドに引数名を
入力して、[プラス] ボタン  をクリックします。

引数名を編集または削除するには、一覧で引数名を選択して、
[編集] ボタン  または [削除] ボタン  をクリックします。

6. 計算式ボックス内で、項目を表示する位置をクリックします。

[カスタム関数を編集] ダイアログボックス

関数リスト

計算式ボックス

引数リスト

カスタム引数は
ここに表示されます

一覧表示（開いた状態）
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7. 次のいずれかの操作を実行します。

[カスタム関数を編集] ダイアログボックスでは、リストやボタン
を使用して関数を入力するだけでなく、引数名、演算子、およ
び関数を直接入力することができます。

8. [すべてのアカウント] は [アクセス:] のデフォルトのオプション
であり、現在のデータベースを利用するすべてのユーザがカス
タム関数を表示および使用できます。

9. 完全アクセス権を持つユーザのみがカスタム関数を利用でき
るようにするには、[完全アクセス権が割り当てられたアカウン
トのみ] を選択します。

10. [OK] をクリックします。

カスタム関数の編集
カスタム関数への変更は、関数が使用されているすべての場所に
適用されます。

カスタム関数を編集するには、次の操作を行います。

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

2. カスタム関数の一覧で、編集する関数を選択し、[編集...] をク
リックします。

3. [カスタム関数の定義 ]ダイアログボックスで必要な変更を行
い、[OK] をクリックします。

[カスタム関数の定義] ダイアログボックスの関数のソート方法を
変更するには、[表示順:] のリストからカテゴリを選択します。

カスタム関数の削除
カスタム関数は、削除すると使用できなくなります。

データベースへの完全アクセス権を持っている場合に、削除され
たカスタム関数を使用する計算式を編集しようとすると、関数の
名前の代わりに「<関数が見つかりません>」という文字列が表示
されます。

カスタム関数を削除するには、次の操作を行います。

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

2. カスタム関数の一覧で、削除する関数を選択し、[削除] をクリッ
クします。

3. 続けて関数を削除するか、[OK] をクリックします。

カスタム関数の複製
カスタム関数のコピーを作成し、そのコピーを編集して同様の操
作を実行することができます。

カスタム関数を複製するには、次の操作を行います。

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

2. カスタム関数の一覧で、複製する関数を選択し、[複製] をクリッ
クします。
カスタム関数の一覧に、名前の後に「コピー」が付いた関数の
コピーが表示されます。

3. 続けて複製を実行するか、[OK] をクリックします。

追加する項目 操作

引数への参照 引数の一覧で、引数名をダブルクリックします。

算術演算子または
文字列演算子

ボタンで表示されている演算子の中から使用する演算
子をクリックします。

比較演算子または
論理演算子

[演算子] のリストから使用する演算子を選択します。

定数 値を入力します。

関数 関数リストで関数をダブルクリックします。計算式
ボックスに表示された仮引数を、目的の値または式に
置き換えます。
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キオスクモードについて
キオスクモードは、ツールバーやメニューを表示せずに、データ
ベースソリューションまたはランタイムソリューションを画面全
体に表示する方法です。名前のとおり、キオスクモードでは、デー
タベースを情報キオスクとしてユーザに提示することができま
す。データベースをタッチスクリーンで実行するようにデザイン
することができます。
FileMaker Pro や FileMaker Pro Advanced、またはランタイムアプリ
ケーションで開くデータベースファイルを変換して、特定のアク
セス権セットが割り当てられているアカウントはキオスクモード
で開かなければならないファイルにすることができます。キオス
クモードで実行するソリューションを作成する際は、ソリュー
ションをナビゲートする方法および終了する方法を用意する必要
があります。アカウントとアクセス権の詳細については、ヘルプ
を参照してください。

キオスクモードでのナビゲート
メインファイルは、キオスクモードソリューションで最初に表示
されるメインデータベースです。キオスクモードにはメニューや
ウインドウコントロールがないため、ユーザがソリューションを
ナビゲートしたり、ファイルを閉じたり、FileMaker Pro、FileMaker
Pro Advanced、またはランタイムアプリケーションを終了したりす
るためのボタンをメインファイルに含める必要があります。

キオスクソリューションでのユーザの操作方法を決定するには、
インターフェースのデザインを実際に描いて計画することから
始めます。ボタンがクリックされたときの動作を決定し、各レイ
アウトからソリューションの最初の画面に戻るための方法を用
意します。表示される内容をさらに制御するには、ファイルが開
かれたときに固有のレイアウトを表示する起動スクリプトを作
成します。

1 キオスクソリューションをタッチスクリーンで実行する場合
は、大きめのボタンを使用して、ボタンの間隔を広く取ります。

1 １画面で利用できるオプションの数を制限します。

1 プレビューモードではボタンを使用できないため、[プレビュー
モードに切り替え] スクリプトステップの後には必ず [スクリ
プト一時停止/続行] スクリプトステップを指定し、スクリプト
がプレビューモードで表示される時間を指定します。さらに、
[スクリプト一時停止/続行] スクリプトステップの後に [ブラウ
ズモードに切り替え] スクリプトステップを指定します。

注意 キオスクソリューションが開いているときには、オペレー
ティングシステムへのアクセスは制限されます。Windows マシン
では、Alt+Tab を押して、キオスクデータベースソリューションか
ら別のアプリケーションに切り替えることができます。

キオスクソリューションの終了
キオスクソリューションに [終了] ボタンがない場合、ユーザは
Alt+F4（Windows）を押してアプリケーションを強制終了する必要
があります。Mac OS X バージョン 10.3 （v10.3）では、エンドユー
ザは、F9 または F11 キーを押して、開いている他のアプリケー
ションのウインドウにアクセスすることで、キオスクモードで
実行されているソリューションを終了できます。Mac OS X バー
ジョン 10.3 および 10.4 では、ユーザは、control-F2 キーを押すこ
とで他のアプリケーションにアクセスできます。データが破壊さ
れたり、開いているファイルが損傷したりする可能性があるため、
強制終了はお勧めできません。

ユーザが確実にメインファイルへアクセスし、アプリケーション
を正しく終了できるようにするには、次のように設定します。

1 各関連ファイルに、メインファイルを開く起動スクリプトを作
成する

1 各関連ファイルに、起動スクリプトを実行してメインファイル
を開く [メインメニュー ] ボタンを配置する

1 メインファイルに、[終了] ボタンを設定する

表示されていないメニューオプションおよびウインドウコント
ロールをエミュレートするボタンやスクリプトの作成について
は、19ページの「メニューコマンドとウインドウコントロールの
エミュレート」を参照してください。
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キオスクソリューションの作成

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

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

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

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

1 Adminアカウントでファイルにログインするデフォルトのオ
プションを解除する

キオスクアカウントを作成するには、次の操作を行います。

1. 使用するアカウントが制限付きのアクセス権を持つアカウン
トであることを確認します。

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

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

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

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

6. [レイアウト:]、[値一覧:]、および [スクリプト:] には、[すべて
表示のみ] または [すべてアクセスなし] を選択します。

7. [拡張アクセス権の管理] チェックボックスの選択を解除します。

8. 必要に応じて他のオプションを選択します。
9. [OK] をクリックします。

キオスクモードを有効にするには、次の操作を行います。

1. 68ページの「データベースソリューションファイルの変更」の
手順１から９に従います。

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

3. 必要に応じて他のオプションを選択します。
4. [OK] をクリックします。
5. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[ 設
定を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存するフォル
ダと場所を選択します。
76ページの「Developerユーティリティの設定の保存と再使用」
を参照してください。

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

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

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

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

3. [OK] をクリックします。
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ソリューションを制御するためのスクリプトとボタン
の使用
スクリプトとボタンを使用して、データベースソリューションの
大部分の自動化、起動動作の制御、メニューコマンドとウインド
ウコントロールのエミュレート、およびナビゲートなどの処理を
行うことができます。タスクを自動化するためのスクリプトの作
成の詳細については、ヘルプを参照してください。

ヒント スクリプトのテストには、スクリプトデバッガを使用す
ることができます。59ページの「スクリプトのステップ実行」を
参照してください。

キオスク画面中央へのデータベースウインドウの配置

640x480 向けに設計されたレイアウトを解像度が 640x480 以上の
画面で最大化した場合、レイアウトは中央から離れて左上隅に
配置され、まわりには空きスペースが表示されます。そのため、
キオスクウインドウは最大化しないことをお勧めします。ご使用
の画面の解像度に合わせてウインドウを中央に配置するには、代
わりに [ウインドウの調整 [収まるようにサイズ変更]] および [ウ
インドウの移動/サイズ変更] スクリプトステップを使用してくだ
さい。解像度は、取得関数で確認することができます。

重要 [ウインドウの調整 ] スクリプトステップを使用する前に、
ウインドウの表示領域を変化させるスクリプトステップ（[レイ
アウト切り替え ]、[ステータスエリアの表示切り替え ] など）を
実行してください。ウインドウの領域が決まったら、[ウインド
ウの調整 ] スクリプトステップを追加します。

[ウインドウの調整] スクリプトステップを実行すると、[アプリ
ケーションを終了] ボタンが配置されているウインドウが隠れて
しまうことがあります。ユーザが使用する可能性がある最も小さ
い解像度でもレイアウトが正しく表示されるようにデザインし、
ユーザが確実にキオスクデータベースソリューションを閉じるこ
とができるかを確認します。

メニューコマンドとウインドウコントロールのエミュレート

次のスクリプトステップを使用して、メニューコマンドおよびウ
インドウコントロールをエミュレートします。

ダイナミックボタンの作成

ボタンフィールドの状態を評価するスクリプトと計算式を使用す
ることによって、クリックするたびに変わるダイナミックボタン
を作成することができます。

ダイナミックボタンを作成するには、次の操作を行います。

1. ダイナミックボタンのフィールドを定義します。
2. ダイナミックボタンのスクリプトを作成します。
3. フィールドとスクリプトを関連付けます。

次の例では、クリックするたびに変わるボタンの作成方法を示し
ます。

エミュレートする
インターフェース要素

作成するボタンに付加する
スクリプトステップ

[メニュー ] コマンド メニューのスクリプトステップ（[レコードの
ソート]、[印刷]、[環境設定を開く] など）

拡大/縮小表示
コントロール

[ウインドウの調整] または [ズームの設定] 

ステータスエリア
コントロール

[ステータスエリアの表示切り替え]

モードポップアップ
メニュー

[ブラウズモードに切り替え]、[検索モードに切
り替え]、または [プレビューモードに切り替え]

垂直スクロールバー [ウインドウのスクロール]（レイアウトの高さ
が画面に収まらない場合）

水平スクロールバー [ウインドウのスクロール]（レイアウトオブ
ジェクトの幅が画面に収まらない場合）

ウインドウの
サイズと位置

[ウインドウの移動/サイズ変更]
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ダイナミックボタンのフィールドを定義するには、次の操作を行
います。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[フィールド] タブをクリックします。

2. 「アイコン」という名前のフィールドを作成し、[オブジェクト ]
タイプに指定します。

3. [オプション...] をクリックして、[データの格納] タブを表示し
ます。

4. [グローバル格納（すべてのレコードに１つの値）を使用する]
チェックボックスを選択し、[最大繰り返し数:] にボタンの状態
の数を入力します。

5. [OK] をクリックします。
6. ブラウズモードで、アイコンフィールドを選択し、[挿入] メ
ニューから [ピクチャ...] を選択してアイコンフィールドにグラ
フィックを追加します。

ヒント すべてのグラフィックが同じサイズであることを確認し
ます。

7. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [データベース...]
を選択し、[フィールド] タブをクリックします。

8. 「ボタン」という名前のオブジェクトフィールドを作成します。

9. [オプション...] をクリックして、[入力値の自動化] タブを表示
します。

10. [計算値] の [指定...] をクリックして、次の関数を入力します。
GetRepetition ( アイコン ; 1 )

11. [OK] をクリックします。

ダイナミックボタンのスクリプトを作成するには、次の操作を行
います。

1. [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択し、[作成...]
（Windows）または [新規...]（Mac OS）をクリックします。

2. スクリプトに「ボタンの切り替え」という名前を付けます。
3. [フィールド設定] スクリプトステップを追加します。
4. [ターゲットフィールドの指定] の [指定...] をクリックします。
5. 「ボタン」をダブルクリックします。
6. [計算結果:] の [指定...] をクリックします。
7. アイコン番号の各 GetRepetition テスト式を評価して番号を１ず
つ増やす Case 関数を記述します。

8. [OK] をクリックします。

フィールドとスクリプトを関連付けるには、次の操作を行います。

1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. ボタンフィールドを選択し、[書式] メニューの [フィールド/
コントロール] サブメニューから [動作...] を選択します。

繰り返しフィールドに追加されたグラフィックボタン

グローバルの
繰り返しフィールド

繰り返し番号
ダイナミックボタンの Case 関数
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3. [フィールドへの入力を許可する:] で、[ブラウズモード] と [検索
モード] の両方の選択を解除し、[OK] をクリックします。

4. [書式] メニューから [ボタン設定...] を選択します。
5. [スクリプト実行] を選択して [ボタンの切り替え] を指定します。
6. [OK] をクリックします。
ブラウズモードに切り替えて、ダイナミックボタンをテストし
ます。ボタンとスクリプトの詳細については、ヘルプを参照し
てください。
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第 3 章
メニューのカスタマイズ

FileMaker Pro Advanced を使用すると、データベースソリュー
ションのためのカスタムメニューを作成できます。次に示すさま
ざまな操作で、メニューやメニュー項目の追加、編集、または削
除などを行うことができます。

1 メニュー項目名の変更
1 メニュー項目からのスクリプトまたはスクリプトステップの
実行。スクリプトは、関連のツールバーアイコンまたはショー
トカットメニューからも実行できます。

1 カスタムキーボードショートカットおよびアクセスキーの割
り当て

1 メニューおよびメニュー項目のためのプラットフォームの指定
1 メニューが表示されるモードの指定
1 ファイルおよびレイアウトのためのメニューセットの指定

メニューのカスタマイズについて

メニューをカスタマイズするには、次の方法があります。

1 FileMaker の標準メニューのコピーを編集。この方法は、既存
のメニューに対し、いくつかのメニュー項目のプロパティを変
更するなど、小規模な変更を行なうときに便利です。25ページ
の「メニューのカスタマイズ」を参照してください。

1 空のメニューから作成。この方法は、メニューを追加したり、
メニュー項目のプロパティを変更するなど大規模な変更を行
なうときに便利です。

メニューセットを変更したり、どの時点でそれらをインストール
するのかを指定する必要がある場合があります。30ページの「メ
ニューセットのカスタマイズ」および 32ページの「メニューセッ
トのインストール」を参照してください。

次の例は、[レコード] メニューに表示される [新規レコード] メ
ニュー項目のカスタマイズの例です。[新規レコード] メニュー項
目の名前を「新規請求書」に変更し、ユーザが [新規請求書] を選
択した際に実行するスクリプトをメニュー項目に付加します。そし
て、ユーザがデータベースを開いたときにカスタムメニューセッ
トを表示するよう、デフォルトのメニューセットを変更します。

この例では、データベースに「新規請求書」という名前のスクリ
プトの存在を想定しています。[新規請求書] スクリプトは、レイ
アウトを請求書に切り替えたり、空のレコードを作成したりする
ための作業を自動化します。スクリプトの作成については、ヘル
プを参照してください。

1. データベースを開き、[ファイル] メニューの [定義] サブメニュー
から [カスタムメニュー ...] を選択します。標準の [レコード] メ
ニューのコピーを編集するためには、[レコード コピー ] メ
ニューをダブルクリックします。25ページの「カスタムメ
ニューの作成と編集」を参照してください。

2. メニュー項目のプロパティを変更するためには、[新規レコード]
メニュー項目を選択します。[新規レコード] メニュー項目のタ
イトルを [新規請求書] に変更します。27ページの「カスタム
メニュー項目の作成と編集」を参照してください。

3. メニュー項目で行なう操作を [新規請求書] スクリプトが実行
するように変更します。27ページの「カスタムメニュー項目の
作成と編集」を参照してください。

4. [カスタムメニューセット１] をファイルのデフォルトのメニュー
セットに設定します。32ページの「デフォルトのメニューセッ
トの指定」を参照してください。

5. [OK] をクリックします。
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他の機能への影響

カスタムメニューは他の機能に影響を与える場合があります。次
の点に注意してください。

1 カスタムメニューは FileMaker Pro やランタイムソリューション
でも表示されますが、これらでは編集できません。

1 Web 上で公開されているデータベースは、カスタムメニューコ
マンドを認識できません。たとえば、[新規レコード] コマンドで
アプリケーションを終了するようにカスタマイズしても、イン
スタント Web 公開に影響はありません。つまり、Web ユーザに
は引き続きデフォルトの [新規レコード] コマンドが表示され
ます。

1 FileMakerの機能は、メニューに含まれている場合にのみ操作
することができます。たとえば、レイアウト上に表示を切り替
えるスクリプトのボタンがない状態でメニューから [表示] メ
ニューを削除した場合、ステータスエリアのモードボタンは無
効になり、ユーザはモードを切り替える方法をなくします。

1 インストールされているメニューセットに [編集] メニューが
含まれていない場合、[切り取り]（カット）、[コピー ] や [貼り
付け]（ペースト）のショートカットを使用することはできま
せん。

1 製品のマニュアルではカスタムメニューは網羅されないため、
ソリューションには、ユーザマニュアルを用意する必要があり
ます。

1 FileMakerの標準メニューおよびメニュー項目は、オペレー
ティングシステムの言語に基づいてローカライズされますが、
カスタムメニューやカスタムメニュー項目のタイトルはシス
テムの言語が変更されてもローカライズされません。

1 FileMakerの標準メニューおよびメニュー項目では、ユーザの
アクセス権に応じて、実行が許可されていないメニューコマン
ドはグレー表示されますが、メニュー項目にスクリプトを付加
した場合、メニューはグレー表示されなくなります。

1 [ヘルプを表示 ]スクリプトステップで表示されるヘルプは、
FileMaker Pro のヘルプのみです。カスタムヘルプを表示するこ
とはできません。

カスタムメニュー用語
カスタムメニュー機能を使用する場合には、次の用語を理解して
おく必要があります。

用語 説明

メニューバー 画面（Mac OS）またはウインドウ（Windows）の最
上部に位置し、インストールされているメニュー
セットが表示される部分。

メニューセット メニューバーに配置されるメニュー群。

メニュー メニュー項目の一覧。各メニューにはタイトルが付
けられており、メニューバー上に表示されます。メ
ニューの表示は、プラットフォームと表示モードの
設定によって変わります。

メニュー項目 メニューバー上のメニューを展開したとき、一覧に
表示される各項目。メニュー項目は、操作である場
合や、サブメニューまたは区切り線である場合があ
ります。メニュー項目の表示はプラットフォームの
設定によって変わります。

メニュー項目
プロパティ

プラットフォームの指定、表示するタイトル、
ショートカットや実行する操作などメニュー項目に
関するあらゆる設定。

サブメニュー 別のメニュー項目から展開するメニュー。

ショートカット キーボードショートカット。コマンドを選択すると
き、メニュー項目からの選択の代わりに使用できる
キーボードの組み合わせ。

アクセスキー
（Windows）

メニューおよびメニュー項目は、Alt キーを押しな
がら指定のアクセスキーを押すことによっても選択
できます。

処理 メニュー項目に割り当てられている操作に代わっ
て、指定のスクリプトまたはスクリプトステップを
実行します。
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メニューのカスタマイズ

FileMaker Pro Advanced を使用してカスタムメニューを作成するこ
とができます。次の操作を行うことができます。

1 メニューの新規作成または既存メニューの編集
1 メニューの複製または削除

1 メニュー項目の追加、複製、または削除
1 表示タイトル、ショートカットや操作などメニュー項目のプロ
パティの指定

注意 メニューをカスタマイズするには、完全アクセス権が必要
です。

カスタムメニューの作成と編集
メニューは空のメニューから、または FileMaker の標準メニューの
コピーを編集して作成できます。

メニューを複製すると、元のメニューを変更することなく変更を
加えたり、不要なメニューを削除できます。

メニューを複製または削除するには、次の操作を行ないます。

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

2. [ カスタムメニューの定義 ]ダイアログボックスで次のいずれ
かの操作を行なってから [OK] をクリックします。

メニューを作成または編集するには、次の操作を行ないます。

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

コマンド 実行する作業を指定します（たとえば、レコードの
削除）。

表示タイトル メニューまたはメニュー項目を示すテキストまたは
名前で、メニューバーに表示されます。

区切り線 メニュー内に表示される項目の一覧を区切るまたは
グループ化するための線。

FileMaker の
標準メニュー

カスタマイズされていない、すべてのデフォルトの 

FileMaker メニューを含むメニューセット。

用語 説明

メニュー

メニューバー

ファイルウインドウ
のメニューセット

メニュー項目

区切り線

メニューの表示タイトル

カスタムメニュー用語

サブメニュー
目的 操作

メニューを
複製する

一覧からメニューを選択して、[複製] をクリック
します。

メニューを
削除する

一覧からメニューを選択して、[削除] をクリック
します。
重要 メニューを削除した場合、そのメニューに含
まれているメニュー項目も削除されます。
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2. [カスタムメニューの定義] ダイアログボックスで次のいずれ
かの操作を行ないます。

3. [カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで、カスタムメ
ニューのオプションを指定します。

目的 操作

メニューを
作成する

[作成...] をクリックします。
[カスタムメニューの作成] ダイアログボックスで
次のいずれかの操作を行なってから [OK] をクリッ
クします。
1 [空のメニューから作成する ] をクリックし
ます。
1 [FileMaker の標準メニューから作成する ] を
クリックしたら、一覧からメニューを選択
します。

注意 Shift キーを押しながら [作成 ...] をクリック
して空のメニューを作成することもできます。

既存のメニューを
編集する

一覧からメニューを選択して、[編集...] をクリック
します。

[カスタムメニューの定義] ダイアログボックスの 
[カスタムメニュー ] タブ

角かっこ [ ] 内の
メニューはロック
されており、カス
タマイズできま
せん。

目的 操作

メニュー名を
指定する

[現在のメニュー名] にメニューの名前を 100 文字
以内で入力します。この名前は、[カスタムメニュー
の定義] ダイアログボックスの [カスタムメニュー] 

一覧に表示されますが、メニューまたはメニュー
バーには表示されません。

メニューバー上に
表示するタイトルを
指定する

[タイトルを変更] を選択してから、[デフォルトの
表示タイトル] に名前を３万文字以内で入力しま
す。アクセスキー（Windows）を指定するには、
アクセスキーとして使用したい文字の前にアンパ
サンド（&）を入力します。たとえば、[ファイル] 

メニューに文字「F」をアクセスキーとして表示さ
せるには、“ファイル(&F)”と入力します。なお、
カッコ内の文字「&F」は半角です。
メニューのタイトルを計算式の結果に連動させる
には、[指定...] をクリックします。続いて、[計算
式の指定] ダイアログボックスで計算式の内容を定
義します。
注意 [ヘルプ ] や FileMaker Pro メニューの名前は
変更できません。

[カスタムメニュー
の定義] ダイアログ
ボックスでコメント
を表示する

メニューに関するコメントを３万文字以内で入力
します。

メニューを表示する
プラットフォームを
選択する

[Windows] か [Macintosh]、またはその両方を選択し
ます。メニューは、選択したプラットフォームで
表示されます。

メニューを表示する
モードを指定する

[表示するモード] で、[ブラウズ]、[検索]、および 

[プレビュー ] の中からメニューを表示するモード
を選択します。モードが切り替えられると、表示
されるメニューセットも連動して変わります（表
示されるメニューは、そのモードに指定されてい
るメニューのみです）。
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4. メニューにメニュー項目を追加する、またはメニューからメ
ニュー項目を削除する場合は、次の「カスタムメニュー項目の
作成と編集」の手順 3 に進んでください。

カスタムメニュー項目の作成と編集
メニューの作成が終わるとメニュー項目を作成できます。
FileMaker の標準メニューのコピーであるメニュー項目を作成し
たり、編集したりできます。メニュー項目としては、コマンド、
サブメニューおよび区切り線があります。標準の FileMaker コマン
ドを元にしたメニュー項目、または初期状態ではコマンドが割り
当てられていないメニュー項目を作成することもできます。
FileMaker コマンドを元にしたメニュー項目を作成した場合、その
メニュー項目は、コマンドのプロパティをすべて継承します。プ
ロパティ（タイトル、ショートカット、または処理）を上書きす
ることによりメニュー項目をカスタマイズします。

コマンドが割り当てられていないメニュー項目を作成した場合、
[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスのメニュー項目の
一覧には名称未設定のメニュー項目が表示されますので、そこか
らメニュー項目のプロパティをカスタマイズします。

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

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

3. [カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで、メニューに
含まれるメニュー項目を指定します。

[カスタムメニューの編集] ダイアログボックス

これらの
オプションは
メニュー全体に
適用されます。

目的 操作

コマンドを
追加する

[コマンド...] をクリックします。
[FileMaker コマンドの指定] ダイアログボックスで、
次のいずれかの操作を行なってから [OK] をクリッ
クします。
1 [コマンドを割り当てない ] をクリックします。
メニュー項目の一覧には名称未設定のメ
ニュー項目が追加されますので、コマンドの
プロパティを指定します（手順 4 を参照）。
1 [FileMaker コマンドを使用 ] をクリックし、
一覧からコマンドを選択します。

メニュー項目の操作または動作は、コマンドに
よって決められます。
ヒント Shift キーを押しながら [コマンド] をク
リックしても名称未設定のコマンドメニュー項目
を作成できます。

サブメニューを
追加する

現在のメニューに別のメニューのコマンドを追加
するには、[サブメニュー ...] をクリックします。
[サブメニューの指定] ダイアログボックスで、含
めるメニューを選択し、[OK] をクリックします。
注意 メニューバーには、100 メニューまで追加で
きます。サブメニューを含むメニューの追加を行
なうと、簡単に、制限値に達します。

区切り線を
追加する

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

メニュー項目を
複製する

一覧からメニュー項目を選択し、  ボタンをク
リックします。

メニュー項目を
削除する

一覧からメニュー項目を選択し、  ボタンをク
リックします。
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4. メニュー項目の一覧からメニュー項目を１つずつ選択し、各メ
ニュー項目にプロパティを指定します。

目的 操作

メニュー項目の
コマンドを
変更する

[指定...] をクリックします。[FileMaker コマンドの
指定] ダイアログボックスで、コマンドを選択し、
[OK] をクリックします。

メニュー項目を
表示するプラット
フォームを
選択する

[Windows] か [Macintosh]、またはその両方を選択し
ます。メニュー項目は、選択したプラットフォー
ムで表示されます。
注意 コマンドには、いずれかのプラットフォーム
でのみ有効なものがあります。

[カスタムメニューの編集]  ダイアログボックス

項目は、一覧に
表示されている
順にメニューに
表示されます。
順番を変更する
には、矢印を
上または下に
ドラッグします。

メニュー項目の
タイトルを変更する

[タイトル] を選択し、テキストを入力します。ア
クセスキー（Windows）を指定するには、アクセス
キーとして使用したい文字の前にアンパサンド（&）
を入力します。たとえば、[開く] メニューに文字
「O」をアクセスキーとして表示させるには、“開く
(&O)”と入力します。なお、カッコ内の文字
「&O」は半角です。
メニューのタイトルを計算式の結果に連動させる
には、[指定...] をクリックします。続いて、[計算
式の指定] ダイアログボックスで計算式の内容を定
義します。
注意 名称未設定のメニュー項目に [タイトル ] 
チェックボックスはありません。

メニュー項目の
ショートカットを
定義する

[ショートカット] を選択します。[ショートカットの
指定] ダイアログボックスで、キーの組み合わせを
入力し、[OK] をクリックします。

メニュー項目が
選択された場合に
スクリプトまたは
スクリプトステップ
を実行する

[処理] を選択し、次のいずれかの操作を行なって
から [OK] をクリックします。
1 [スクリプト ] を選択します。[[スクリプト指
定 ] のオプション ] ダイアログボックスで、
スクリプトを選択し、必要に応じて任意のス
クリプトパラメータを入力します。
1 [スクリプトステップ ] を選択します。[スクリ
プトステップの指定 ] ダイアログボックスで、
必要に応じてステップやオプションを選択
し、[OK] をクリックします。

注意 名称未設定のメニュー項目に [処理 ] チェッ
クボックスはありません。
ヒント 現在実行されているスクリプトの動作を
操作（たとえば、スクリプトを強制終了、終了、
または一時停止）するには、[スクリプトステップ] 

を選択し、[スクリプト実行] スクリプトステップ
を使用します。
スクリプトとスクリプトステップの詳細について
は、ヘルプを参照してください。

目的 操作
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次の点に注意してください。

1 コマンドの動作（タイトル、ショートカット、または処理）を
変更するには、該当するチェックボックスを選択する必要があ
ります。チェックボックスが選択されていない場合、コマンド
の元の動作が保持されます。

1 ツールバー上のアイコンは、メニュー項目とリンクしていま
す。ツールバー上にアイコンを持つメニュー項目をカスタマイ
ズすると、アイコンもカスタマイズされます。たとえば、[新
規レコード] アイコンは、[新規レコード] メニュー項目にリン
クされています。[新規レコード] メニュー項目に、名前を「新
規連絡先」に変更するとともにスクリプトの実行を指定するカ
スタマイズが行われた場合、ツールバー上のアイコンはカスタ
ムの [新規連絡先] スクリプトを実行し、アイコンのポップアッ
プヘルプには [新規連絡先] と表示されます。ツールバー上のア
イコンにリンクされているメニュー項目をカスタマイズする
と、[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスの [使用:] 領
域にそれが示されます。

1 ショートカットメニューは、オブジェクトまたはエリア上
で、右クリック（Windows）または control キーを押しながらク
リック（Mac OS）を行なった場合に表示されます。ショート
カットメニュー項目を持つメニュー項目をカスタマイズする
と、ショートカットのメニュー項目の動作もカスタマイズされ
ます。

1 FileMaker Pro Advanced は、モード、ウインドウやレイアウトの
切り替え、または同じような結果につながるスクリプトの実
行によるメニューセットの変更依頼を受けたときにメ
ニューやメニュー項目を更新します。フィールドの内容や関数
に基づくメニューやメニュー項目のタイトルは、メニューセッ
トが変更されたときにのみ更新されます。

1 ２つのメニュー項目に対し同じショートカットまたはアクセ
スキーを入力した場合、メニューバーに（右から左、上から下
の順で）最初に配置されている項目に適用されます。

1 アンパサンド（&）をメニューまたはメニュー項目のタイトル
の一部として表示させるには、アンパサンドを２回入力する必
要があります。たとえば、メニュータイトルを [レコード&レ
ポート] にするには、“レコード&&レポート”と入力する必要
があります。

1 有効にするメニュー項目を制御する場合は、[アクセス権セット
の編集] ダイアログボックスでアクセス権セットを変更します。

1 [利用できるメニューコマンド] を [編集のみ] や [最小] に設
定することにより、FileMaker コマンドを元にしたメニュー
項目を設定に応じて、有効または無効にすることができま
す。カスタマイズされた操作を持つ項目を含め、他のメ
ニュー項目はすべて無効になります。たとえば、[編集のみ]
を選択すると、すべての基本的な FileMaker の編集コマンド
は有効になりますが、カスタマイズされた操作を持つ項目を
含む他の項目はすべて無効になります。

1 [利用できるメニューコマンド] に [すべて] を設定すると、通
常では、すべてのメニュー項目が有効になります。アクセス
権の詳細については、ヘルプを参照してください。

[カスタムメニューの編集]  ダイアログボックス

メニュー項目
のプロパティ
を指定します。

選択されてい
るコマンドの
使用例を表示
します。
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1 FileMaker では、メニューバーに表示されないショートカット
も使用できます。たとえば、command-shift-Z は Mac OS のウイ
ンドウをズームアップします。さらに、オペレーティングシス
テムでもショートカットが定義されています。これら２つの
ショートカットは [ショートカットの指定] ダイアログボック
スでユーザが定義したものより優先されます。

1 Windows と Mac OS で使用できるショートカットは同じでは
ありません。たとえば、Windows 用の FileMaker Pro Advanced
で Ctrl+H がショートカットとして定義されたファイルを
Mac OS で開いた場合、ショートカットは command-H にマッ
プされ、Mac OS の開いているアプリケーションを隠すため
のショートカットと競合します。ショートカットは、Windows
では意図したとおりに動作しますが、Mac OS では、オペレー
ティングシステムで定義されているショートカットに置き
換えられます。
1 カスタムショートカットを作成する場合は、両プラット
フォームで確認する必要があります。ショートカットの詳細
については、ご使用のオペレーティングシステムのマニュア
ルを参照してください。

1 Mac OS: Mac OS X のシステム環境設定を使用して、アプリケー
ションに対してキーボードショートカットを割り当てること
もできます。システム環境設定で、FileMaker Pro のメニューに
対しキーボードショートカットを定義した場合、このキーボー
ドショートカットが FileMaker の標準メニューのメニューセッ
トを含むカスタムメニューのメニューコマンド用デフォルト
ショートカットになります。このメニュー項目は常にメニュー
に存在し、カスタムメニュー関連のダイアログボックスを使用
してショートカットを変更することはできません。

メニューセットのカスタマイズ
必要なメニューのみを含むカスタムメニューセットを作成するこ
とができます。カスタムメニューセットはファイルまたは個々の
レイアウトに対し設定することができます。

次のことに注意してください。

1 Mac OS: カスタムメニューセットに [ヘルプ] メニューが含まれ
ていない場合、オペレーティングシステムにより空の [ヘルプ]
メニューがインストールされます。このメニューを削除した
り、メニューバー上の配置やタイトルを変更したりすることは
できません。

1 Mac OS: FileMaker Pro のメニューはアップルメニューの後に追
加されます。[終了] および [システム環境設定] のメニュー項目
はカスタマイズできません。カスタマイズの対象は、[FileMaker
Pro について...] および [共有設定] のメニュー項目のみです。

1 Windows: [終了] のメニュー項目は、ロックされていない（変更
可能な）最初のメニューの後に追加されます。[終了] のメ
ニュー項目はカスタマイズできません。

メニューセットの作成と編集
メニューセットは新規に作成できます。また、既存のものを編集
または複製することもできます。不要なメニューセットは削除で
きます。

重要 カスタムメニューセットを複製すると、メニューセットの
コピーが作成されます。メニューセットのコピーは、元のメ
ニューセットと同じカスタムメニューを参照しますが、カスタム
メニューを複製しません。メニュー項目を変更した場合、そのメ
ニューが含まれているすべてのメニューセットが変更されます。

メニューセットを作成または編集するには、次の操作を行ない
ます。

1. [ファイル ]メニューの [定義 ]サブメニューから [カスタムメ
ニュー ...] を選択し、[メニューセット] タブを選択します。
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2. [カスタムメニューの定義] ダイアログボックスで次のいずれ
かの操作を行ないます。

3. [メニューセットの編集] ダイアログボックスで次の操作を行
います。

4. メニューセットに含めるメニューを選択し、[OK]をクリック
します。

目的 操作

メニューセットを
作成する

[作成...] をクリックします。

既存のメニュー
セットを編集する

一覧からメニューセットを選択して、[編集...] をク
リックします。

目的 操作

メニューセット名を
指定する

[メニューセット名] にメニューの名前を 100 文字以
内で入力します。この名前は、[カスタムメニュー
の定義] ダイアログボックスの [メニューセット] タ
ブで一覧表示されます。

[カスタムメニュー
の定義] ダイアログ
ボックスの [メニュー
セット] タブに
コメントを挿入する

メニューセットに関するコメントを３万文字以内
で入力します。

[カスタムメニューの定義] ダイアログボックスの [メニューセット] タブ

目的 操作

メニューセットに
メニューを
追加する

1 [利用可能なカスタムメニュー ] 一覧からメ
ニューを選択し、[移動 ] をクリックします。
1 [利用可能なカスタムメニュー ] 一覧でメ
ニューをダブルクリックします。

メニューセットから
メニューを削除する

メニューセットから削除するメニューを選択し、
[消去] をクリックします。

メニューを
作成する

[作成...] をクリックし、25ページの「カスタムメ
ニューの作成と編集」の手順を実行します。
注意 Shift キーを押しながら [作成 ...] をクリック
しても空のメニューを作成することができます。

メニューセットからすべての
メニューを削除するときに
クリックします。

[メニューセットの編集] ダイアログボックス

項目は、一覧に表示されてい
る順に、メニューバーに表示
されます。順番を変更するに
は、矢印を上または下にド
ラッグします。
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メニューセットを複製または削除するには、次の操作を行ないます。

1. [ファイル ]メニューの [定義 ]サブメニューから [カスタムメ
ニュー ...] を選択し、[メニューセット] タブを選択します。

2. [カスタムメニューの定義] ダイアログボックスで次のいずれ
かの操作を行なってから [OK] をクリックします。

メニューセットのインストール

メニューセットを作成したら、次はインストールのオプションを
指定します。次の操作を行うことができます。

1 ファイルに対するデフォルトのメニューセットの指定
1 個々のレイアウトに対するメニューセットの指定
1 メニューセットを変更するスクリプトの作成
1 モードに応じた表示を行なうメニューセットメニューの指定
詳細については、25ページの「カスタムメニューの作成と編
集」を参照してください。

1 FileMaker Pro Advanced の [ツール] メニューを使用したメニュー
セットの切り替え

デフォルトのメニューセットの指定
ファイル内のすべてのレイアウトに対し同じデフォルトのメ
ニューセットを指定することができます。

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

2. [ このファイルのデフォルトのメニューセット ]で、メニュー
セットを選択します。

個々のレイアウトに対するメニューセットの指定
レイアウトごとに異なるメニューセットを指定することができ
ます。

1. レイアウトモードで、[レイアウト] メニューから[レイアウト設
定...] を選択し、[一般タブ] をクリックします。

メニューを
複製する

一覧からメニューを選択して、[複製] をクリック
します。

メニューを
編集する

メニューを選択して、[編集...] をクリックします。
[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスで
メニューを編集し、[OK] をクリックします。
25ページの「カスタムメニューの作成と編集」を
参照してください。

目的 操作

メニューセットを
複製する

一覧からメニューセットを選択して、[複製] をク
リックします。

メニューセットを
削除する

一覧からメニューセットを選択して、[削除] をク
リックします。

目的 操作

[カスタムメニューの定義] ダイアログボックス

ファイルのデフォルトの
メニューセットを指定します。
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2. [メニューセット] で、メニューセットを選択し、[OK] をクリッ
クします。

次の点に注意してください。

1 [ファイルのデフォルト] 以外のメニューセットを選択した場
合、そのメニューセットは、レイアウト表示時に [カスタムメ
ニューの定義] ダイアログボックスで選択されたものを上書き
します。

1 レイアウトモードで、[レイアウト] メニューから [レイアウト
順設定...] を選択し、[レイアウト順設定] ダイアログボックスを
表示して各レイアウトに割り当てられているメニューセット
を確認してください。

メニューセットを変更するスクリプトの作成
指定した条件を基にメニューセットを変更するスクリプトを作成
することができます。スクリプトまたは [メニューセットのインス
トール] スクリプトステップの詳細については、ヘルプを参照して
ください。

アクティブなカスタムメニューセットの名前を確認するには、Get
( カスタムメニューセット名 ) を使用します。また、見つからない
メニューセットを確認するには、Get ( 最終エラー ) 関数を使用し
ます。[メニューセットのインストール] スクリプトステップを実
行したら、Get ( 最終エラー ) 関数で状態を確認してください。メ
ニューセットが見つからない場合、関数はエラー 115 を返します。
詳細については、ヘルプを参照してください。

メニューセットのテスト
カスタムメニューを含むデータベースを配布する場合は、その前
に、ユーザアカウントごとに、両方のプラットフォームですべて
のメニューおよびメニュー項目を確認する必要があります。ユー
ザが作業を行なうために必要なすべてのメニューおよびメニュー
項目が利用可能であることを確認してください。[表示] メニュー
にはいつでもアクセスが可能であり、ブラウズ、検索、およびプ
レビュー間でモードを切り替えるための手段（たとえば、ボタン）
が用意されていることを確認します。

また、データベースデザインレポートを確認すると、ショートカッ
トまたはアクセスキー間で競合が発生していないかどうかを確認
できます。

FileMaker Pro Advanced では、[ツール] メニューを使用して、一時
的にメニューセットを切り替えたり、FileMaker の標準メニューを
復帰させたりすることができます。（[ツール] メニューは必ずメ
ニューバーに表示されています。）

1. [ツール] メニューから [カスタムメニュー ] を選択します。
2. 必要なメニューセットを選択します。

FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced では、カスタムメ
ニューがインストールされているかどうかを確認できます。

1 Windows: [ヘルプ] メニューから [FileMaker Pro について...] を選
択し、[システム情報] をクリックします。

1 Mac OS: [FileMaker Pro] メニューから [FileMaker Pro について...]
を選択し、[情報] をクリックします。

[レイアウト設定] ダイアログボックス

レイアウトに適用する
メニューセットを選択します。
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カスタムメニューがインストールされている場合、ダイアログ
ボックスには [カスタムメニュー使用中] が表示されます。

以前のバージョンでカスタマイズされた
[情報]、[ヘルプ] または [スクリプト]

メニューの使用
FileMaker Developer の以前のバージョンでは、ランタイムソリュー
ション用に [ヘルプ]、[情報]、および [スクリプト] メニューをカ
スタマイズすることができました。変更できるメニューはこれら
に限られていました。
FileMaker Developer で作成されたランタイムファイルを FileMaker
Pro Advanced で開いた場合、カスタマイズされた [情報]、[ヘルプ]、
および [スクリプト] メニューは FileMaker の標準メニューのメ
ニューセットの一部として表示され、これらは変更できません。
FileMaker Pro Advanced の標準メニューのコピーは、[カスタムメ
ニューセット１] で提供されています。
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FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、さまざまなレイ
アウトスタイルを使用して、新規レイアウトのテキスト、フィー
ルド、およびパートの色、パターン、フォント、枠を表示します。 

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

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

関連情報と参照先 

1 レイアウトスタイルの使用とレイアウトのデザインについて
は、ヘルプを参照してください。

1 XML の情報および使用方法については、www.filemaker.co.jp/
xml を参照してください。

1 XML 形式を使用してデータベースを Web 上で公開するには、
PDF マニュアル『FileMaker インスタント Web 公開ガイド』を
参照してください。

レイアウトスタイルを作成して、レイアウトパート、フィールド、およびフィールドラベルの
テキストと背景の塗りつぶしに、異なるスタイルを自動的に適用します。

 ヘッダパートの塗りつぶし色と
パターン

ボディパートの塗りつぶし色とパターン

フッタパートの塗りつぶし色とパターン

フィールドラベル

 フィールドテキスト

フィールドの塗りつぶし、枠、および
影付き効果

フッタパートのテキスト

ヘッダパートのテキスト
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FileMaker Pro Advanced のスタイルの
変更
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced には、スタイルファイ
ルが付属しており、ユーザが変更することができます。１つのス
タイルファイルに複数のスタイルを含めることができます。 たと
えば、「Blue_gold.fth」ファイルには、画面での表示に使用される
「ブルー /ゴールド画面」と、印刷に使用される「ブルー /ゴールド
印刷」という２つのスタイルが含まれます。

重要 レイアウトスタイルの XML は、整形式で、必要な構文に
準拠している必要があります。37ページの「スタイルファイル
の必要条件」および 45ページの「スタイルファイルのエラー
チェック」を参照してください。

スタイルを変更するには、次の操作を行います。

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

Windows:  FileMaker Pro 8 Advanced¥Extensions¥Japanese¥Themes¥ 

または
Mac OS X:  FileMaker Pro 8 Advanced/ FileMaker Pro 8 Advanced.app/
Contents/Resources/Japanese.lproj/Themes/

重要 スタイルファイルの総数は、50 に制限されています。

2. 複製したファイルの名前を変更して、新しいファイル名に拡
張子 .fth を付けます。
新しいファイルは、「Themes」フォルダに入れたままにしてお
きます。新規レイアウト/レポートアシスタントにスタイルオプ
ションを表示するには、スタイルファイルが「Themes」フォル
ダに配置されており、拡張子 .fth が付いている必要があります。

3. テキストエディタでスタイルファイルを開きます。

4. THEMENAME エレメントの値を新しい名前に置き換えて、ス
タイルの名前を変更します。

<THEMENAME VALUE="パープル/ホワイト画面" />

注意 THEMENAME の値に ASCII の上位文字が含まれる場合、
HINT 属性を使用して、Windows と Mac OS X のどちらのプラット
フォームでもスタイル名が表示されるようにします。詳細につい
ては、41ページの「スタイル属性の有効値」を参照してください。

5. 他のエレメントと属性の値を変更します。
たとえば、レイアウトのボディパートの背景の塗りつぶし色を
明るい紫色に変更するには、次のように色の 16 進値を
#9933CC に変更します。

<BODYPART>

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

ガイドラインについては、41ページの「スタイル属性の有効
値」および 44ページの「パターンと色の値の使用」の表を参
照してください。

複数行
エレメント

１行
エレメント

属性
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6. 指定する必要のないエレメントは削除します。
１行エレメントや複数行エレメントを削除する際は、開始タグ
と終了タグを含む全体を削除してください。詳細については、
38ページの「スタイルファイルからのエレメントの削除」を参
照してください。

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

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

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

新規レイアウト/レポートアシスタントに新しいスタイルが表示
されない場合は、構文エラーの可能性があります。詳細について
は、45ページの「スタイルファイルのエラーチェック」を参照し
てください。

スタイルファイルの必要条件
FileMaker Pro Advanced レイアウトスタイルは、テキストファイル
形式で保存される XML ドキュメントに記述されます。 各テキス
トファイルには、拡張子 .fth を付けて、「FileMaker Pro Advanced」
アプリケーションフォルダの中の「Themes」フォルダに配置して
おく必要があります。
XML は多くの点で HTML に似ていますが、 HTML と異なり、レイ
アウトスタイル用の XML は、整形式で、必要な構文に準拠して
いる必要があります。 必要なエレメントや属性が省略されていた
り、開始タグと終了タグが一致しない部分があると、使用できな
いドキュメントが作成され、FileMaker Pro Advanced で XML を解
析したり、新規レイアウト/レポートアシスタントにスタイルを表
示することができなくなります。 

スタイルに最低限必要な XML エレメント
各スタイルファイルは、XML 1.0 仕様を使用してファイルを XML
ドキュメントとして宣言する XML ドキュメント処理命令で始まる
必要があります。さらに、レイアウトスタイル用の XML ドキュメン
トには、そのファイルの <FMTHEMES> 開始タグと </FMTHEMES>
終了タグが含まれる必要があります。この FMTHEMES ルートエ
レメントには、１つまたは複数の FMTHEME エレメントを含める
ことができます。 

新規レイアウト/レポートアシスタントに、カスタムスタイルの名前が
オプションとして表示されます。
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新規レポート/レイアウトアシスタントに複数のスタイルをまと
めて表示する場合は、すべてのスタイル（FMTHEME エレメント）
を１つのファイルにまとめておくと便利です。THEMENAME の値
の表示順序は、ファイルに FMTHEME エレメントを記述する順序
によって決まります。

注意 THEMENAME エレメントの値には、ASCII 文字セットの任
意の文字を使用できます。ただし、XML エディタを使用してスタ
イルを記述する場合や、別のプラットフォームでスタイルを使用
する予定の場合は、何らかの対策が必要です。 

次の文字は、XML エディタでは一般的に文字エンティティとして
コーディングされます。

文字エンティティの代わりに実際の文字を使用すると、XML エ
ディタでエラーが発生します。 ただし、FileMaker Pro および
FileMaker Pro Advanced では文字エンティティは再解釈されないた
め、THEMENAME エレメントの値は、入力したとおりに表示され
ます。この問題を回避するには、テキストエディタを使用してス
タイルを作成するか、または単に XML エディタのエラーを無視
します。スタイル名は、入力したとおりに新規レイアウト/レポー
トアシスタントに表示されます。
Windows および Mac OS X プラットフォームでスタイルを使用す
る場合、HINT 属性を使用して、どちらのプラットフォームでも
ASCII の上位文字（アクセント記号など）が正しく表示されるよ
うにします。詳細については、41ページの「スタイル属性の有効
値」を参照してください。

スタイルファイルからのエレメントの削除
スタイルファイルには、レイアウト内のフィールド、フィールド
ラベル、テキスト、および各パートの複数行エレメントが含まれ
ます。これらの各エレメントには、他の複数行エレメントや１行
エレメントも含まれます。エレメントはどれも削除できますが、
その場合はエレメント全体、つまりエレメントの開始タグと終了
タグに囲まれているすべての記述に加え、開始タグと終了タグ自
体も削除する必要があります。

削除したエレメントには、FileMaker Pro Advanced によってデフォ
ルト値が使用されます。44ページの「スタイルのデフォルト値の
指定」を参照してください。

PEN エレメントなどの１行エレメントは、次の例のように「<PEN」
で始まり「/>」で終わる１行です。

<PEN COLOR="#000066" PATTERN="2" SIZE="0" />

複数行エレメントには、次の例のように開始タグと終了タグが別
の行にあります。

<BORDER> 

</BORDER>

文字 コーディングされた文字

アンパサンド（&） &amp;

より小さい（<） &lt;

より大きい（>） &gt;

アポストロフィ（‘） &apos;

引用符（"） &quot;

スタイルファイルに最低限必要なエレメント
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複数行エレメントを削除するには、開始タグと終了タグ、および
これらのタグの間にあるすべてのエレメントを削除します。たと
えば「Blue_gold.fth」ファイルの複数行の BORDER エレメントを
削除するには、次の３行をすべて削除します。

<BORDER> 

<PEN COLOR="#000000" PATTERN="2" SIZE="1" />

</BORDER>

レイアウトパートの XML エレメント
FMTHEME エレメントに次の複数行エレメントを含めて、レイア
ウトのパートを記述することができます。各レイアウトパートエ
レメントには、レイアウトパートの背景の塗りつぶし、テキスト、
フィールドラベル、およびフィールドを記述するための追加エレ
メントが含まれます。

レイアウトパート用のエレメントは、XML ドキュメントの
FMTHEME エレメント内に任意の順序で記述できます。 ただし同
一のエレメントが２つ（２つの BODYPART エレメントなど）記
述されていると、最後のエレメントの属性だけが FileMaker Pro
Advanced で使用されます。

注意 あらゆる種類のレイアウトパートをスタイルに含めること
ができますが、新しいレイアウトやレポートに表示されるパート
は、新規レイアウト/レポートアシスタントで選択したレイアウト
の種類によって決まります。

レイアウトパートの詳細については、ヘルプを参照してください。

使用する複数行エレメント 記述するレイアウトパート

<TITLEHEADERPART>

</TITLEHEADERPART>

タイトルヘッダパート ― 最初の画面また
はページの上部に一度だけ表示されます。

<HEADERPART>

</HEADERPART>

ヘッダパート — 各画面またはページの上
部に表示されます（タイトルヘッダが表示
される最初の画面やページを除く）。

<LEADGRANDSUMPART>

</LEADGRANDSUMPART>

前部総計パート — レポートの最初に表示
され、すべての対象レコードの集計フィー
ルドを表示します。１つのレイアウトで使
用できる前部総計パートは１つだけです。

<LEADSUBSUMPART> 

</LEADSUBSUMPART>

前部小計パート — ボディパートの上に表
示され、区分けフィールドで定義されてい
るレコードのサブセットの集計フィールド
を表示します。前部小計レイアウトパート
は、最大で９つまで記述することができま
す。この場合、各 LEADSUBSUMPART エ
レメントには、他と区別するための 

PARTNUMBER エレメントを含める必要が
あります。

<BODYPART>

</BODYPART>

ボディパート — 各画面またはページの中
央に表示されます。１つのレイアウトで使
用できるボディパートは１つだけです。

<TRAILSUBSUMPART> 

</TRAILSUBSUMPART>

後部小計パート — ボディパートの下に表
示され、区分けフィールドで定義されてい
るレコードのサブセットの集計フィールド
を表示します。後部小計レイアウトパート
は、最大で９つまで記述することができま
す。この場合、各 TRAILSUBSUMPART エ
レメントには、他と区別するための 

PARTNUMBER エレメントを含める必要が
あります。

<TRAILGRANDSUMPART>

</TRAILGRANDSUMPART>

後部総計パート — レポートの最後に表示
され、すべての対象レコードの集計フィー
ルドを表示します。１つのレイアウトで使
用できる後部総計パートは１つだけです。

<FOOTERPART>

</FOOTERPART>

フッタパート — すべての画面またはページ
の下部に表示されます（タイトルフッタが
表示される最初の画面やページを除く）。

<TITLEFOOTPART>

</TITLEFOOTPART>

タイトルフッタパート — 最初の画面また
はページの下部に一度だけ表示されます。

使用する複数行エレメント 記述するレイアウトパート
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テキストの XML エレメント
レイアウトパートエレメントには、パート内のテキストやデータ
の特性の記述に使用される FIELD、TEXTLABEL、および TEXT
エレメントを含めることができます。 

FIELD エレメントは、フィールド内のテキスト（データ）とフィー
ルド枠の記述に使用されます。TEXTLABEL エレメントは、フィー
ルドラベルのテキストに使用されます。フィールドラベルは、レ
イアウトのボディパートや、表レポートのヘッダなどのパートに
表示されます。TEXT エレメントでは、ヘッダのタイトルテキス
トなど、レイアウトパートに表示されるその他のすべてのテキス
トが記述されます。 

XML エレメントとスタイル属性
次の表は、FileMaker Pro Advanced によってレイアウトスタイルド
キュメントでサポートされている複数行および１行 XML エレメン
トを示します。 FileMaker Pro Advanced では、不明なエレメントは
無視されます。

複数行エレメント一覧
複数行エレメント 含まれるエレメント

FMTHEMES

（必須）

FMTHEME

FMTHEMES ルートエレメントには複数の 

FMTHEME エレメントを含めることがで
きます。 

FMTHEME

（必須）

VERSION

THEMENAME（必須）
THEMEDEFAULT

任意またはすべてのレイアウトパート
エレメント

TITLEHEADERPART

HEADERPART

LEADGRANDSUMPART

BODYPART

TRAILGRANDSUMPART

FOOTERPART

TITLEFOOTPART

FILL

FIELD

TEXT

TEXTLABEL

LEADSUBSUMPART

TRAILSUBSUMPART

FILL

FIELD

PARTNUMBER

TEXT

TEXTLABEL

FIELD

（フィールド内のテキスト/デー
タ）

BASELINE

BORDER

CHARSTYLE

EFFECT

FILL

TEXT

（フィールドラベルまたはフィー
ルドデータ以外のパート内のテ
キスト）

CHARSTYLE

EFFECT

FILL

PEN

TEXTLABEL

（フィールドラベルのテキスト）

CHARSTYLE

EFFECT

FILL

PEN

BASELINE

（フィールドデータの下線）

ONOFF

PEN

BORDER

（フィールド枠）

PEN

SIDES

複数行エレメント 含まれるエレメント
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BORDER エレメントおよび EFFECT エレメントは、同じペンサイ
ズを共有します。つまり、これらのエレメントを同時に使用した
場合、BORDER に設定したペンサイズの値が EFFECT の幅にも適
用されます。効果や枠を表示するには、ペンサイズをゼロより大
きい値にする必要があります。

１行エレメント一覧
次の表は、すべての１行エレメントとその属性の正しい構文を示
します。属性値の例は太字で表記されています。これらの属性に
使用可能な値の一覧については、次のセクション「スタイル属性
の有効値」を参照してください。

スタイル属性の有効値
次の表は、FileMaker Pro Advanced によってレイアウトスタイルで
サポートされている属性値を示しています。値はダブルクォー
テーション（" "）で囲む必要があります。 ダブルクォーテーション
がないと、FileMaker Pro Advanced で XML を解析できないため、
新規レイアウト/レポートアシスタントにスタイルを表示するこ
とができません。 

１行エレメント 必要な属性

CHARSTYLE COLOR

FONT

SIZE

STYLE

構文例 

<CHARSTYLE FONT="Verdana, Helvetica, Arial" 

SIZE="1818" STYLE="BOLD, ITALIC" 

COLOR="#FFFFFF" />

EFFECT <EFFECT VALUE="EMBOSS" />

FILL COLOR

PATTERN

構文例 

<FILL COLOR= "#000066" PATTERN= "2" />

ONOFF <ONOFF VALUE="OFF" />

PARTNUMBER <PARTNUMBER VALUE="0" />

PEN COLOR

PATTERN

SIZE

構文例 

<PEN COLOR="#000066" PATTERN="2" SIZE="0" />

SIDES <SIDES VALUE="BOTTOM" />

THEMENAME HINT（オプション）
VALUE

構文例 

<THEMENAME VALUE="Fern Green Print" />

<THEMENAME HINT="MAC" VALUE="Grün 

Druck" /> 

THEMEDEFAULT VALUE

構文例 

<THEMEDEFAULT VALUE="CURRENT"/>

詳細については、44ページの「スタイルのデフォ
ルト値の指定」を参照してください。

VERSION VALUE

構文例 

<VERSION VALUE="ver. 1.0"/>

FileMaker Pro Advanced の現バージョンでは 

VERSION エレメントは使用されていませんが、今
後使用される可能性があります。

１行エレメント 必要な属性
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属性名 この属性で表される特性 使用できる値

COLOR レイアウトパート、フィー
ルド、テキストブロック、
およびフィールドラベルの
背景の塗りつぶし、テキス
ト、および枠の RGB 色 16 

進値。 
色を表示するには、
PATTERN 属性を「１」に
設定しないでください
（「１」では透明になりま
す）。
FileMaker Pro Advanced の
スタイルでは、どのコン
ピュータでも同じ色が表示
されるよう、Web に対応し
たパレット色が使用されま
す。
44ページの「パターンと
色の値の使用」を参照して
ください。

COLOR = "#FFFFFF"

COLOR = "#33FF00"

COLOR = "#CC9966"

または、# 記号から始まる
６桁の 16 進値（０から９ま
での数字と A から F までの
文字の組み合わせ）

EFFECT フィールド、テキスト、ま
たはフィールドラベルの浮
き出し、彫り込み、または
影付きの 3D 効果。
フィールド枠と同時に使用
した場合、効果の線幅は枠
のペンサイズと同じになり
ます。効果や枠を表示する
には、ペンサイズをゼロよ
り大きい値にする必要があ
ります。

VALUE = "EMBOSS"

VALUE = "ENGRAVE"

VALUE = "DROPSHADOW"

VALUE = "NONE"

FONT フォント名。コンマで区
切って複数のフォント名を
指定できます。ユーザのコ
ンピュータで使用可能な最
初のフォントがレイアウト
で使用されます。 
注意 欧文フォント値では
大文字と小文字が区別され
るため、タイトルは、語の
先頭だけを大文字にして入
力する必要があります。 

FONT = "ＭＳ Ｐ明朝"

FONT = "平成明朝"

FONT = "ＭＳ Ｐ明朝, 平成明
朝, ＭＳ Ｐゴシック,平成角
ゴシック"

またはその他の利用可能な
フォント（利用可能なフォ
ントを確認するには、
FileMaker Pro Advanced で 

[書式] メニューから [フォン
ト] を選択します）。

HINT レイアウト名を編集するプ
ラットフォーム名、および
文字セット。 この属性を指
定すると、THEMENAME 

値に使用されている ASCII 

上位文字（たとえば、レイ
アウト名の文字の上に付く
アクセント記号）は、
Windows と Mac OS X のど
ちらの FileMaker Pro 

Advanced でも正しく表示
されます。 日本語文字を使
用するには、SHIFTJIS を
指定する必要があります。

HINT = "WIN" 

HINT = "MAC"

HINT = "WIN/ROMAN"

HINT = "MAC/ROMAN"

HINT = "WIN/SHIFTJIS"

HINT = "MAC/SHIFTJIS"

ONOFF フィールド枠を表示するか
どうかを示します。 

VALUE ="ON"

VALUE ="OFF"

属性名 この属性で表される特性 使用できる値
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PARTNUMBER レイアウト内の複数の前部
または後部小計パートを区
別します。
その他のパートではこの属
性は無視されます。 また 

FileMaker Pro Advanced で
サポートされている値は０
から９で、その他の値は無
視されます。 

VALUE ="0"

VALUE ="1"

VALUE ="2"

VALUE ="3"

VALUE ="4"

VALUE ="5"

VALUE ="6"

VALUE ="7"

VALUE ="8"

VALUE ="9"

PATTERN FileMaker Pro Advanced の
塗りつぶしパターンパレッ
トの有効な 64 パターンの
１つ。レイアウトパート、
フィールド、テキスト、お
よびフィールドラベルの背
景の塗りつぶしとして、ま
たフィールド、フィールド
ラベル、テキストの枠とし
て使用されます。
44ページの「パターンと
色の値の使用」を参照して
ください。

PATTERN ="1"

PATTERN = "47"

PATTERN = "64"

PATTERN = "NONE"

PATTERN = "SOLID"

PATTERN = "LTGRAY"

PATTERN = "GRAY"

PATTERN = "DKGRAY"

SIDES フィールド枠の４辺の１つ。
４つの値すべてを組み合わ
せて、４辺を同時に記述で
きます。

VALUE="TOP"

VALUE="BOTTOM"

VALUE="LEFT"

VALUE="RIGHT"

または次のような任意の組
み合わせ 

VALUE= "TOP BOTTOM 

LEFT RIGHT"

VALUE= "LEFT TOP"

属性名 この属性で表される特性 使用できる値

SIZE

（FONT エレ
メント）

フォントのサイズ。任意の
有効なサイズを指定でき
ます。
指定したサイズが、あるコ
ンピュータや特定のフォン
トで利用できない場合、
FileMaker Pro Advanced に
よって最も近いサイズに置
き換えられます。

SIZE = "36"

SIZE = "12"

SIZE = "9"

SIZE

（PEN エレ
メント）

テキストブロック、フィー
ルドラベル、およびフィー
ルド枠の輪郭線のピクセル
単位での幅。 
枠を使用しない場合の値は
「0」で、極細の値は「-1」
です。
フィールド枠に適用する場
合、このペン幅は、
EFFECT 属性
（DROPSHADOW など）の
線幅にも適用されるため、
ゼロより大きい値を使用す
る必要があります。

SIZE = "0"

SIZE = "-1"

SIZE = "1" から
SIZE = "8"

SIZE = "12"

属性名 この属性で表される特性 使用できる値
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スタイルのデフォルト値の指定
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、無効な属性や欠
落している属性は、デフォルト値に置き換えられます。スタイル
ファイルに記述されている各スタイルについて、初めてファイル
を作成する際に、現在のレイアウト設定（ユーザが変更を加える
と同時に変更されます）でデフォルト値を指定するか、または標
準レイアウト値（ファイルの初回作成時に FileMaker Pro で使用さ
れるものと同じ値）でデフォルト値を指定するかを指定できます。 

<THEMEDEFAULT VALUE="CURRENT"/>

<THEMEDEFAULT VALUE="STANDARD"/>

スタイルに THEMEDEFAULT エレメントの値が指定されていない
ときは、FileMaker Pro Advanced によってデフォルトで標準レイア
ウト値が使用されます。 

パターンと色の値の使用
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のパターンパレット
にあるパターンの値には、左上角のパターンが1、その右の次のパ
ターンが２というように、最上列の左から右へ順に番号が付けられ
ています。 第１列の５つのパターンは、NONE（= 1）、SOLID（= 2）、
DKGRAY（= 6）、GRAY（= 7）、および LTGRAY（= 8）のように
言葉で指定することもできます。 

注意 最初のパターン（値 = 1）は透明で、２番目のパターン
（値 = 2）は無地です。色の塗りつぶしを使用したオブジェクトで
は、無地のパターンを使用してください。 

スタイルでは、色の記述に６桁の色 16 進値が使用されます
（#CC9966 など）。この値は、カラーパレットを使用する大部分の
グラフィックプログラムで確認できます。 

STYLE フィールド、テキストブ
ロック、およびフィールド
ラベルのテキストの文字ス
タイル。コンマまたはス
ペースで区切って複数のス
タイルを指定できます。 
UPPERCASE と 

LOWERCASE など、矛盾
するスタイルのエラー
チェックは行われません。 
PLAIN スタイルの値は、
他のすべてのスタイル値よ
りも優先されます。
STRIKEOUT と 

STRIKETHRU の値は同じ
です。

STYLE = "PLAIN" 

STYLE = "BOLD"

STYLE = "ITALIC" 

STYLE = "STRIKEOUT" 

STYLE = "STRIKETHRU" 

STYLE = "SMALLCAPS"

STYLE = "UNDERLINE" 

STYLE = 

"WORDUNDERLINE" 

STYLE = "DBLUNDERLINE"

STYLE = "UPPERCASE"

STYLE = "LOWERCASE" 

STYLE = "TITLECASE"

STYLE = "SUPERSCRIPT" 

STYLE = "SUBSCRIPT"

STYLE = "CONDENSE" 

STYLE = "EXTEND" 

STYLE = "ITALIC, BOLD, 

SMALLCAPS"

属性名 この属性で表される特性 使用できる値

パターン属性値は、塗りつぶしパターンパレットの左上角の１番から、
右下角の 64 番までです。

2 3 4 5 6 7 81

57 58 59 60 61 62 63 64
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複数のプラットフォームからアクセスされるデータベースや、さ
まざまな解像度のモニタで表示されるデータベース、ネットワー
ク上で表示されるデータベースの場合、スタイルに Web 対応色を
使用する必要があります。ただし、データベースが１種類のプラッ
トフォームでしか表示されない場合や、高い解像度でのみ表示さ
れる場合は、RGB フルカラーを使用して、色数や表現力に富むカ
ラーセットを利用できます。 

FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のカラーパレットに
は、Web 対応色のみ含まれます。カラーパレットの使用の詳細に
ついては、ヘルプを参照してください。レイアウトのパターンや
色の使用の詳細については、ヘルプを参照してください。

スタイルファイルへのコメントの追加

追加情報は、次のコメントタグで囲んで XML スタイルファイル
に挿入することができます。

<!- - ここにコメントを入力 - ->

FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、不明な（ただし
構文的に正確な）XML エレメントを追加するよう選択した場合、
このようなエレメントはすべて無視されます。 これにより、異な
るバージョンの FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced との
下位および上位互換性をスタイルファイルに持たせることが可能
です。

スタイルファイルのエラーチェック
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、正しい形式でな
い XML レイアウトドキュメントは解析できません。また、ドキュ
メントの XML の検証も行われません。 必要な項目がなかったり、
間違っていたりすると、FileMaker Pro Advanced によってドキュ
メント全体が無視されます。 

新規レイアウト/レポートアシスタントに新規レイアウトスタイ
ルが正しく表示されないときは、次の項目を確認します。

1 スタイルのファイル名に拡張子 .fth が付いているか。

1 スタイルファイルはテキスト形式であるか。
1 スタイルファイルが FileMaker Pro Advanced アプリケーション
フォルダの「Themes」フォルダにあるか。

1 次のように、開始タグと終了タグも含め、必要なエレメントが
すべて指定されているか。

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>

<FMTHEMES>

<FMTHEME>

<THEMENAME VALUE="パープル/ホワイト画面" />

</FMTHEME>

</FMTHEMES>

1 すべてのエレメントが完全に指定されているか。つまり、属性
や値、ダブルクォーテーション、開始タグ、終了タグに欠落が
ないか。

1 すべての値がダブルクォーテーション（“値”）で囲まれている
か。つまり、ダブルクォーテーションの左右どちらかがない部
分や、値が欠落した部分（空のダブルクォーテーション “ ”）が
ないか。

1 エレメントと属性のスペルはすべて正確であるか。
1 すべての属性値のスペルが正しく、値も有効であるか。
1 すべての１行エレメントは /> で終わっているか。

1 すべての複数行エレメントが正確に記述されているか。また開
始タグと終了タグ（<BODYPART> と </BODYPART> など）が
すべて一致しているか。
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C または C++ プログラマの方で、FileMaker Pro と FileMaker Pro
Advanced に精通している場合、アプリケーションの機能を拡張す
る外部関数プラグインを作成できます。外部関数プラグインでは、
再帰やループを利用したり、他のプログラミングインターフェー
スをフックすることができます。ユーザは、FileMaker Pro、
FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、および FileMaker Server
Advanced でプラグインを有効にして、計算フィールドやスクリプ
トで独自の外部関数を使用できます。 

プラグインは、FileMaker に登録する必要があります。FileMaker
の Web サイト（www.filemaker.com）には、プラグインの登録フォー
ムと、登録されているすべてのプラグインのデータベースが用意
されています。このデータベースを参照して、すでに存在するプ
ラグインの種類を確認したり、固有のプラグインを一覧に加える
ことができます。詳細については、57ページの「プラグインの登
録」を参照してください。
FileMaker Pro クライアントコンピュータ上に常に最新のプラグイン
ソフトウェアがインストールされるように、FileMaker Server およ
び FileMaker Server Advanced を使用することができます。プラグ
インの自動ダウンロードの詳細については、『プラグインの更新ガ
イド』を参照してください。詳細については、 www.filemaker.co.jp
を参照してください。

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

カスタムプラグインを準備するには、次の操作を行います。

1. サンプルプラグインファイルを編集し、独自のプログラムコー
ドを追加します。

2. カスタムプラグインをコンパイルし、テストします。
3. FileMaker にプラグインを登録します。
4. コンパイルしたプラグインをユーザのシステムにインストー
ルします。

外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスでプラグインを有効にします。
2. 必要に応じて、プラグインを設定します。
3. 計算フィールドを定義または編集します。
4. [計算式の指定] ダイアログボックスで、計算式として「関数名

( 引数1 ... )」を選択します。
外部関数を選択するには、[表示:] ドロップダウンリストから
[外部関数] を選択します。

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

サンプルプラグインには、外部関数が７つ含まれています。
50ページの「FMExample プラグインの外部関数の説明」を参照し
てください。
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サンプルプラグインファイルには、Windows と Mac OS X の各プ
ラットフォームでプラグインをコンパイルするために必要なすべ
てのソースコードが含まれています。 プラグインのソースコード
に加え、FileMaker Pro Advanced には、Metrowerks CodeWarrior
Development Studio、Microsoft Visual Studio .NET 2003（Microsoft
Visual C++ とも呼ばれています）、および Apple Xcode のプロジェ
クトファイルが用意されています。

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

「FMExample」フォルダの内容

「Example」フォルダの内容

「Support」フォルダの内容

フォルダ 説明

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

「Headers」フォルダ FileMaker API の関数定義ファイルが含まれます。 
FileMaker Pro Advanced のライセンスを持たない
ユーザに頒布できません。

「Libraries」フォルダ FileMaker API のライブラリファイルが含まれま
す。 FileMaker Pro Advanced のライセンスを持た
ないユーザに頒布できません。

ファイル/フォルダ 説明

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

MacExample.fmplugin コンパイル済みの Mac OS X プラグインパッ
ケージ

MacExample.mcp CodeWarrior 8 のプロジェクトファイル

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

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

WinExample.vcproj WinExample.sln で使用される Microsoft Visual 

C++ のプロジェクトファイル

WinExample.fmx コンパイル済みの Windows 2000 および Windows 

XP 用プラグイン

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

ファイル/フォルダ 説明

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

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

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

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

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

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

FMPluginPrefs.cpp 「FMExample」の設定ダイアログボックスを実装
するためのコードが含まれます。

FMPluginPrefs.h 設定ダイアログボックスの定義が含まれます。

info.plist Apple Xcode のバンドル方法が含まれます。

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

Resource.h リソースファイルの定義が含まれます。

ファイル/フォルダ 説明



第 5 章 | サードパーティ FileMaker プラグインの開発 49

サンプルプラグインのインストール、有効
化、および設定
外部関数のプラグインファイルは、適切なフォルダにインス
トールし、使用する前に FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、
FileMaker Server、または FileMaker Server Advanced で有効にする
必要があります。プラグインには、ユーザが設定する必要がある
ものもあります。

プラグイン（およびプラグインが参照するライブラリ）の中には、
システムにログインしているユーザが実行した場合にのみ読み込
まれるものがあります。FileMaker Server および FileMaker Server
Advanced は、ユーザプロセスとしてではなくサービスとして実行
されます。 そのため、FileMaker Server または FileMaker Server
Advanced で動作するように異なる方法でプラグインを作成する
必要があります。ユーザは、オペレーティングシステムのマニュ
アルを参照して、どのライブラリが標準的に使用可能かを確認す
る必要があります。
Web 公開プラグインのインストールの詳細については、『FileMaker
Server Advanced Web 公開インストールガイド』を参照してください。

プラグインをインストールするには、プラグインファイルを
「FileMaker Pro 8 Advanced」フォルダ内にある「Extensions」フォ
ルダにドラッグします。プラグインの拡張子は、Windows では
.fmx、Mac OS X では fmplugin です。 

プラグインを有効にするには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。
Windows: [編集] メニューから [環境設定...] を選択します。

Mac OS X:  [FileMaker Pro Advanced] メニューから [環境設定...]
を選択します。

2. [プラグイン] タブをクリックします。
3. 一覧からプラグインを選択します。

FileMaker Pro Advanced アプリケーションフォルダ内の正しい
フォルダにインストールされているプラグインが、一覧に表示さ
れます。

プラグインを設定するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスでプラグインを選択します。
2. [設定...] をクリックします。

[設定] ボタンを使用できるのは、選択したプラグインのオプ
ションストリングにある６文字目が「Y」に設定されていると
きだけです。53ページの「オプションストリング構文」を参照
してください。

3. 設定ダイアログボックスの指示に従って、プラグインを設定し
ます。

4. [OK] をクリックします。

有効にするプラグインを選択します。

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

サンプルプラグインの使用
外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。
Windows: [編集] メニューから [環境設定...] を選択します。

Mac OS X:  [FileMaker Pro Advanced] メニューから [環境設定...]
を選択します。 

2. [プラグイン] タブをクリックします。
3. [FMExample] を選択します。
サンプルプラグインには、設定の必要な関数が含まれているた
め、[設定...] ボタンが有効になります。

4. [設定...] をクリックします。
表示される設定ダイアログボックスは、プラグインのソース
コードの記述方法によって異なります。FMExample プラグイン
の XMpl_UserFormatNumber 関数により、次の設定ダイアログ
ボックスが表示されます。

関数名および引数 外部関数の説明

XMpl_Add

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

XMpl_Append

( 追加するテキスト... )
複数の引数を取り、引数を連結して、その結果
を返します。この関数は、計算エンジンのアン
パサンド演算子と同じです。

XMpl_Evaluate

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

XMpl_NumToWords

( 数字 )
単語形式で数値を返します。たとえば、44.345 

では Forty-Four Dollars and 34 Cents が返されます。
小数点第３位以降の桁とアルファベットはすべ
て無視されます。

XMpl_StartScript

( ファイル名 ; 

スクリプト名 )

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

XMpl_UserFormatNumber 

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

XMpl_FormatNumber

( 形式文字列 ; 

テキストまたは数字 )

XMpl_UserFormatNumber と同じですが、「形式文
字列」が引数として提供されています。 この関数
は、[入力値の自動化] の [計算式の指定] ダイア
ログボックスに表示される関数の例を示すもの
で、FileMaker Server、FileMaker Server Advanced、
およびインスタント Web 公開からの呼び出しも
サポートしています。

関数名および引数 外部関数の説明

サンプルプラグインの設定時に表示されるダイアログボックス
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5. [OK] をクリックしてデフォルトの形式を使用するか、または
新しい形式を使用します。
「#」記号は数値に置換されます。形式文字列内の他のすべての
テキストはそのまま維持されます。

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

7. FileMaker Pro Advanced で、[ファイル] メニューの [定義] サブ
メニューから [データベース...] を選択し、[フィールド] タブを
クリックします。

8. 計算フィールドを作成します
9. [計算式の指定] ダイアログボックスで、[表示:] ドロップダウン
リストから [外部関数] を選択します。

10. 使用する外部関数をダブルクリックして、計算式ボックスに追
加します。 
外部関数の呼び出しには、呼び出す関数の名前と、空白の場合
でもその引数が必要です。

11. 引数の入力位置に表示されるテキストを、関数に必要な１つま
たは複数の引数に置き換えます。

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

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

サンプルプラグインのカスタマイズ
FileMaker Pro Advanced のサンプルプラグインは、簡単に変更でき
るよう設計されているため、独自のカスタム関数に追加すること
が可能です。次の項目を変更する必要があります。
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1 FMPluginExample.strings と FMPluginExample.rc のバージョン
情報

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

1 FMPluginPrefs.cpp の設定関数

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

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

1 用途に合わせてバージョン変数とストリングを変更する
1 用途に合わせて設定ダイアログボックスを変更する
1 正しいオプションストリング値を指定する
1 プラグイン名と説明を編集する
1 関数名と関数プロトタイプを定義する

FMPluginExample.cpp のカスタマイズ
次の表に示す FMPluginExample.cpp の関数を変更します。

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

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

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

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

API コードファイル
「Headers」フォルダには、FMXExtern.h、FMXCalcEngine.h、

FMXBinaryData.h、FMXDateTime.h、FMXTextStyle.h、FMXTypes.h、
FMXFixPt.h、FMXClient.h、FMXText.h、FMXData.h の 10 個の API
コードファイルがあります。これらのファイルは、ソースコード
形式（つまり、人間が判読可能な形式）での再配布は許可されて
おらず、変更することもできません。これらのファイルは、
FileMaker 製品とともに使用されるプラグインを FileMaker Pro
Advanced のライセンス所有者がコンパイルできるようにするこ
とのみを目的として提供されています。すべての種類のプラグ
インを作成するために、必ずしもすべてのファイルは必要はあり
ません。

関数名 カスタマイズ

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

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

Do_PluginShutdown UnRegisterExternalFunction 呼び出しを変更して、
Do_PlugInit で実行された登録を元に戻します。関
数の登録を解除するには、
fmx::ExprEnv::UnRegisterExternalFunction を
呼び出します。
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FMXExtern.h はどのような場合でも必要です。 FMXExtern.h は、パ
ラメータブロック（プラグイン、および FileMaker Pro、FileMaker
Pro Advanced、FileMaker Server、または FileMaker Server Advanced
で使用される共有データ構造体）と、特定の共有関数呼び出しを
定義します。関数呼び出しは、パラメータおよびパラメータブロッ
クの結果ハンドルの操作に使用されます。 

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

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

オプションストリング構文
プラグインでは、オプションストリングを 11 文字にする必要があ
ります。

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

注意 固有の ID を確実に割り当てることができるよう、Mac OS X
用のプラグインを作成しない場合でも、Apple Developer Support の
Web サイトで ID を登録することをお勧めします。プラグイン ID を
クリエータコードとして登録するには、Apple Computer の Developer
Support の Web サイト www.apple.com にアクセスします。 詳細につ
いては、57ページの「プラグインの登録」を参照してください。

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

たとえば、「Moc31YnnYnn」は、「Moc3」（１番目から４番目の文
字）という ID を持つプラグインのオプションストリングです。
Moc3 は、設定が必要で（６文字目が「Y」）、新しいスタイルの登
録と関数のコールバックを使用し（７文字目が「n」）、特別なアイ
ドル時間が必要です（９文字目が「Y」）。

オプションストリングの文字の表

オプション
ストリングの
文字 文字の説明

1 から 4 １番目から４番目の文字はプラグイン ID です（Apple 

Developer Support の Web サイト www.apple.com でクリエータ
コードとして ID を登録してください）。

5 ５番目の文字は常に「1」です。

6 [環境設定] ダイアログボックスでプラグインの [設定...] ボタ
ンを有効にするには、オプションストリングの６番目の文字
を「Y」に設定します。プラグインの設定が必要ない場合
は、「n」を使用します。このフラグが「Y」に設定されてい
る場合は、kFMXT_DoAppPreferences メッセージを確実に処
理するようにしてください。詳細については、54ページの
「プラグインに送信される FileMaker のメッセージ」を参照
してください。

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

8 8 番目の文字は常に「n」です。

9 kFMXT_Idle メッセージが必要な場合、オプションストリン
グの９番目の文字を「Y」に設定します。単純な外部関数で
は、この設定は不要なことがあります。その場合、９番目の
文字を「n」に設定してオフにすることができます。 
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外部関数の名前付け規則
すべてのプラグイン外部関数の関数名の接頭語は、４文字から５
文字を含む固有の値にする必要がありますが、「FM」または「Web」
という文字で始めることはできません。また、４文字の接頭語は
FileMaker により予約されています。たとえば、FMPluginExample
プラグインの関数名の接頭語には、「XMpl」が使用されています。

プラグイン名、ファイル名、および関数の接頭語の名前付け規則
は、FileMaker で管理されています。そのため、プラグインを登録
する必要があります。さらに、外部関数の特定の名前付け規則は、
FileMaker によって予約されています。詳細については、57ページ
の「プラグインの登録」を参照してください。

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

1 kFMXT_Init ― 初期化メッセージ

1 kFMXT_Shutdown ― シャットダウンメッセージ

1 kFMXT_Idle ― アイドルメッセージ

1 kFMXT_DoAppPreferences ― 初期設定メッセージ

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

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

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

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

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

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

FMExample プラグインでは、初期化メッセージが受信されると
Do_PluginInit 関数が呼び出されます。 Do_PluginInit 関数は、プラ
グインのコンパイルに使用された API のバージョンを最初に
チェックし、プラグインが読み込まれている FileMaker Pro、
FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、 または FileMaker Server
Advanced のバージョンとその API に互換性があることを確認し
ます。続いて初期設定の有無がチェックされ、存在する場合は設
定が行われます。初期設定が存在しない場合、デフォルト値を使
用して作成されます。

10 10 番目の文字は常に「n」です。

11 11 番目の文字は常に「n」です。

オプション
ストリングの
文字 文字の説明



第 5 章 | サードパーティ FileMaker プラグインの開発 55

Windows の場合、これらの初期設定はレジストリエントリとして格
納されます。Mac OS X の場合、「Library」フォルダの「Preferences」
フォルダ内のファイルに格納されます。初期設定情報の格納方法
には、プラットフォームごとにこのような違いがあるため、
Do_PluginInit 関数は、プリプロセッサ命令を使用して、コンパイ
ル時に正しいコードを選択します。

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

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

シャットダウンメッセージ
シャットダウンメッセージ kFMXT_Shutdown は、FileMaker Pro、
FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、または FileMaker Server
Advanced でプラグインが無効になると必ずプラグインに送信さ
れます。これは、[環境設定] ダイアログボックスでプラグインが
無効になっているかどうかに応じて、アプリケーションの終了時
に送信されることがあります。 

FMPluginExample プラグインではヒープ上に常駐メモリが割り当
てられないので、シャットダウンメッセージを受信しても何も実
行されません。ただし、プラグインにクリーンアップ関数を実装
してヒープ上の領域の割り当てを解除し、使用中の可能性がある
OS サービスを終了する必要があります。プラグインは、セッショ
ン中に何度も有効/無効にすることができるため、プラグインがメ
モリを完全に解放することが重要です。
fmx::ExprEnv::UnRegisterExternalFunction を使用して、初期化メッ
セージの間に、登録されている各外部関数の登録を解除してくだ
さい。

アイドルメッセージ
アイドルメッセージ kFMXT_Idle は、オプションストリングのアイ
ドルフィーチャーフラグが「Y」に設定されており、プラグイン
が現在有効になっている場合だけ、アイドル時にプラグインに送
信されます。 

FileMaker アプリケーションでこのメッセージが呼び出されるの
は、次の５つの場合です。
idleLevel パラメータがゼロ以外の場合、アプリケーションがスク
リプトを実行しているときか、またはアプリケーションがユーザ
によって制御されているときにルーチンが呼び出されています。
次の４つのメッセージの中の１つが送信されます。

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

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

メッセージ 意味

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

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

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

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

メッセージ 意味

kFMXT_UserIdle = 0 30 秒またはそれ以上の間にユーザが何らか
の操作を実行しませんでした。
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初期設定メッセージ
初期設定メッセージ kFMXT_DoAppPreferences は、[環境設定] ダ
イアログボックスで、選択したプラグインの [設定...] ボタンを
ユーザがクリックした際に送信されます。 

プラグインでは、プラグインで必要な固有の設定データをユーザ
が設定できるダイアログボックスを表示する必要があります。プ
ラグインにユーザ定義可能な初期設定が必要な場合は、このダイ
アログボックスにユーザインターフェースを実装する必要があり
ます。[設定...] ボタンは、オプションストリングの６番目の文字が
「Y」に設定されている場合にのみ有効になります。詳細について
は、53ページの「オプションストリング構文」を参照してください。

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

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

GetString メッセージ

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

Mac OS X でのリソース競合の防止
あるリソースに対してプラグインで使用されている ID と同じも
のが、同じタイプのリソースに対して FileMaker Pro、FileMaker Pro
Advanced、FileMaker Server、FileMaker Server Advanced、または他
のプラグインで使用されていると、Mac OS X マシンでは問題が発
生する可能性があります。 

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

1 23,000 から 24,999 の ID 番号を使用する 

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

1 現在のリソースファイルをプラグインに設定する 

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

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

文字列 意味

kFMXT_OptionsStr = 131 オプションストリング

kFMXT_NameStr = 128 プラグイン名

kFMXT_AppConfigStr = 129 [環境設定] ダイアログボックスに表示す
るヘルプテキスト
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FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、または
FileMaker Server Advanced にプラグインが読み込まれると、アプリ
ケーションからリソース ID が割り当てられます。このリソース
ID は、FMExtern.h ファイルの param2 および param3 変数の近くの
パラメータブロックにあります。詳細については、52ページの
「API コードファイル」を参照してください。

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

プラグインのドキュメントの作成方法については、FileMaker で
www.filemaker.com にて登録した他の外部関数プラグインを参照
してください。

プラグインの登録
外部関数プラグインを FileMaker に登録し、プラグインが固有であ
り、他のプラグインによって使用されていないことを確認します。
さらに、ニーズに合うプラグインを探している顧客に対して、作
成したプラグインを公開することもできます。

プラグインを登録する前に、プラグイン名やオプションストリン
グ ID を検索して、必要な名前や ID がすでに割り当てられていな
いかどうかを確認できます。

複数のプラグインを登録する場合は、各プラグインを別々に登録
してください。 プラグインを登録するには、www.filemaker.com/
developers にアクセスしてください。

登録済みプラグインの修正
登録した外部関数プラグインの情報を修正する必要性が生じた場
合、FileMaker（plugins@filemaker.com）に電子メールメッセージ
を送信する必要があります。その際は、次の情報を忘れずに記入
してください。

1 プラグインの初回登録時に割り当てられた登録 ID 番号（Plug-in
Registration Code）

1 名前
1 正式な会社名
1 勤務先の電話番号
1 修正する登録情報とプラグイン名
メッセージには、反映したい変更内容を含めます。該当する場合
は、修正したプラグインファイルを送信してください。修正内容
の確認通知が送信されます。 
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第 6 章
デバッグ、解析、ファイルの最適化

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

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

1 フィールド、変数、計算式の監視を行うデータビューア
1 スクリプトの一部のテストを行うスクリプトステップの無効
化機能

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

1 ファイルのメンテナンス機能。データベースファイルのサイズ
を圧縮して、パフォーマンスを向上させます。

デバッグとトラブルシューティングスク
リプト

FileMaker Pro Advanced では、次のような処理を行うことができ
ます。

1 スクリプトのステップを１ステップずつ実行する
1 サブスクリプトを表示して追跡する
1 フィールド、変数、計算式を監視する
1 スクリプトステップを無効化する

スクリプトのステップ実行
スクリプトデバッガは、FileMaker データベースのスクリプトのス
テップを実行する場合に使用します。スクリプトデバッガを使用
すると、ステップごとにスクリプトを実行して、スクリプトの実
行時に発生する可能性がある問題を確認することができます。

スクリプトデバッガでは、各スクリプトに設定されているアクセ
ス権が認識されます。スクリプトを編集する権限があり、スクリ
プトに対するアクセス権が [変更可能] に設定されている場合にの
み、スクリプトデバッガにスクリプトが表示されます。

アクセス権が [変更可能] に設定されているスクリプトで [実行の
み可能] アクセスのスクリプトを実行する場合、[実行のみ可能] の
スクリプトは実行されますが、スクリプトデバッガにステップは
表示されません。[実行のみ可能] のスクリプトで、アクセス権が
[変更可能] に設定されているスクリプトを実行する場合、スクリ
プトデバッガには [変更可能] のスクリプトのステップのみが表示
されます。スクリプトのアクセス権および完全アクセスで実行さ
れるスクリプトの詳細については、ヘルプを参照してください。

デバッグモードでスクリプトを実行するには、[ツール] メニュー
から [スクリプトのデバッグ] を選択します。

ヒント [スクリプト定義 ] ダイアログボックスからスクリプトデ
バッガを有効にするには、Shift キー（Windows）または shift キー
（Mac OS）を押しながら [実行 ] ボタンをクリックします。スクリ
プトデバッガを無効にするには、Ctrl（Windows）キーまたは
command（Mac OS）キーを押しながら [ 実行 ] ボタンをクリック
します。キーボードショートカットの詳細については、ヘルプを
参照してください。

[スクリプトデバッガ] ウインドウ
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注意 スクリプトのデバッグを効率的に実行するため、スクリ
プトデバッガでは、一部のスクリプトステップは無視されます。
[ユーザによる強制終了を許可] スクリプトステップでオプション
が [オフ] に設定されていても、スクリプトの実行を停止すること
はできません。また、[ウインドウの調整] スクリプトステップの
オプションが [隠す] または [最小表示] に設定されていても、[ス
テップ実行] または [ステップイン] ボタンを使用してそのスクリ
プトステップに到達したときに、ウインドウは非表示または最小
表示になりません。

選択する項目 目的

ステップ実行 スクリプトを一度に１ステップずつ実行します。
実行するスクリプトステップが [スクリプト実行] の場
合、スクリプトデバッガは、サブスクリプトを実行し
てから、呼び出し元のスクリプトの次の行に進みます。
ブレークポイントに到達するまで、すべてのサブスク
リプトのステップが実行されます。

ステップイン スクリプトを一度に１ステップずつ実行します。
実行するスクリプトステップが [スクリプト実行] の場
合、スクリプトデバッガは、サブスクリプトの最初の
行のステップを実行し、次のサブスクリプトステップ
に進む前にユーザの入力を待機します。

ステップアウト 現在のスクリプト内のすべてのスクリプトステップを
実行します。実行するスクリプトがサブスクリプトの
場合は、呼び出し元のスクリプトの [スクリプト実行] 

ステップの直後の行に戻ります。
スクリプトがサブスクリプトでない場合、[ステップア
ウト] コマンドを使用すると、スクリプトデバッガはブ
レークポイントに到達するまで、すべてのスクリプト
およびサブスクリプトステップを実行します。

実行 ブレークポイントに到達するまで、すべてのスクリプ
トステップを実行します。

全スクリプト終了 スクリプトの実行を停止して、スクリプトデバッガを
終了します。

次のステップを設
定

ステップの実行ポインタを、強調表示されたスクリプ
トステップに設定します。
このコマンドは、強調表示されたステップに制御を渡
しますが、ステップの実行は行いません。スクリプト
の実行を再開すると、強調表示されたステップが実行
されます。最後に実行されたステップと指定された次
のステップの間にあるステップは実行されません。ス
テップをクリックして強調表示してから [次のステップ
を設定] ボタンをクリックします。

ブレークポイント
の設定/消去

選択した行に対してブレークポイントを設定または設
定解除します。
ブレークポイントは、スクリプトデバッガまたは 

ScriptMaker から設定または消去することができます。
ブレークポイントは、スクリプトが含まれるファイル
とともに保存されます。スクリプトデバッガを使用し
ていない場合、ブレークポイントは無視されます。ス
クリプト全体を細かく確認する必要がない場合は、ブ
レークポイントを利用してスクリプトをおおまかなセ
クションに分けてスクリプトデバッガで実行すること
ができます。

ブレークポイント
の解除

現在のスクリプトからすべてのブレークポイントを解
除します。 
[ブレークポイントの解除] コマンドは、[ツール] メ
ニューから [デバッグコントロール] を選択した場合に
のみ使用可能です。

ScriptMaker スクリプトの実行を停止して、スクリプトを編集する
ために ScriptMaker を開きます。

データビューア [データビューア] ウィンドウを開く（または閉じる）
と、フィールド、変数、計算式を監視することができ
ます。

選択する項目 目的
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サブスクリプトの表示
スクリプトデバッガでスクリプトを実行するときに、サブスクリ
プトを表示することができます。たとえば、スクリプト A が、ス
クリプト C を呼び出すスクリプト B を呼び出す場合、３つのスク
リプトにあるすべてのステップを表示することができます。

サブスクリプトを表示するには、次の操作を行います。

1. スクリプトデバッガを有効にします。59ページの「スクリプト
のステップ実行」を参照してください。

2. サブスクリプトを呼び出すスクリプトステップを選択します。
3. [ステップイン] ボタンをクリックします。

[アクティブなスクリプト] リストにサブスクリプトが表示されます。

4. [アクティブなスクリプト] リストでスクリプトを選択し、表示
領域に該当スクリプトのステップを表示します。

注意 [次のステップを設定] 機能は、現在実行中のスクリプトに
のみ利用できます。

フィールド、変数、計算式の監視
データビューアを使用して、フィールド値、ローカル変数とグロー
バル変数、および計算式などの式を監視することができます。ス
クリプトを実行しているときやスクリプトデバッガでテストして
いるときに、式を監視することができます。データベースファイ
ルにあるフィールド値と変数を監視することもできます。

フィールド、変数、計算式を監視するには、次の操作を行います。

1. [ツール] メニューから [データビューア] を選択するか、[スクリ
プトデバッガ] ウインドウにある   ボタンをクリックします。

2. 次の操作を行います。

3. [式の編集] ダイアログボックスで、式を含むデータベースファ
イルを選択してから、監視する式を作成または編集します。 

矢印を上または下に
ドラッグして順序を
変更する

目的 操作

式を追加する  をクリックします。

式を編集する  をクリック、またはリストにある式をダブル
クリックします。

式を複製する 複数の式を選択してから  をクリックします。

式を削除する 複数の式を選択してから  をクリックします。

算術演算子と文字演算子を
選択します。

フィールド参照
を選択します。

[式] ボックス

比較演算子と論理演
算子を選択します。

ダイアログボックス内
での関数の表示方法を
選択します。

関数を選択します。

式の内容を評価します。 式をデータビューア
に追加します。

式の結果
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4. [今すぐ評価する] をクリックして式の結果を表示するか、[監視]
をクリックして式をデータビューアに追加します。 

5. [データビューア] ウィンドウで、[値の更新] をクリックして、
リストにある計算式を更新します。

次の点に注意してください。

1 現在実行中のスクリプトのフィールド、変数、計算式を監視す
るには、スクリプトデバッガでスクリプトを実行する前に、監
視するフィールド、変数、計算式を [データビューア] リストに
追加します。

1 スクリプトデバッガを使用する場合、データビューアにある式
の値は自動的に更新されます。

1 [データビューア] ウィンドウにある式は、ユーザが削除するま
では削除されません。

1 ローカル変数とグローバル変数をデータビューアに追加する
ことができます。ローカル変数は「$」で始まり、グローバル
変数は「$$」で始まります。変数の詳細については、ヘルプを
参照してください。

1 [値の更新] をクリックして、リストに表示されている計算式
の値を更新します。リストをスクロールすると値は更新され
ます。

スクリプトステップの無効化
スクリプトステップを無効にしたり有効にしたりして、スクリプ
トを部分ごとにテストすることができます。スクリプトを実行す
る場合、無効なスクリプトはスキップされます。

スクリプトステップを無効化するには、次の操作を行います。

1. [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択します。
または、[スクリプトデバッガ] ウィンドウで [ScriptMaker] ボ
タンをクリックします。

2. [「（ファイル名）」のスクリプト定義] ダイアログボックスから
スクリプトの名前を選び、[編集...] をクリックします。または、
スクリプト名をダブルクリックします。

3. [スクリプト編集] ダイアログボックスで、複数のスクリプトス
テップを選択してから、[無効] または [有効] をクリックします。

次の点に注意してください。

1 スクリプトステップを無効化するには、アクセス権セットにス
クリプトの [変更可能] アクセス権がある必要があります。

1 無効なスクリプトステップのオプションを変更することはで
きません。

1 ファイルが FileMaker Pro で開かれている場合、ユーザは無効化
されたスクリプトステップを見ることはできますが、有効にす
ることはできません。

1 [If] スクリプトステップを無効化する場合は、対応する [End If]
スクリプトステップも無効化する必要があります。これは、
[Loop]、[Else]、[Exit Loop If]、[Else If] スクリプトステップにも
適用します。

1 スクリプトデバッガは、無効なスクリプトステップのブレーク
ポイントで実行を停止しません。

1 [次のステップを設定] 機能を使用して、無効なスクリプトス
テップへ移動することはできません。

1 無効なスクリプトステップを含むスクリプトをコピー、貼り付
け（ペースト）、またはインポートした場合、新しい場所でも
ステップは無効化されたままです。詳細については、12ページ
の「スクリプト、スクリプトステップ、またはフィールドのコ
ピー」を参照してください。

1 無効なスクリプトステップには、「//」が付いています。無効な
スクリプトステップは、FileMaker 7 ファイルにインポートされ
た場合や開かれた場合、不明として表示されます。

1 無効なスクリプトステップは、斜体で印刷されます。
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データベーススキーマのドキュメント作成
データベースデザインレポート（DDR）機能を使用すると、デー
タベースのスキーマを ドキュメント化して、HTML または XML
ファイルに出力することができます。データベース内のどの要素
やデータベーステーブルをレポートするかを選択することができ
ます。HTML バージョンのレポートにはハイパーリンクが設定さ
れるため、Javascript 対応の Web ブラウザで表示または印刷するこ
とができます。

データベースデザインレポート機能を使用して、次の操作を行う
ことができます。

1 データベーススキーマをテキストで表示して確認する
1 データベースの構造に関する統計を収集する
1 元のデータベースファイルが失われた場合に、レポートの情報
を使用してデータベースの構造を再作成する

1 参照が見つからない、リレーションシップや計算式が破壊され
ている、などのトラブルシューティング

HTML 形式のデータベースデザインレポートには、各データベー
スファイルの要素のスナップショットを提供するレポートの概要
が含まれます。レポートの概要には、各データベースファイル内
のすべての要素に関する詳細情報へのハイパーリンクが設定され
ています。XML 形式のデータベースデザインレポートにも同じ情
報が含まれており、必要な形式に変換することができます。DDR
XML を使用できるツールを作成して、データベースの構造を分析
または処理することができます。

データベースデザインレポートを作成するには、次の操作を行い
ます。

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

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

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

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

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

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

5. レポートから除外する要素の選択を解除します。
デフォルトでは、選択したすべてのファイル内にあるすべての
要素がレポートされます。特定の要素を選択した場合は、選択
した各要素が選択した各ファイルに対してレポートされます。

[データベースデザインレポート] ダイアログボックス
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6. デフォルトの HTML 形式でレポートを発行しない場合は、[レ
ポート形式:] セクションで [XML] を選択します。

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

8. [作成] をクリックします。

DDR HTML 出力ファイルのトラブルシューティング
データベースデザインレポートを使用して、データベース内の問
題領域を識別することができます。たとえば、次のテキスト用の
DDR 出力を検索して、問題に移動することができます。

1 フィールドが見つかりません
1 テーブルの別の名前が見つかりません
1 基本テーブルが見つかりません
1 ファイル参照が見つかりません
1 レイアウトが見つかりません
1 値一覧が見つかりません
1 カスタム関数が見つかりません
1 スクリプトが見つかりません
1 アカウントが見つかりません
1 アクセス権セットが見つかりません
1 拡張アクセス権が見つかりません
1 カスタムメニューが見つかりません
1 カスタムメニューセットが見つかりません

次の点に注意してください。

1 空欄のパスワードが設定された非アクティブなアカウントが
ある場合、これらのアカウントは、DDR の HTML 出力にはパ
スワードマスク「******」が表示されます。XML 出力では、
emptyPassword="" ノードは FALSE とレポートされます。この
ような非アクティブなアカウントから正確なパスワード情報
を取得するには、アカウントをアクティブにしてから、[ソー
スの表示] を選択します。

1 Mac OS: HTML 形式でレポートを表示するには、Safari、Mozilla、
および Firefox を使用してください。Internet Explorer for Mac OS
はサポートされません。

1 Mac OS: Safari Web ブラウザを使用して XML 形式で DDR を表
示するには、Safari でファイルを開いてから、[表示] メニュー
から [ソースの表示] を選択します。

1 データベースデザインレポート機能は、UTF-16 形式で XML
ファイルを作成します。この形式でレポートを表示するには、
UTF-16 テキスト対応のテキストエディタまたは Web ブラウザ
を使用します。

ファイルの最小化と最適化
[ファイルのメンテナンス] 機能を使用すると、データベースファ
イルのパフォーマンスを向上することができます。[ファイルの最
小化] オプションは、ファイルから無駄な容量を削除し、ファイル
サイズを減らしてデータアクセスを効率化します。[ファイルの最
適化] オプションは、論理的に関連するデータを近付けることに
よって、ファイルアクセスの速度を向上させます。どちらの機能
もディスクヘッドの動きを抑えます。特に、大容量のファイルを
使用する場合、検索やソートを実行する場合、またはすべてのレ
コードを対象に処理を行うスクリプトを実行する場合に、速度の
向上を体感することができます。



第 6 章 | デバッグ、解析、ファイルの最適化 65

[ファイルの最小化] オプションは、無駄な容量を削除し、使い切っ
ていないディスクページを結合して、データ内の未使用スペース
を取り除くことによりファイルを圧縮します。この機能は、デー
タベースファイルのサイズを減らす場合に便利です。ファイルに
データを追加する予定がある場合は、将来データベースに新しい
データが書き込まれるに連れてデータの断片化が進むため、[ファ
イルの最小化] 機能の使用はお勧めしません。すでに最小化された
ファイルにデータを追加する場合は、[ファイルの最適化] 機能で
断片化を解消することができます。
[ファイルの最適化] オプションは、ファイルの断片化を解消して、
データの物理的な配置を論理的な配置と一致させます。この機能
は、多数のレコードを含むファイルで検索やソートを実行する場
合に、処理速度を向上させる上で特に便利です。[ファイルの最適
化] 機能はいつでも使用でき、データが追加されるデータベースを
対象に使用することもできます。
[ファイルのメンテナンス] のいずれのオプションも、現在開いて
いるデータベースファイルに対して処理を行い、別のコピーは作
成されません。ファイルをホストしている場合、ネットワーク上
のクライアントが、ホストされているファイルの [ファイルのメン
テナンス] 機能にはアクセスすることはできません。 

これらのオプションは、同時に使用することも、単独で使用する
こともできます。処理はいつでもキャンセルすることができます。
キャンセルした時点までに完了したファイルの最小化と最適化
は、そのまま維持されます。

1. データベースファイルを開きます。
2. [ツール] メニューから [ファイルのメンテナンス...] を選択し
ます。

3. １つまたは両方のオプションを選択し、[OK] をクリックします。

ファイルのメンテナンスのステータスを示すダイアログボッ
クスに、処理の進行状況が表示されます。ファイルのメンテナ
ンスが完了すると、ダイアログボックスが表示されます。

[ファイルのメンテナンス] ダイアログボックス
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第 7 章
Developer ユーティリティの使用

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

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

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

1 データベースファイルをキオスクモードで表示する
1 すべてのアカウントの管理アクセス権を削除し、ユーザがデータ
ベースのデザイン要素や構造要素を変更できないようにする

1 ファイルに FileMaker Pro のファイル拡張子を付加する

1 スタンドアロン形式のランタイムデータベースソリューション
の終了時スプラッシュスクリーンに独自のロゴまたはグラ
フィックを追加する

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

1 すべての関連ファイルを接続するメインデータベースファイル
1 関連ファイルを開く、閉じる、メインファイルに戻る、起動時
にスプラッシュスクリーンレイアウトを表示する、または、ラ
ンタイムアプリケーションを終了するなどの操作を行うスク
リプトおよびボタン

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

1 ソリューションの各ファイルで使用されるカスタムレイアウ
トスタイル

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

1 ソリューション使用時のヒントを説明するカスタムヘルプシ
ステム

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

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

注意 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、データ
ベースファイルにいくつでもデータベーステーブルを含めること
ができるようになりました。この機能によって、複数のファイル
を使用する主な理由の１つが解消されます。ただし、スクリプト
やアクセス権などの要素はファイルレベルで保存されるため、一
部の複雑なソリューションでは、引き続き複数のファイルを使用
した方が便利です。

ソリューションファイルの準備の概要
データベースソリューションをデザイン、構築、およびテストす
るには、ユーザによる操作を理解する必要があります。これには、
ナビゲーション用のスクリプトおよびボタン、レイアウトおよび
スタイルの効果的な使用、およびユーザ用のヘルプなどが含まれ
ます。

Developer ユーティリティを使用して、データベースソリューション
ファイルのセットを変更します。この章では、ソリューションファ
イルの準備手順における次の３つの段階について説明します。

1. ランタイムデータベースソリューションを作成せずにデータ
ベースソリューションファイルを変更する。68ページの「デー
タベースソリューションファイルの変更」を参照してください。
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2. ランタイムデータベースソリューション用にファイルを準備
し、ソリューションでファイル参照が正しく機能することを確
認する。70ページの「ランタイムデータベースソリューション
に関して考慮すべき点」を参照してください。

3. ランタイムデータベースソリューションを作成する。72ページ
の「ランタイムデータベースソリューションへのデータベース
のバインド」を参照してください。

次に、ソリューションファイルを準備する上で一般的に考慮すべ
き点をいくつか示します。 

1 必要に応じて、データベースソリューションのレイアウトすべ
てに対してカスタムスタイルを作成します。詳細については、
35ページの「カスタムレイアウトスタイルの作成」を参照して
ください。

1 Windows バージョンと Mac OS X バージョンのソリューション
を作成する場合、それぞれのプラットフォームでソリューショ
ンのバージョンをテストします。詳細については、ヘルプを参
照してください。

1 １つのファイル内で複数のテーブルを使用する代わりに複数
のファイルを使用する場合、ソリューションのすべてのファイ
ルを同じフォルダに保存してからランタイムソリューション
にバインドする必要があります。1つのフォルダにすべての
ファイルを置くことが困難な場合は、各ファイルへのファイル
参照（ファイル名のみ）を含めるようにします。71ページの
「ファイル参照の確認」を参照してください。

1 ファイル名を変更した場合にすべてのファイル参照が更新さ
れるよう、ソリューションに関連するすべてのファイルを指定
してください。

1 複数のデータベースファイルを使用する場合は、ユーザが最初
に開くメインファイルを指定します。カスタム設定はメイン
ファイルに保存されます。メインファイルを使用して、他の関
連ファイルへの移動、「情報（「About」スクリーン）」レイアウ
トの表示、カスタムヘルプレイアウトまたはファイルの表示、
およびアプリケーションの終了を行うためのナビゲーション
ボタンやボタンを配置します。

1 メインファイルからソリューションの関連ファイルやレイア
ウトに移動するためのスクリプトまたはボタンを作成します。
19ページの「ソリューションを制御するためのスクリプトとボ
タンの使用」を参照してください。

1 データベースソリューションについて記述したユーザドキュ
メントを作成します。83ページの「ユーザドキュメントの用
意」を参照してください。

1 Developer ユーティリティでは、元のファイルではなく複製さ
れたファイルが処理されますが、開始する前に元のファイルの
バックアップコピーを作成することをお勧めします。

データベースソリューションファイルの
変更
Developer ユーティリティを使用して、新しいデータベースファイ
ルのセットの作成、データベースファイルのカスタマイズ、また
はランタイムデータベースソリューションの作成を行うことがで
きます。

注意 FileMaker Pro 7.0 より前のバージョンで作成されたデータ
ベースファイルを Developer ユーティリティで使用するには、ファ
イルを変換する必要があります。 ファイルの変換の詳細について
は、『FileMaker Pro ユーザーズガイド』の変換に関する情報を参照
してください。

Developer ユーティリティを使用するには、次の操作を行います。

1. カスタマイズするすべてのデータベースファイルを閉じます。
2. [ツール] メニューから [Developer ユーティリティ ...] を選択し
ます。

3. 以前に同じデータベースソリューションに対して Developer
ユーティリティを使用したことがあり、その設定が保存されて
いる場合は、[設定をロード...] をクリックします。
設定ファイルを指定できるように、[ファイルの選択] ダイアロ
グボックスが開きます。76ページの「Developerユーティリティ
の設定の保存と再使用」を参照してください。
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4. [追加...] をクリックして、カスタマイズするファイルを選択し
ます。

5. カスタマイズするファイルをすべて追加してから、次の１つま
たは複数の操作を行います。

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

7. 作成先のフォルダを選択するダイアログボックスで、フォルダ
を選択または作成してから [OK]（Windows）または [選択]
（Mac OS X）をクリックします。

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

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

9. 次のいずれかの操作を行います。
1 データベースファイルをカスタマイズしたり、ランタイムソ
リューションにバインドしたりするには、[ソリューション
オプション] で [指定...] をクリックします。

1 新しい名前でデータベースファイルのコピーを作成する場
合は、手順 13 に進みます。

10. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、１
つまたは複数のオプションを選択します。

目的 操作

メインファイルを
選択する

リストでファイルをダブルクリックします。

ファイルの名前を
変更する

リストからファイルを選択し、[ファイルの名前変更:] 

ボックスに新しいファイル名を入力して [変更] をク
リックします。
注意 ファイル拡張子は入力しないでください。
74 ページの「ランタイムデータベースソリュー
ションのファイル名の選択」を参照してください。

ファイルを
削除する

リストからファイルを選択し、[削除] をクリックし
ます。

目的 操作

データベースを
ランタイムアプリ
ケーションに
バインドする

[ランタイムソリューションアプリケーションの作成] 

を選択します。
72ページの「ランタイムデータベースソリューション
へのデータベースのバインド」を参照してください。
注意 このオプションは、[データベースには 
FileMaker のファイル拡張子が必要 ] 以外のすべての
オプションと組み合わせることができます。

ソリューション
への管理アクセスを
完全に禁止する

[管理アクセスをファイルから完全に削除] を選択します。
77ページの「データベースからの完全アクセス権の
削除」を参照してください。
重要 管理アクセスを削除すると、カスタムソリュー
ションに再度設定することはできません。

[ソリューションオプションの指定] ダイアログボックス



70 FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド

11. [OK] をクリックします。
12. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[設定
を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存するフォルダ
と場所を選択します。
76ページの「Developerユーティリティの設定の保存と再使用」
を参照してください。

13. [作成] をクリックします。
Developer ユーティリティを使用して行った変更内容とともに、
選択したすべてのデータベースファイルがプロジェクトフォ
ルダにコピーされます。作成先のファイルを上書きするデフォ
ルトのオプションが選択されたままになっている場合、
Developer ユーティリティによってコピーされるファイルは、指
定したプロジェクトフォルダに保存されます。作成先のファイ
ルを上書きするデフォルトのオプションの選択を解除すると、
指定したプロジェクトフォルダが空の場合はそのフォルダが
使用され、それ以外の場合はプロジェクトフォルダ名に基づい
て新しいフォルダが作成されます。

エラーログの作成
エラーによっては、エラーメッセージが表示されません。エラー
ログは、処理中に検出されたエラーをより詳細に記録します。

エラーログを作成するには、次の操作を行います。

1. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、
[処理エラーのエラーログの作成] を選択します。

2. [指定...] をクリックします。
エラーログファイルのファイル名および場所を指定しない場
合、「Logfile.txt」というファイル名でプロジェクトフォルダ内
に保存されます。

3. [ファイルの指定] ダイアログボックスで、エラーログの保存場
所とファイル名を選択します。
オプションの処理中にエラーが発生した場合は、エラーログ
ファイルにログが記録されます。エラーが検出されたことを示
すエラーメッセージが表示される場合もあります。

ランタイムデータベースソリューション
に関して考慮すべき点

次に示すような問題は、ファイルをランタイムアプリケーション
にバインドする前に解決しておくことをお勧めします。

1 関連ファイルを開いたり、閉じたりすることをユーザに許可す
るかどうか

ランタイムアプリケーションには、ファイルを開いたり閉じた
りするメニューはありません。関連ファイルを開いたり閉じた
りすることをユーザに許可する場合、これらの操作を実行する
スクリプトをソリューションに設定する必要があります。各関
連ファイルには、メインファイルに戻るボタンや起動スクリプ
トを配置する必要があります。 

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

[管理アカウント以外に対してキオスクモードを有
効化] を選択します。
17ページの「キオスクモードについて」を参照して
ください。

データベース
ファイルの
ファイル名に 

FileMaker の
拡張子を付加する

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

ログファイルを
作成して、処理中に
検出されたエラーを
記録する

[処理エラーのエラーログの作成] を選択します。
詳細については、次に説明する「エラーログの作成」
を参照してください。 

目的 操作
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1 データベースの変更をユーザに許可するかどうか
ランタイムデータベースソリューションファイルがパスワー
ドで保護されていない限り、ユーザは、FileMaker Pro または
FileMaker Pro Advanced でファイルを開いたり変更したりする
ことができます。また、ファイルの変更を完全に禁止すること
もできます。77ページの「データベースからの完全アクセス権
の削除」を参照してください。

1 ランタイムデータベースソリューションを両方のプラット
フォームで使用するかどうか

72ページの「両方のプラットフォーム用のファイルのバイン
ド」を参照してください。

1 ユーザへの更新版の提供方法
データをエクスポートして、更新したソリューションにイン
ポートするスクリプトをメインファルに設定しておくと、ユー
ザは簡単にランタイムデータベースソリューションファイル
を更新することができます。77ページの「アップグレードされ
たランタイムソリューションへのデータのインポート」を参照
してください。

1 ユーザがランタイムデータベースソリューションからレポー
トなどの情報を印刷するかどうか

ランタイムデータベースソリューションがさまざまなプリン
タで印刷される場合、ドキュメントの余白を設定しておくこと
をお勧めします。詳細については、ヘルプを参照してください。

1 レコードのスペルチェックをユーザに許可するかどうか
データベースソリューションのスペルチェック用辞書の主要
言語を変更するには、FileMaker Pro Advanced に付属する辞書の
中から１つを選択します。ユーザは、ユーザ定義の辞書をラ
ンタイムアプリケーションに追加したり変更したりすること
ができます。詳細については、ヘルプを参照してください。

1 元のデータベースソリューションファイルを複数のフォルダ
に置くかどうか

詳細については、次に説明されている「ファイル参照の確認」
を参照してください。

ファイル参照の確認
ファイル参照には、ランタイムアプリケーションが外部のテーブ
ル、スクリプト、または値一覧にアクセスするために検索するパ
スが保存されます。各ファイル参照は、改行マークで区切られた
１つまたは複数のパスで構成されます。記述されている順にファ
イルパスが検索され、ランタイムアプリケーションが検出した最
初のファイルが開きます。詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

ヒント 複数のテーブルを１つのファイルにまとめると、複数の
ファイルを使用した場合に発生する可能性のある問題を避けるこ
とができます。

サンプルのランタイムソリューションのメインファイル
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複数のファイルで構成されるデータベースを開発する場合は、
一部のファイルを別のフォルダに保存することができますが、
ランタイムデータベースソリューションの作成時には、すべての
ファイルがランタイムアプリケーションと同じフォルダに移動さ
れます。ファイル参照を使用する際には、ソリューションが１つ
のフォルダから開始されるかどうかに関わらず、この点を考慮に
入れておく必要があります。

このような理由から、各ファイル参照には、参照されるファイル
のファイル名だけで構成されるパスを含める必要があります。ラ
ンタイムアプリケーションは他のファイル参照も確認しますが、
ファイル名のみのパスを使用すると、ランタイムアプリケーション
と同じフォルダ内で目的のファイルを見つけることができます。
ファイルが FileMaker Pro や FileMaker Pro Advanced でも使用され
る場合は、同じファイル参照に絶対パスまたは相対パスを保持し
ておくことができます。

ファイル参照を確認するには、次の操作を行います。

1. [ファイル] メニューの [定義] サブメニューから [ファイル参照...]
を選択します。
[ファイル参照を定義] ダイアログボックスに、現在のデータ
ベースのすべてのファイル参照が表示されます。指定された
それぞれのファイルに対して、[ファイルパス一覧] に、ファ
イル名のみへの参照（フォルダ名を含まない参照）が表示さ
れていることを確認します。ファイル名のみへの参照は、
「file:MyFile.fp7」のように表示されます。

2. どのファイルにもファイル名のみへの参照が設定されていない
場合は、[ファイル参照を定義] ダイアログボックスで、[作成...]
（Windows）または [新規...]（Mac OS）をクリックします。

3. [ファイルパス一覧] にファイル名と拡張子を入力します。
4. [ファイル参照の名前:] に名前を入力します。ファイル参照が表
示されるすべてのリストに、この名前が表示されます。

5. [OK] をクリックしてファイル参照を保存します。

両方のプラットフォーム用のファイルのバインド
ソリューションを Windows システムで使用する場合、Windows 用
の Developer ユーティリティを使用してバインドします。 ソ
リューションを Mac OS X システムで使用する場合、Mac OS X 用
の Developer ユーティリティを使用してバインドします。 Windows
と Mac OS X の両方で使用されるソリューションを作成する場合
には、次のように、元のソリューションファイルを２回バインド
して２つの個別のランタイムソリューションを作成します。 まず
Windows 用の FileMaker Developer ユーティリティを使用し、次に
Mac OS X 用の FileMaker Developer ユーティリティを使用します。
両方のプラットフォームで同じバインドキーを使用します。また、
バインドキーでは大文字と小文字が区別されることに注意してく
ださい。

ランタイムデータベースソリューション
へのデータベースのバインド
Developer ユーティリティを使用して、ユーザが FileMaker Pro や
FileMaker Pro Advanced を実行せずにアクセスできるスタンドア
ロン形式のランタイムデータベースソリューションを作成しま
す。Developer ユーティリティによって、ファイルのコピーが作成
され、指定した名前でデータベースファイルがランタイムアプリ
ケーションにバインドされます。
[ファイル] メニューの [定義] サブメニューにあるコマンドは、い
ずれもランタイムアプリケーションでは使用できません。89ペー
ジの「ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較」
を参照してください。 また、ランタイムアプリケーションでは、
FileMaker Pro Advanced の機能も取り除かれます。 

ただし、ランタイムデータベースは、FileMaker Pro または FileMaker
Pro Advanced のどちらかで開くことができます。完全なアクセス
権限が削除されている場合を除き、これらのアプリケーションの
全機能が有効です。77ページの「データベースからの完全アクセ
ス権の削除」を参照してください。
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ランタイムアプリケーションの代わりに FileMaker Proまたは
FileMaker Pro Advanced を使用しない限り、ランタイムデータベー
スソリューションをネットワーク、インターネット、またはイン
トラネットで公開することはできません。ランタイムアプリケー
ションと FileMaker Pro の相違点の一覧については、89ページの
「ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較」を参
照してください。

データベースファイルは、ユーザへの頒布用に準備する前に複数
回バインドしなければならない場合があります。開発が完了し、
最終バージョンをバインドして頒布の準備ができたら、ランタイ
ムソリューションを徹底的にテストし、意図したとおりに動作す
ることを確認します。70ページの「ランタイムデータベースソ
リューションに関して考慮すべき点」を参照してください。

ランタイムデータベースソリューションを使用する必要がある
ユーザの詳細については、79ページの第 8 章「ランタイムデータ
ベースソリューションの頒布」を参照してください。

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

1. 68ページの「データベースソリューションファイルの変更」の
手順１から９に従います。

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

3. [ランタイム名:] にランタイムアプリケーションの名前を入力
します。
ランタイム名は、ランタイムアプリケーションのファイル名、
およびランタイムデータベースソリューションファイルが含
まれるフォルダ名として使用されます。詳細については、次に
説明されている「ランタイムデータベースソリューションの
ファイル名の選択」を参照してください。

4. [拡張子:] に３文字のファイル拡張子を入力します。
拡張子によって、ソリューションファイルとランタイムアプリ
ケーションが関連付けられます。74ページの「３文字のファイ
ル拡張子の割り当て」を参照してください。

5. [バインドキー :] に、１文字から 24 文字のキーを入力します。
バインドキーは、ランタイムアプリケーションをデータベース
ファイルにリンクし、バインドされたファイルが適切なランタ
イムアプリケーションでのみ開かれるようにします。75ページ
の「バインドキーの設定」を参照してください。

重要 バインドすると、各プラットフォームに関連するシステム
ファイルがインストールされます。

6. 終了時のスプラッシュスクリーンに会社のロゴなどのカスタ
ム画像を追加するには、[指定...] をクリックして画像を選択し
てから、[選択] をクリックします。
画像は 382 x 175 ピクセル（72 dpi）以上である必要があります。
これより小さい画像は歪んで表示されます。使用できる画像形
式は JPEG と GIF です。

メインファイル内の起動スクリプトによって、このスプラッシュスクリーン
レイアウトが表示されます。
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7. [表示時間（2 から 12 秒）:] に、スプラッシュスクリーンを表
示する秒数を入力します。
[プレビュー ...] ボタンをクリックすると、カスタムスプラッ
シュスクリーンがどのように表示されるかをプレビューする
ことができます。

8. オプションの指定が完了したら、[OK] をクリックします。
9. この手順を簡単に繰り返すことができるようにするには、[ 設
定を保存...] をクリックして、設定ファイルを保存するフォル
ダと場所を選択します。
76ページの「Developerユーティリティの設定の保存と再使用」
を参照してください。

10. [作成] をクリックします。

Developer ユーティリティによって、ランタイムソリューションに
基づく名前の新しいフォルダがプロジェクトフォルダ内に作成さ
れ、そのフォルダにすべてのランタイムファイルがコピーされま
す。必要なファイルのバンドル方法およびランタイムデータベー
スソリューションのユーザへの頒布方法については、79ページの
「ランタイムデータベースソリューションの頒布」を参照してくだ
さい。 

ランタイムデータベースソリューションのファイル名
の選択
ファイル名に使用できる文字数は、最大 31 文字です。ランタイム
データベースソリューションのファイル名を選択する際には、ス
クリプトやルックアップが正しく動作するように、ランタイムソ
リューションが使用されるプラットフォームを考慮して選択して
ください。
Windows ファイル名の最初の文字にスペースを使用することはで
きません。クロスプラットフォーム互換性を維持するために、ファ
イル名に次の文字は使用しないでください。 クォーテーション
マーク（"）、スラッシュ（/）、バックスラッシュ（\）、角カッコ
（<>）、アスタリスク（*）、疑問符（?）、コロン（:）、縦線（|）

３文字のファイル拡張子の割り当て
３文字のファイル拡張子によって、すべてのランタイムソリュー
ションファイルがランタイムアプリケーションに関連付けられま
す。コンピュータ上に複数のランタイムデータベースがある場合
には、ファイル拡張子とバインドキーにより、ソリューションファ
イルをダブルクリックしたときに適切なランタイムアプリケー
ションを起動することができます。ユーザのコンピュータシステ
ムに固有の拡張子を使用してください。

すべてのファイルが、Developer ユーティリティで指定した３文字
の拡張子を使用するように自動的に更新され、ファイル名に拡張
子が付加されます。リレーションシップで使用される内部ファイ
ル参照、スクリプト、および値一覧も、新しいファイル名に対応
して更新されます。 

注意 ファイル拡張子にかかわらず、ランタイムデータベース
ファイルは FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced で開くこ
とができます。ユーザがランタイムデータベースソリューション
を変更できないようにするには、特定のアクセス権にパスワード
を設定するか、またはファイルをランタイムデータベースソ
リューションにバインドする前に、Developer ユーティリティで
[管理アクセスをファイルから完全に削除] オプションを選択しま
す。77ページの「データベースからの完全アクセス権の削除」を
参照してください。

Windows ソリューションに拡張子を割り当てる

３文字の拡張子によってランタイムアプリケーションが Windows
オペレーティングシステムに登録されます。Windows は、拡張子
を使用して、ソリューションファイルをダブルクリックしたとき
に起動するアプリケーションを判別します。Developer ユーティリ
ティは、バインド処理中にランタイムデータベースソリューション
のすべてのデータベースファイルに拡張子を追加します。 
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Mac OS X ソリューションに拡張子を割り当てる

Mac OS X では、３文字の拡張子はランタイムアプリケーションの
クリエータコードになります。クリエータコードは Mac OS X の
Finder が各ファイルを作成したアプリケーションを判別できるよう
に、固有でなければなりません。クリエータコードはソリューション
ファイルおよびランタイムアプリケーション内に保存されます。

クリエータコードは４文字であるため、最初の文字の後に大文字
の「F」が挿入されます。たとえば、デフォルトの３文字の拡張子
「USR」は「UFSR」クリエータコードになります。クリエータコー
ドでは大文字と小文字が区別されます。

注意 クリエータコードは、選択したクリエータコードが固有で
あることを保証するために Apple Computer, Inc. に登録する必要が
あります。クリエータコードが固有でない場合には、適切なラン
タイムアプリケーションでファイルが開かない可能性があります。
FileMaker, Inc. は UFSR クリエータコードを Apple Computer, Inc. に
登録しているため、３文字の拡張子として USR を使用することが
できます。他のクリエータコードについては、Apple Developer
Support に問い合わせるか Web サイト www.apple.com にアクセス
して登録してください。

Windows での固有でないファイル拡張子の競合

３文字の拡張子が固有でない場合、Windows のレジストリ競合の
原因となる可能性があります。たとえば、ランタイムデータベー
スソリューションの拡張子として .fp7 を使用し、ユーザのハード
ディスク上に FileMaker Pro がインストールされている場合、すべ
ての FileMaker Pro ドキュメントアイコンがランタイムアイコンに
変更されます。さらに、FileMaker Pro ドキュメントは、FileMaker Pro
アプリケーションを自動的に開かなくなります。 

ドキュメントアイコンを元の FileMaker Pro ドキュメントアイコン
に戻すには、次の操作を行います。

1. ランタイムアプリケーションを破棄します。
2. ドキュメントを FileMaker Pro アプリケーションで開き、それを
閉じてアプリケーションを終了します。

3. コンピュータを再起動します。 

バインドキーの設定
Developer ユーティリティで指定したランタイム名は、ランタイム
アプリケーションの名前として使用されます。また、バインドさ
れたランタイムデータベースソリューションファイルを含む新し
いソリューションフォルダの名前としても使用できます。

バインドキーは、バインド処理中に Developer ユーティリティで使用
され、ファイルをランタイムアプリケーションに内部的にリンク
するコードです。既存のランタイムデータベースソリューション
に後で関連ファイルを追加する場合は、同じバインドキーを使用
してファイルを再度バインドします。 

両方のプラットフォームで使用するソリューションを開発する場
合には、Windows システムおよび Mac OS X システムのソリュー
ションをバインドする際に同じバインドキーを使用します。 ま
た、バインドキーは Windows システムおよび Mac OS X システム
の両方で大文字と小文字が区別されることに注意してください。

注意 バインドキーには記憶しやすいものを使用し、記録して安
全な場所に保管してください。 これは、Developer ユーティリティ
の設定ファイルを保存することによって管理できます。詳細につ
いては、76ページの「Developerユーティリティの設定の保存と再
使用」を参照してください。 バインドキーを忘れてしまった場合、
ランタイムデータベースソリューションを変更するには、新しい
バインドキーですべてのデータベースファイルを再バインドし、
新しいランタイムアプリケーションを含むソリューション全体を
再頒布する必要があります。

バインドされたランタイムファイルの変更
バインドされたランタイムファイルは、FileMaker Pro または
FileMaker Pro Advanced で開いて変更することができます。ただ
し、ファイルのバインド時に [管理アクセスをファイルから完全に
削除] オプションを選択した場合、いくつかの機能に再びアクセス
することはできません。77ページの「データベースからの完全ア
クセス権の削除」を参照してください。この場合、FileMaker Pro
Advanced でデザインを変更するには、元のデータベースファイル
を開き、ランタイムデータベースソリューションに割り当てたバ
インドキーを使用して再度バインドする必要があります。
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87ページの「ランタイムデータベースソリューションの更新ファ
イルの頒布」を参照してください。

Developerユーティリティの設定の保存
と再使用
Developerユーティリティのダイアログボックスで指定した設定
は、保存して再使用することができます。設定には、変更される
ファイルの一覧が含まれます。Developer ユーティリティで仕様を
入力してから、[設定を保存...] をクリックします。設定ファイルの
保存場所とファイル名を選択します。拡張子 .sav が自動的に付加
されますが、これは変更しないでください。設定ファイルは、異
なる保存場所とファイル名を使用していくつでも保存できます。
Developer ユーティリティを使用してデータベースファイルに対
して同じ処理を繰り返す場合、Developer ユーティリティの設定
ファイルを使用します。Developer ユーティリティを開いて [設定
をロード...] をクリックし、設定ファイルを選択して [ロード] をク
リックします。

ソリューション設定ファイルの変更

設定ファイルを変更するには、次の操作を行います。

1. Developer ユーティリティを開きます。
2. [設定をロード...] をクリックします。
3. 変更する設定ファイルを選択します。
4. [ロード] をクリックします。
5. オプションを指定します。
6. [設定を保存...] をクリックして、[保存] をクリックします。
7. [OK]（Windows）または [置き換え]（Mac OS）をクリックして
ファイルを置き換えます。
変更内容が保存され、後で再使用することができます。

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

バージョン 6.0 以前で作成された FileMaker Pro ファイルは、新し
いファイル形式に変換する必要があります。１つのファイルを変
換するか、または一度に複数のファイルを変換することができま
す。 ファイルの変換の詳細については、『FileMaker Pro ユーザーズ
ガイド』の変換に関する情報を参照してください。

ファイルを変換したら、FileMaker Pro と FileMaker Pro Advanced の
新しい機能を活用できるようにアップグレードすることがきま
す。必要に応じてスクリプトを作成し、ユーザの既存のデータを、
古いランタイムデータベースソリューションから、アップグレー
ド済みの新しいソリューションにインポートできるようにしま
す。Developer ユーティリティを使用して、アップグレードした新
しいランタイムデータベースソリューションにソリューション
ファイルをバインドします。72ページの「ランタイムデータベー
スソリューションへのデータベースのバインド」を参照してくだ
さい。

アップグレードした新しいランタイムデータベースソリュー
ションを頒布し、新しいランタイムアプリケーションで古いファ
イルを変換してアップグレードする方法や、データをインポート
する方法を説明するドキュメントもユーザに提供します。
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アップグレードされたランタイムソリューションへ
のデータのインポート
古いランタイムファイルからユーザがレコードをインポートでき
るようにするスクリプトを、新しいランタイムデータベースソ
リューションファイルに含めます。古いファイルは、まず新しい
ファイル形式に変換する必要があります。

注意 アップグレードされたランタイムソリューションを作成す
る際には、古いランタイムソリューションで使用した拡張子とは
異なる拡張子を使用します。

アップグレードしたソリューションでデータをインポートできる
よう準備するには、次の操作を行います。

1. 新しいランタイムソリューションのデータベースファイルが
含まれるフォルダの中に、「古いソリューションファイル」と
いう名前の新規フォルダを作成します。

2. 古いランタイムソリューションのデータベースファイルのコ
ピーを「古いソリューションファイル」フォルダに置きます。

3. アップグレードされたそれぞれのファイルに、古いソリュー
ションファイルを変換して新しいファイルにレコードをイン
ポートするスクリプトを作成します。
スクリプトの機能には、次のスクリプトステップを含める必要
があります。

1 ファイルを変換 [<旧バージョンのソリューションファイル名>]

1 レコードのインポート [<旧ファイル名と新しいソリューション
の拡張子>]

1 ファイルを閉じる [<旧ファイル名と新しいソリューションの
拡張子>]

4. ボタンを追加してスクリプトを有効にします。
5. アップグレードされた各ファイルに対して、手順３と４を繰り
返します。

6. Developer ユーティリティを使用して、新しいランタイムデー
タベースソリューションに、アップグレードされたソリュー
ションファイルをバインドします。

7. ランタイムアプリケーションでボタンをテストします。 
サンプルデータを使用して、レコードが正しくインポートさ
れ、データが適切なフィールドにインポートされることを確認
します。

8. ボタンが含まれる新しいソリューションファイルを頒布します。 
9. 新しいソリューションファイルへのデータのインポート方法
をユーザに説明するドキュメントを用意します。 
ユーザは、古いファイルを「古いソリューションファイル」フォ
ルダにコピーし、新しいファイルのボタンを使用して古いファ
イルを変換し、新しいソリューションファイルにレコードをイン
ポートすることができます。

データベースからの完全アクセス権の削除
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、アカウント、ア
クセス権セット、および拡張アクセス権によって FileMaker データ
ベースが保護されます。Developer ユーティリティを使用して、す
べての管理アカウントをファイルから削除することもできます。
アカウントとアクセス権の詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。
Developer ユーティリティを使用して、ユーザがデータベースファ
イルのデザインや構造を変更したり、設定されたアカウントやア
クセス権を変更したりすることを防止します。 [管理アクセスを
ファイルから完全に削除] オプションを有効にした場合、次のよう
になります。

1 ユーザは、[データベースの定義 ]、[ファイル参照を定義 ]、
[カスタム関数の定義]、および [アカウントとアクセス権の定義]
の大部分のダイアログボックスにアクセスできません。 

1 カスタム関数のテキスト版は削除されます。
1 アカウントで [拡張アクセス権の管理] オプションが有効に
なっている場合は、[アカウントとアクセス権の定義] ダイアロ
グボックスの [拡張アクセス権] タブにアクセスすることはで
きます。
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1 [スクリプトを完全アクセス権で実行] オプションが有効なス
クリプトを実行する場合、ユーザはこれらのダイアログボック
スにアクセスできます。

1 アカウントに割り当てられているアクセス権セットで許可さ
れていれば、レイアウトモードと ScriptMaker にアクセスでき
ます。

注意 データベースファイルには、アクティブなアカウントが少
なくとも１つ必要です。アクティブなアカウントがない場合は、
ファイルを開くことができません。[完全アクセス] アクセス権
セットを持つアカウントが、ファイルでアクティブな唯一のアカ
ウントの場合は、[管理アクセスをファイルから完全に削除] オプ
ションを使用することはできません。このオプションを選択しよ
うとすると、エラーメッセージが表示されます。

重要 このオプションを選択すると、[完全アクセス ] アクセス権
セットを使用していたすべてのアカウントがデータベースから完
全に削除されます。 これにより、ソリューション内のデータベー
スファイルをランタイムアプリケーション、FileMaker Pro、また
は FileMaker Pro Advanced のいずれで開いても、レイアウトモー
ド、ScriptMaker、および定義を行うすべてのダイアログボックス
（[アカウントとアクセス権の定義 ] ダイアログボックスの [拡張
アクセス権 ] を除く）にアクセスすることはできなくなります。こ
のようなファイルの構造とデザインの要素は、FileMaker 社を含め
誰も変更できません。テーブル、フィールドの定義、リレーション
シップ、スクリプト、またはアクセス権を変更するには、Developer
ユーティリティでカスタマイズする前の元のファイルを使用する
方法しかありません。

アクセス権を定義する際には、ユーザの長期的なニーズを考慮し
てください。ユーザのアクセス権について「情報（「About」スク
リーン）」レイアウトで明確に通知し、FileMaker 社によって指定
された規則に従ってください。詳細については、83ページの「「情
報（「About」スクリーン）」レイアウトの作成」を参照してください。



第 8 章
ランタイムデータベースソリューションの頒布

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

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

重要 これらのファイルおよびフォルダの名前を変更することは
できません。

ランタイムデータベースソリューションにカスタムファイルが必
要な場合は、ランタイムファイルとともに用意する必要がありま
す。プラグインは「Extensions」フォルダに保存します。開発者が
ユーザのシステムにないフォントを使用している場合、ランタイ
ムアプリケーションにより代用フォントが使用されます。ランタ
イムにフォントが含まれている場合は、インストーラプログラム
を使用してフォントをインストールできるように用意する必要が
あります。81ページの「カスタムインストールプログラムの使用」
を参照してください。

これらのランタイムファイルの他に、インストール手順もユーザ
に提供する必要があります。82ページの「インストール手順のド
キュメントの作成」を参照してください。

Mac OS X ランタイムアプリケーションパッケージ
Mac OS X のランタイムアプリケーションパッケージは、Developer
ユーティリティによって生成されます。このパッケージの名前は、
ランタイムソリューションに付けた名前と同じになります。ラン
タイムアプリケーションパッケージには、アプリケーションの実
行に必要なコアとなるリソースとコードが含まれています。パッ
ケージのコンテンツには、言語リソースファイルの削除以外の変
更を加えないでください。詳細については、80ページの「ソリュー
ションサイズの縮小」を参照してください。

パッケージには「Contents」フォルダが含まれており、このフォル
ダには、パッケージに関する情報と、「Frameworks」、「MacOS」、
「Resources」というフォルダが含まれます。「Resources」フォルダ
には、言語リソースフォルダ（*.lproj）が含まれます。パッケージ
は、[パッケージの内容を表示] コマンドを使用して開くことがで
きます。

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

ランタイムアプリケーション ランタイムアプリケー
ションパッケージ

バインドされたメイン
ソリューションファイルと
関連ソリューションファイル

バインドされたメイン
ソリューションファイル
と関連ソリューション
ファイル

Extensions 

Dictionaries

バインド処理中に生成
される DLL

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

Extensions 

Dictionaries

言語リソースフォルダ
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「Extensions」フォルダには Mac OS X パッケージが格納されてお
り、その中に「Dictionaries」フォルダがあります。「Dictionaries」
フォルダには、サポートされているすべての言語の辞書ファイル
（*.mpr）があります。また、ユーザスペルチェック用辞書（User.upr）
のファイルも含まれています。

Windows ランタイムソリューションの DLL ファイル
DLL（Dynamic Link Library）のセットは、バインド処理中に
Developer ユーティリティによって生成されます。 DLL は、ランタ
イムアプリケーションおよびバインドされたデータベースファイ
ルとともにソリューションフォルダに格納され、ランタイムソ
リューションの一部として頒布される必要があります。欠けてい
るファイルや破損しているファイルがある場合は、完全なファイ
ルと置き換えておく必要があります。

Windows ソリューションの「Extensions」フォルダ
Windows ランタイムソリューションの「Extensions」フォルダには、
サポートされている各言語のフォルダと辞書フォルダがありま
す。各言語リソースフォルダには、各言語の DLL ファイル
（FMRSRC.dll）、インターフェース、ダイアログボックス、および
エラーメッセージのテキストを含むファイル（FMStrs.dls）、各言
語の Windows 言語 ID ファイル（lang.dat）があります。

また、「Extensions」フォルダには「Dictionaries」フォルダもあり
ます。「Dictionaries」フォルダには、サポートされているすべての
言語の辞書ファイル（*.mpr）があります。また、ユーザスペル
チェック用辞書（User.upr）のファイルも含まれています。

頒布方法の選択
ソリューションを構成するファイルの編成後、インストール方法
を決定する必要があります。バンドルされたソリューションは、
CD-ROM、ネットワーク、インターネットなどで頒布できます。

ソリューションサイズの縮小
ランタイムソリューションをインターネットを通じて頒布する場
合、ソリューションをパッケージ化する前に、ソリューションの
サイズを縮小することができます。データベースでサポートされ
ていない言語の辞書と言語リソースファイルを削除すると、アプ
リケーションのサイズを縮小することができます。

ソリューションのサイズを縮小するには、次の操作を行います。

Windows

1. ランタイムソリューションフォルダにコピーされた「Extensions」
フォルダを開きます。

DBConverter.dll omnithread.dll

DBEngine.dll PlatformSupport.dll

DOMSupport.dll ProofReader.dll

FML10.dll ssleay32.dll

FMLayout.dll Support.dll

FMOLE.dll XalanDOM.dll

FMRSRC.dll XalanExtensions.dll

FMScript.dll XalanSourceTree.dll

FMUserModel.dll XalanTransformer.dll

FMWrapper.dll XCore.dll

GdiPlus.dll XDraw.dll

HBAM.dll xerces.dll

libeay32.dll XercesParserLiaison.dll

mfc71u.dll XFC.dll

MFCX.dll XGrfx.dll

msvcp71.dll XMLEngine.dll

msvcr71.dll XMLSupport.dll

NSViews.dll XPath.dll

omniDynamic4.dll XSLT.dll

omniORB4.dll XText.dll
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2. ソリューションでサポートされていない言語の言語リソース
フォルダを削除します。

重要 「English」言語リソースフォルダは削除しないでください。

3. 「Dictionaries」フォルダを開きます。
4. ソリューションでサポートされていない言語の辞書を削除し
ます。

Mac OS X

1. ランタイムソリューションフォルダにコピーされた「Extensions」
フォルダを開きます。

2. 「Dictionaries」フォルダを開きます。
3. ソリューションでサポートされていない言語の辞書を削除し
ます。

4. control キーを押しながらランタイムアプリケーションパッケー
ジをクリックし、[パッケージの内容を表示] を選択します。

5. 「Contents」フォルダで「Resources」フォルダを探します。
6. ソリューションでサポートされていない言語の言語リソース
フォルダ（*.lproj）を削除します。

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

使用できるカスタムインストールアプリケーションは次のとおり
です。

1 MindVision, Inc.（www.mindvision.com）の MindVision Installer
VISE（Windows および Mac OS X）

1 InstallShield Software Corporation（www.installshield.com）の
InstallShield MultiPlatform (Windows および Mac OS X)

1 Allume Systems, Inc.（www.allume.com）の StuffIt InstallerMaker
（Mac OS X）

圧縮ユーティリティプログラムの使用

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

1 WinZip Computing, Inc.（www.winzip.com）の WinZip for Windows
（Windows 2000、XP）

1 Aladdin Systems（www.aladdinsys.com）の StuffIt Deluxe（Windows
および Mac OS X）

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

FileMaker Server および FileMaker Pro 製品に関する情報について
は、FileMaker の Web サイト（www.filemaker.co.jp）を参照してく
ださい。

エンドユーザの必要条件
ランタイムデータベースソリューションを実行するには、エンド
ユーザは、FileMaker Pro Advanced アプリケーションに必要なハー
ドウェアおよびソフトウェアの必要条件と同じ条件を満たす必要
があります（FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の『イン
ストールガイド』を参照してください）。さらに、エンドユーザに
はソリューションのインストールと使用についての指示、損傷し
たファイルの修復方法についての情報が必要です。
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インストール手順のドキュメントの作成

エンドユーザにランタイムデータベースソリューションをインス
トールする方法についての手順を提供する必要があります。明記
する必要のある事項のリストを次に示します。

1 ハードディスクへソリューションをコピーまたはインストー
ルする方法

1 ソリューションファイルを展開するソフトウェアとその方法
1 ハードウェアおよびソフトウェアの必要条件に関する情報

ランタイムデータベースソリューションに含めるその他の情報に
関する推奨事項については、83ページの「ユーザドキュメントの
用意」を参照してください。

ランタイムデータベースソリューションの起動
ユーザがランタイムアプリケーションのインストールプログラムを
実行すると、ハードドライブにファイルがインストールされます。
ソリューションの３文字のファイル拡張子は、オペレーティング
システム（Windows）またはシステム環境設定（Mac OS X）に登
録されます。この登録により、ユーザがメインソリューションファ
イルまたは関連ソリューションファイルをダブルクリックしたと
きに、オペレーティングシステムがランタイムソリューションを
検索して実行することができるようになります。ランタイムアプ
リケーションが拡張子を登録する前にメインソリューションファ
イルまたは関連ソリューションファイルをダブルクリックして
も、ランタイムアプリケーションは見つかりません。

重要 エンドユーザは、メインファイルのアイコンではなくラン
タイムアプリケーションのアイコンをダブルクリックしてソ
リューションを起動する必要があります。メインファイルまたは
関連ファイルのアイコンをダブルクリックすると、ハードディス
ク上に他のランタイムアプリケーションがある場合に、エラーが
発生することがあります。コンピュータ上に同じ３文字の拡張子
を持つ複数のソリューションがある場合、メインファイルのアイ
コンをダブルクリックすると、最後にインストールされたランタ
イムアプリケーションが開きます。これは、そのメインファイル
に対する正しいアプリケーションとは限りません。

ランタイムアプリケーションが開くたびに、アプリケーションは
バインドされたメインファイルを探します。メインファイルが見つ
からない場合は、メインファイルの場所を指定するためのプロン
プトが表示されます。

エンドユーザに対して、メインソリューションファイルや関連ソ
リューションファイルの名前を変更しないように注意してくださ
い。名前が変更されると、リレーションおよび外部スクリプトが
正しく動作しない可能性があります。

注意 ソリューションを変更する場合には、必ずエンドユーザが
更新されたソリューションにデータをインポートできるようにす
る必要があります。エンドユーザが容易にデータを新規ソリュー
ションファイルにインポートできるようにするスクリプトが付加
されたボタンをソリューションに含めるようにしてください。詳
細については、77ページの「アップグレードされたランタイムソ
リューションへのデータのインポート」を参照してください。

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

ダブルクリック
で起動

メインファイルの
アイコン

ランタイムアプリケーションの
アイコン
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FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced がインストールされ
ている場合、破損しているファイルを特定した後、[修復] コマンド
を使用してファイルを修復することができます。ただし、ユーザ
がランタイムアプリケーションのみを使用している場合は、ラン
タイムアプリケーションの [ファイル] メニューに [修復] コマンド
は表示されません。 

損傷したファイルを修復するには、次の操作を行います。 

1 Windows システム上では、Ctrl+Shift を押しながらランタイムア
プリケーションのアイコンをダブルクリックします。[損傷
ファイルを開く] ダイアログボックスが表示されるまで、キー
を押したままにします。

1 Mac OS X システム上では、option + 2 を押しながらランタイム
アプリケーションのアイコンをダブルクリックします。[損傷
ファイルを開く] ダイアログボックスが表示されるまで、キー
を押したままにします。

修復処理中にランタイムアプリケーションが実行する処理は、次
のとおりです。

1 新規ファイルを作成する
1 損傷ファイルの名前を、ファイル名の最後に「（旧）」が追加さ
れるように変更する（たとえば、「カタログ.USR」は「カタロ
グ（旧）.USR」に変更されます。）

1 修復されたファイルに元の名前を付ける

修復されたファイルの動作がおかしい場合には、エンドユーザは
ファイルが損傷する前に作成したバックアップコピーに戻すか、
開発者にテクニカルサポートを求める必要があります。

ドキュメントに、ファイルの修復後に実行する操作について記載
する必要があります。エンドユーザに知らせるべき事項を次に示
します。

1. 上で説明されている方法のうち、使用しているコンピュータの
タイプに適した方法を使用して損傷ファイルを修復します。

2. 修復したファイルをランタイムアプリケーションで開きます。
3. [ファイル] メニューから [名前を付けて保存...] を選択します。 

4. ダイアログボックスで、[保存形式:]（Windows）または [ファイ
ルタイプ:]（Mac OS X）ドロップダウンリストから [最適化コ
ピー（サイズ小）] を選択し、ファイルに名前を付けて [保存] を
クリックします。
圧縮されたファイルには元のファイル名と同じ名前を付けます。

5. 元のデータベースのコピーを作成し、修復されたファイルの
データをそのデータベースにインポートします。

ユーザドキュメントの用意
FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、またはスタンドアロンの
ランタイムデータベースソリューションのいずれで開くデータ
ベースであっても、データベースソリューションにドキュメント
を用意する必要があります。データベースソリューションにド
キュメントを用意する場合、印刷したマニュアル、オンラインヘ
ルプシステム、ソリューションのどのレイアウトからでも利用で
きる [情報（「About」スクリーン）] レイアウトなど、複数の方法
があります。

データベースソリューションの内容、使用方法、および詳細情報
の参照先を示す「情報（「About」スクリーン）」と「ヘルプ」のカ
スタムレイアウトを作成します。 続いて、カスタムメニュー機能
を使用してメニューにスクリプトを付加し、「情報（「About」スク
リーン）」レイアウトと「ヘルプ」レイアウトを開きます。

注意 FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のヘルプシステ
ムは、ランタイムアプリケーションでは利用できません。 ただし、
ステータスバーヘルプ（Windows）およびヘルプタグ（Mac OS X）
は利用できます。

「情報（「About」スクリーン）」レイアウトの作成
ランタイムデータベースソリューションの場合、テクニカルサ
ポートの連絡先を示す「情報（「About」スクリーン）」レイアウトを
作成することが FileMaker Pro Advanced ソフトウェアライセンスで
指定されています。 FileMaker では、「情報（「About」スクリーン）」
レイアウトを使用して、開発者が FileMaker Pro Advanced を使用し
て作成したデータベースと、FileMaker Pro のユーザが作成した
データベースを区別します。
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ランタイムデータベースソリューションの「情報（「About」スク
リーン）」レイアウトに表示する必要がある項目の詳細について
は、86ページの「開発者としての責任」を参照してください。

「情報（「About」スクリーン）」レイアウトを作成するには、次の
操作を行います。 

1. [表示] メニューから [レイアウトモード] を選択します。
2. [レイアウト] メニューから [新規レイアウト/レポート...] を選
択します。

3. [レイアウト名:] ボックスに、“<ソリューション名> につい
て...”と入力します。

注意 ランタイムデータベースソリューションの場合、レイアウト
名に「<ソリューション名>について...」という言葉を含める必要
があります。また、特定の固有情報もレイアウトに含める必要が
あります。86ページの「開発者としての責任」を参照してください。

4. [空白レイアウト] を選択します。
5. [完了] をクリックします。
6. レイアウトに、ロゴ、ロゴ以外のグラフィック、および会社の
情報を含めます。

7. ソリューションファイルがパスワードで保護されているどう
か、または完全アクセス権が削除されているかどうかをユーザ
に通知するためのテキストを含めます。 
正確な語法については、86ページの「開発者としての責任」を
参照してください。 

8. ユーザがメインファイルのメインレイアウトに戻るためのボ
タンを作成します。

9. [スクリプト] メニューから [ScriptMaker...] を選択して、「情報
（「About」スクリーン）」レイアウトへ移動するスクリプトを作
成します。

1 スクリプト名に「について...」という言葉を含めます。 

10. カスタムメニュー機能を使用して、「情報（「About」スクリーン）」
レイアウトを表示するメニューを作成します。 

ランタイムアプリケーションの起動時に「情報（「About」スク
リーン）」レイアウトを表示するには、次の操作を行います。

1. データベースソリューションのメインファイルを開きます。
2. [ファイル] メニューから [ファイルオプション...] を選択し、

[ファイルオプション] ダイアログボックスの [開く/閉じる] タブ
を選択します。 

3. [表示するレイアウト:] を選択して、ドロップダウンリストから
「情報（「About」スクリーン）」レイアウトを選択します。

カスタムヘルプレイアウトの作成
カスタムソリューションの使用方法やデータの入力方法を説明し
た「ヘルプ」レイアウトを作成します。レイアウトを作成したら、
ヘルプシステムを表示するソリューションのメインファイルにス
クリプトを作成します。 カスタムメニュー機能を使用して、作成
したスクリプトを [ヘルプ] メニューのコマンドとして利用できる
ようにします。 カスタム [ヘルプ] メニューを Mac OS で表示する
には、空のメニューで作成する必要があります。25ページの「カ
スタムメニューの作成と編集」を参照してください。

「情報（「About」スクリーン）」レイアウトの例
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印刷版ドキュメントの追加
ユーザがソリューションファイルを開けない場合に備えて、オン
ラインヘルプシステムだけでなく、データベースソリューション
のインストール方法や使用方法を簡潔に説明する印刷版のドキュ
メントを含める必要があります。

印刷版ドキュメントに記載するべき項目は次のとおりです。 

1 バンドルされたソリューションのインストール方法
1 カスタムファイルのインストール方法
1 新しいソリューションファイルへのアップグレード方法
1 ヘルプシステムの使用方法
1 データベースソリューションの起動方法（82ページの「ランタ
イムデータベースソリューションの起動」を参照してください）

1 ファイルが損傷した場合の処置（82ページの「損傷ファイルの
修復」を参照してください）

1 テクニカルサポートへの問い合わせ方法

さらに、次の項目も含めることをお勧めします。

1 ソリューションファイル（ランタイムアプリケーションを除く）
の名前を変更しないこと、および、変更するとソリューションを
実行できなくなくなる可能性があることをユーザに通知します。

1 データを定期的にバックアップすることをユーザに勧めます。
このプロセスは、ソリューションファイルのコピーを保存する
スクリプトを含めることによって部分的に自動化できます。詳
細については、ヘルプを参照してください。

重要 ランタイムデータベースソリューションが損傷した場合
に、印刷版のドキュメントまたはテキストファイルに記載された
テクニカルサポートの電子メールアドレスや電話番号にユーザが
アクセスできることを確認します。これは、データベースファイル
が損傷すると、ソリューションの「情報（「About」スクリーン）」
レイアウトにアクセスして連絡先を確認できなくなる可能性があ
るためです。

単一の「ヘルプ」レイアウトが含まれるキオスクモード表示の例

独立したヘルプウインドウが含まれるランタイムソリューションの例
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開発者としての責任
FileMaker では、ファイルの修復に関する所定の手続きを設定して
います。ユーザがこれらの手続きに準拠している場合、FileMaker
は、ユーザに修復ファイルを提供することがあります。

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

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

2. データベースのどのレイアウトからでもアクセス可能な「情報
（「About」スクリーン）」レイアウトが、ランタイムデータベース
ソリューションの全ファイルに含まれている必要があります。 
83ページの「「情報（「About」スクリーン）」レイアウトの作
成」を参照してください。

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

4. 「情報（「About」スクリーン）」レイアウトに次の項目が含まれ
ている必要があります。
1 ソリューション名
1 会社名と連絡先情報
サポートポリシー（例：テクニカルサポート方法と対応時間）

5. 「情報（「About」スクリーン）」レイアウトには次の警告メッ
セージを表示する必要があります。
"注意：このソリューションには、上記製の作者用にパスワード
が設定されています。"

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

"警告：このファイルはカスタマイズできません。このデータ
ベースソリューションのカスタマイズに関する情報について
は、上記ソリューションデベロッパにお問い合わせください。”

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

ユーザとの間に問題がある場合、直接そのユーザと問題を解決す
る必要があります。FileMaker では、そのような問題を解決できま
せん。また解決を試みることもありません。

ソリューション作成前後のテスト
Developer ユーティリティを使ってデータベースソリューション
をカスタマイズする前とその後に、データベースソリューション
のすべての機能を確認する必要があります。 

カスタムデータベースソリューションの品質を保つには、次の作
業を行います。

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

1 ランタイムアプリケーションでは非表示または無効になる
FileMaker Pro の標準機能が、ランタイムデータベースソリュー
ションで使用されていないことを確認します。89ページの
「ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較」を
参照してください。
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1 すべてのスクリプトとボタンが正しく動作することを確認し
ます。これは、ソリューションをキオスクモードで表示する場
合、特に重要です。17ページの「キオスクモードについて」を
参照してください。

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

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

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

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

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

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

1 パスワードを割り当てる場合、または完全アクセス権を完全に
削除する場合は、すべてのアクセスレベルをテストします。設
定されているアクセスレベルをユーザに通知する「情報
（「About」スクリーン）」レイアウトがデータベースソリュー
ションに含まれることを確認します。83ページの「「情報
（「About」スクリーン）」レイアウトの作成」および 86ページ
の「開発者としての責任」を参照してください。

重要 完全アクセス権を完全に削除する場合は、特にランタイム
ソリューションとしてバインドする前のデータベースソリュー
ションファイルを保持しておく必要があります。77ページの「デー
タベースからの完全アクセス権の削除」を参照してください。

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

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

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

更新されたメインファイルを頒布するには、次の操作を行います。 

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

2. メインファイルを変更します。
3. 必要な場合は、インポートスクリプトを作成してエンドユーザ
が既存のデータを新規メインファイルにインポートできるよ
うにします。
77ページの「アップグレードされたランタイムソリューション
へのデータのインポート」を参照してください。

4. ランタイムデータベースソリューションのフォルダ内の古い
メインファイルと交換することを促す指示を付けて、新規メ
インファイルのコピーをエンドユーザに送ります。
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新規関連ファイルまたは更新された関連ファイルを頒布するに
は、次の操作を行います。 

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

2. 必要な場合は、インポートスクリプトを作成してエンドユーザ
が既存のデータを新規ファイルにインポートできるようにし
ます。 
77ページの「アップグレードされたランタイムソリューション
へのデータのインポート」を参照してください。

3. Developerユーティリティを使用してランタイムデータベース
ソリューション中のすべてのファイルを再バインドし、新規関
連ファイルまたは更新された関連ファイルを含めます。
メインファイルに使用したのと同じバインドキーを使用しま
す。バインドキーでは大文字と小文字が区別されることに注意
してください。72ページの「ランタイムデータベースソリュー
ションへのデータベースのバインド」を参照してください。

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

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



付録 A

ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較

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

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

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

デザイン機能には、[データベースの定義]、[値一覧の定義]、
[ファイル参照を定義]、および [アカウントとアクセス権の定義]
の各ダイアログボックス、レイアウトモード、および
ScriptMaker が含まれます。

1 FileMaker Pro Advanced で作成されたカスタム関数およびカス
タムメニューは、ランタイムアプリケーションで動作します
が、ランタイムアプリケーションのユーザは、それらを変更し
たり、新しいカスタム関数またはカスタムメニューを作成した
りすることはできません。

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

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

1 ランタイムアプリケーションでは、FileMaker Pro ヘルプは使用で
きません。ただし、[ヘルプ] メニューおよび [ランタイム] メニュー
にカスタムの [ヘルプ] および [情報（「About」スクリーン）] メ
ニューコマンドを入れることができます。 

1 ランタイムアプリケーションでは、ブラウズモード、検索モー
ド、およびプレビューモードでツールバー上の一部のツールを
使用できません。

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

1 XML データフィルタは [ファイルを変換] スクリプトステップ
のオプションのように思われますが、ランタイムアプリケー
ションで、このスクリプトステップを使用して XML ファイル
を変換することはできません。

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

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

アプリケーションおよびファイルの初期
設定

ランタイムアプリケーションでは、[環境設定] ダイアログボック
スの [一般] タブ上の次のオプションは使用できません。

1 [新規データベースダイアログでテンプレートを表示する]
チェックボックス 
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1 [最近使ったファイルを表示する:] チェックボックス

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

  

ランタイムアプリケーションでは、[ファイルオプション] ダイアロ
グボックスに [開く/閉じる] および [テキスト] タブはなく、[英文ス
ペルチェック] タブしかありません（次の図を参照してください）。 

 

 

ランタイムアプリケー
ションの [一般] 環境設定
 (Mac OS X) 

ランタイムアプリ
ケーションの
[一般] 環境設定
（Windows）

FileMaker Pro の 
[ファイルオプション] 
ダイアログボックス

ランタイム
アプリケーションの 
[ファイルオプション] 
ダイアログボックス
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ツールバーの比較
ランタイムアプリケーションでは、標準ツールバー上の [新規デー
タベース] および [開く] ツール（ブラウズモード、検索モード、お
よびプレビューモード）は使用できません。 

ランタイムアプリケーションでは、カスタムヘルプスクリプトを
指定しない限り、標準ツールバー上の [ヘルプ] ツールは使用でき
ません。 

ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro のテキスト書式ツー
ルバーは同じです。

    

メニューコマンドの比較
次の表は、FileMaker Proおよびランタイムアプリケーションで使
用可能なメニューコマンドを示します（表の「Pro」は FileMaker
Pro を、「RT」はランタイムアプリケーションを示します）。

注意 スクリプトまたはスクリプトステップに基づくカスタムメ
ニューを使用して、模倣の [開く]、[閉じる]、および [修復] メ
ニューコマンドを、ランタイムアプリケーションのメニュー項目
に追加することができます。詳細については、23ページの「メ
ニューのカスタマイズ」を参照してください。

Windows Mac OS X

[ファイル] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規データベース 1 1
開く 1 1
共有ファイルを開く 1 1
最近使ったファイルを開く 1 1
閉じる 1 1

FileMaker Pro のツールバー

ランタイムアプリケーションのツールバー

定義 1 1
ファイルオプション 1 1 1 1
パスワード変更 1 1 1 1
印刷設定 1 1
用紙設定 1 1
印刷 1 1 1 1
レコードのインポート 1 1 1 1
レコードのエクスポート 1 1 1 1
レコードの保存/送信 1 1 1 1
メールを送信 1 1 1 1
名前を付けて保存 1 1 1 1
修復 1 1 1 2

終了 1 1
1  Ctrl+Shift を押します。
2  Option+2 を押します。

Windows Mac OS X

[編集] メニューコマンド Pro RT Pro RT

元に戻す 1 1 1 1
切り取り（Windows）/カット
（Mac OS）

1 1 1 1

Windows Mac OS X

[ファイル] メニューコマンド Pro RT Pro RT
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コピー 1 1 1 1
貼り付け（Windows）/ペースト
（Mac OS）

1 1 1 1

特殊貼り付け 1 1
消去 1 1 1 1
すべてを選択 1 1 1 1
検索/置換 1 1 1 1
英文スペルチェック 1 1 1 1
オブジェクト 1 1
フィールド内容のエクスポート 1 1 1 1
共有設定 1
環境設定 1 1  

Windows Mac OS X

[表示] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ブラウズモード 1 1 1 1
検索モード 1 1 1 1
レイアウトモード 1 1
プレビューモード 1 1 1 1
レイアウト切り替え 1 1 1 1
フォーム形式 1 1 1 1
リスト形式 1 1 1 1
表形式 1 1 1 1
ツールバー 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[編集] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ステータスバー 1 1
ステータスエリア 1 1 1 1
テキスト定規 1 1 1 1
拡大表示 1 1 1 1
縮小表示 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[挿入] メニューコマンド Pro RT Pro RT

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

Windows Mac OS X

[書式] メニューコマンド Pro RT Pro RT

フォント 1 1 1 1
サイズ 1 1 1 1
スタイル 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[表示] メニューコマンド Pro RT Pro RT
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テキスト配置 1 1 1 1
行間 1 1 1 1
文字色 1 1 1 1
文字 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[レコード] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規レコード 1 1 1 1
レコード複製 1 1 1 1
レコード削除 1 1 1 1
全レコード削除 1 1 1 1
レコード へ移動 1 1 1 1
全レコードを表示 1 1 1 1
対象外のみを表示 1 1 1 1
レコードを対象外に 1 1 1 1
複数レコードを対象外に 1 1 1 1
検索条件を変更 1 1 1 1
レコードのソート 1 1 1 1
ソート解除 1 1 1 1
フィールド内容の全置換 1 1 1 1
フィールド内容の
再ルックアップ

1 1 1 1

レコード復帰 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[書式] メニューコマンド Pro RT Pro RT

[検索条件] メニューコマンド Windows Mac OS X

 （検索モード） Pro RT Pro RT

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

Windows Mac OS X

[スクリプト] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ScriptMaker 1 1
<スクリプト名> 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[ウインドウ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規ウインドウ 1 1 1 1
ウインドウを表示 1 1 1 1
ウインドウを隠す 1 1 1 1
ウインドウを最小化 1 1 1 1
上下に並べて表示 1 1 1 1
左右に並べて表示 1 1 1 1
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1 アプリケーションメニューコマンド表を参照してください。

無視されるスクリプトステップ

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

1 データベースを定義
1 値一覧を定義
1 ファイル参照を定義
1 共有設定を開く
1 ScriptMaker を開く

重ねて表示 1 1 1 1
アイコンの整列 1 1
すべてを手前に移動 1 1
<開いているファイルの名前> 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[ヘルプ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

FileMaker Pro ヘルプ 1 1
キーボードショートカット 1 1
FileMaker Web ページ 1 1
ダウンロードと更新 1 1
ユーザ登録 1 1
FileMaker Pro について 1  1

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

1 1

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

1 1

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

1 1

Windows Mac OS X

[ウインドウ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

（Mac OS X のみ）

アプリケーションメニューコマンド Pro RT

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

1

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

1

共有設定 1
環境設定 1 1
サービス 1 1
FileMaker Pro を隠す 1
<ランタイムソリューション> を隠す 1
ほかを隠す 1 1
すべてを表示 1 1
FileMaker Pro を終了 1
<ランタイムソリューション> を終了 1
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1 ヘルプを表示（バインド時に指定されたカスタムヘルプスクリ
プトを実行します）

1 マルチユーザ設定
1 新規作成
1 ファイルオプションを開く（一部使用可能。[英文スペルチェッ
ク] タブが開きます）

1 共有ファイルを開く
1 SQL を実行

1 レコードを PDF として保存

1 スクリプト実行（指定されたファイルがランタイムアプリケー
ションにバインドされていない場合）

1 ファイルを開く（指定されたファイルがランタイムアプリケー
ションにバインドされていない場合）

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

FileMaker Pro は、レジストリ設定を次の場所に保存します。
HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥FileMaker Pro¥8.0

FileMaker Pro Advanced は、レジストリ設定を次の場所に保存し
ます。 

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥FileMaker Pro¥8.0A

ランタイムアプリケーションは、レジストリ設定を次の場所に保
存します。

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥<ソリューション名>¥8.0

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

Mac OS X の環境設定

FileMaker Pro は、環境設定を「FileMaker Preferences」フォルダ内
の「FileMaker Pro 8.0 Prefs」ファイルに保存します。
FileMaker Pro Advanced は、環境設定を「FileMaker Preferences」フォ
ルダ内の「FileMaker Pro 8.0A Prefs」ファイルに保存します。ラン
タイムアプリケーションは、環境設定を「FileMaker Preferences」
フォルダ内の「<ソリューション名> 8 Prefs」ファイルに保存し
ます。
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英数字
１データベースファイルに複数の
テーブル 67, 71

A
Apple Computer, Inc. 53, 75
Apple Xcode 48

ASCII 文字
スタイル名 42
プラグイン ID 53

C
C/C++ 47

「Contents」フォルダ（Mac OS X） 79

D

DDR。データベースデザインレポートの
ドキュメント化を参照

Developer ユーティリティ 67
設定の保存 76

Developer ユーティリティの設定の保存 76

「Dictionaries」フォルダ 80
Do_PluginInit 関数 55
Dynamic Link Library（DLL） 79, 80

E

Extensible Markup Language（XML）
XML を参照

「Extensions」フォルダ 79
プラグインの場所 49

F
FileMaker Developer

FileMaker Pro Advanced を参照
FileMaker Developer

FileMaker Pro Advanced を参照
FileMaker Pro Advanced
旧バージョンからのアップグレード 76
新機能 8
製品の概要 7
ソフトウェアライセンス 10
ドキュメント 8

FileMaker Pro、使用可能なメニュー 91
FileMaker Server 47, 81, 89

FMExample プラグイン 50
fmplugin ファイル拡張子 49
fmx ファイル拡張子 49

H
Help
ランタイムアプリケーションで使用可能
なメニューコマンド 94
ランタイムアプリケーションの
ツールバー上のツール 91

HTML 形式のデータベースデザイン
レポート 63

I

Import.log ファイル 13, 14
InstallShield 81

J

JDBC、FileMaker 製品との使用 9

M
Mac OS X
クリエータコード 75
保存された環境設定 95
ランタイムアプリケーション
パッケージ 79
リソース競合 56

Microsoft Visual Studio .NET 48
Microsoft Windows
保存されたレジストリ設定 95
ランタイムアプリケーション
コンポーネント 80

MindVision Installer VISE 81

O

ODBC、FileMaker 製品との使用 9

S

[ScriptMaker...] コマンド
FileMaker Pro Advanced に
アクセス不可能 78
ランタイムアプリケーションでは
使用不可能 89

[ScriptMaker を開く ] スクリプト
ステップ 94

SDK 76

[SQL を実行 ] スクリプトステップ 95
StuffIt 81

T

TechInfo データベース 10

W

Web 対応色 42, 45
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Web ブラウザユーザ 9
WinZip for Windows 81

X
XML

XML 1.0 仕様 37
XML ドキュメント処理命令 37
エディタ 35
形式のデータベースデザイン
レポート 63
文字エンティティ 38
レイアウトスタイルのドキュメント 35

あ
アカウントとアクセス権 77, 86

アクセスキー、カスタムメニュー 24, 28, 29

アクセス権 69, 86

アクセス権、拡張 77

アクセス権セット 13, 14, 17, 25, 29, 59, 62, 
77

[値一覧を定義 ] スクリプトステップ 94

アポストロフィ（'）文字エンティティ 38

アンパサンド（&）文字エンティティ 38

い
[印刷 ] スクリプトステップ 19

インストールキー
ライセンスキーを参照
インストールするには 10

インストール手順 9
ランタイムデータベースユーザ 82

インターネット
データベース 9
ランタイムアプリケーション 73

インターフェース要素のエミュレート 19

インポート
コピーも参照
テーブル 13
レコード 77

引用符（"）文字エンティティ 38

う
[ウインドウの移動 /サイズ変更 ] スクリプト
ステップ 19

[ウインドウのスクロール ] スクリプト
ステップ 19

[ウインドウの調整 ] スクリプト
ステップ 19, 60

え
エミュレート、インターフェース要素 19

エラーログ 70

お
オプションストリング構文（プラグイン） 53

か
外部関数 47

外部関数プラグイン 47
FileMaker Pro によって送信される
メッセージ 54
ドキュメント作成 57
プラグイン ID 53
有効化 49
ランタイムアプリケーション 89

拡張アクセス権 77

拡張子、ファイル名
ファイル拡張子を参照
カスタマサポート

FileMaker Pro Advanced 用 9
ランタイムソリューション 83

カスタム関数 14
削除 16
作成 15
名前を付ける 15
表示の無効 15
複製 16
編集 16

カスタムメニュー
アクセスキー 24, 28, 29
インストール 32
概要 23
機能への影響 24
作成 25
サンプル 23
ツールバー 29
テスト 33
ドキュメント作成 24
編集 25
メニュー項目 27
メニューセット 30, 32
用語 24
ランタイムソリューション用
情報メニュー 34
ランタイムソリューション用
スクリプトメニュー 34
ランタイムソリューション用
ヘルプメニュー 34

カスタムメニューのインストール 32

画面ヒント
ポップアップヘルプを参照
カラーパレット 45
[環境設定を開く ] スクリプトステップ 19

関数
外部 47
カスタム 14

完全アクセス権
カスタム関数 15
カスタムメニュー 25
データベースデザインレポート 63
ファイルからの削除 77

管理アカウント
ファイルから削除 77
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関連ファイル
アイコンをダブルクリックしたときの
問題 82
更新 88
開く 70

き
キー、バインド 75

キーボードショートカット
ショートカットを参照
キオスクモード 17
データベースウインドウを中央に
配置 19
データベースの準備 17
ファイルを閉じる 17
ヘルプ画面の例 84
有効化 18

キオスクモードでのナビゲート 17

起動スクリプト
カスタムレイアウトを表示する 73

旧バージョンのファイルの変換 68, 76
[共有設定を開く ] スクリプトステップ 94
[共有ファイルを開く ] スクリプト
ステップ 95

く
区切り線、メニュー項目 27

クリエータコード 75

クロスプラットフォームソリューション 72

け
言語リソースフォルダ、ランタイム
データベース（Windows） 80

[検索モードに切り替え ] スクリプト
ステップ 19

検索モード、ランタイム
アプリケーション 89

こ
更新ファイル、頒布 87

構造、データベース 63

後部小計レイアウトパート 39

後部総計レイアウトパート 39

コピー
スクリプト 12
スクリプトステップ 12
テーブル 13
フィールド 12

コマンド、メニュー
アクセスの削除 77
カスタマイズ 23
ランタイムアプリケーションで
使用可能 91

さ
サイズ
ソリューション 80
データベースファイル 65

サブメニュー 24, 27

参照、ファイル 71

し
式、監視 61

辞書 71
削除 81

修復、損傷ランタイムファイル 83

「情報（「About スクリーン」）」レイアウト 10
作成 84
必要な内容 86

「情報（「About スクリーン」）」レイアウトの
必要条件 86

ショートカット
カスタマイズ 28
カスタムメニュー 29, 30
スクリプトデバッガ 59
定義 24
メニュー項目 28

[新規作成 ] スクリプトステップ 95
[新規データベース ] ツール 91

新規レイアウト /レポートアシスタント 35, 37

す
[ズームの設定 ] スクリプトステップ 19

スキーマ、データベース 63

スクリプト
キオスクモードでのナビゲート 17
コピー 12
[情報（「About スクリーン」）] および 

[ヘルプ ] コマンドへの付加 83
デバッグ 59
メニューセットの変更 33
メニューとウインドウコントロールの
エミュレート 19
ランタイムアプリケーションによって
無視されるステップ 94
ランタイムデータベースを開く 70

[スクリプト一時停止 /続行 ] スクリプト
ステップ 17

[スクリプト実行 ] スクリプトステップ 95

スクリプトステップの無効化 62

スクリプトステップ、無効化 62

スクリプトデバッガ 59
サブスクリプトの表示 61
実行に必要なアクセス権 59
スクリプトステップの無視 60
デバッグモードでのスクリプトの実行 59
ボタンとコマンド 60

[スクリプト ] メニュー
ランタイムアプリケーションで
使用可能なコマンド 93

スタイル
レイアウトスタイルを参照
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[ステータスエリアの表示切り替え ] 
スクリプトステップ 19

ステータスバーヘルプ（Windows） 83

せ
設定ファイル 76

前部小計レイアウトパート 39

前部総計レイアウトパート 39

そ
ソフトウェアライセンス 10

ソリューション　ランタイムデータベース
ソリューションを参照
損傷ランタイムファイルの修復 83

た
タイトルフッタレイアウトパート 39

タイトルヘッダレイアウトパート 39

タッチスクリーン、キオスクモード 17

断片化したファイル 65

つ
ツールバー

FileMaker Pro 91
カスタムメニュー 29
ランタイムアプリケーション 91

て
データビューア 61

データベース構造、再作成 63

データベーススキーマ 63

データベースデザインレポート 63

データベースの統計 63

[データベースを定義 ] スクリプト
ステップ 94

テーブル、データベース
１ファイルに複数 67
データベースデザインレポートから
除外 63

テキストエディタ 35

テクニカルサポート
FileMaker Pro Advanced 用 9
ランタイムソリューション 10, 83

テスト
カスタムメニュー 33
データベースソリューション 86

デバッグ
トラブルシューティングを参照

と
統計、データベース 63

登録
FileMaker Pro Advanced 9
プラグイン ID 53

登録済みのプラグインの変更 57

ドキュメントアイコンを元に戻す
（Windows） 75

ドキュメント化
データベースデザインレポート 63

ドキュメント作成
外部関数プラグイン 57
カスタムメニュー 24
データベースソリューション 83, 85
ランタイムデータベースの
インストール 83

トラブルシューティング
カスタムメニュー 33
計算式 61
スクリプトデバッガ 59
データベースデザインレポートの
使用 64
フィールド 61
変数 61

な
名前変更
ファイル 69

は
パート、レイアウト 39

バインド 72
クロスプラットフォーム
ソリューション 72, 75

バインドキー
ランタイムデータベースソリューション
の更新 87
ランタイムデータベースソリューション
の設定 75

パスワード 74, 84
「情報（「About スクリーン」）」レイアウト
で必要な警告 86

パス、ファイル 71

パターンパレット 44
[パッケージの内容を表示 ] コマンド
（Mac OS X） 79

パッケージ、ランタイムアプリケーション
（Mac OS X） 79

パフォーマンス、向上 64

ひ
必要条件、ランタイムデータベース
ソリューション 81

表示時間、スプラッシュスクリーン 74

開く
FileMaker Pro および FileMaker Pro 

Advanced でランタイムデータベースを
開く 74, 75
ランタイムアプリケーション中の
ファイル 70, 72

[開く ] ツール 91
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ふ
ファイル

Developer ユーティリティ用に指定 68
キオスクモードで閉じる 17
最小化 64
最適化 65
損傷ファイルの修復 83
名前変更 69
名前を付ける 74
変換 68, 76
ランタイムの圧縮 81

[ファイルオプションを開く ] スクリプト
ステップ 95

ファイル拡張子
データベースファイル用 70
プラグイン 49
ランタイムアプリケーションによる
登録 82
ランタイムデータベース 74
レジストリの競合（Windows） 75

ファイル拡張子 sav 76

ファイル参照 71
[ファイル参照を定義 ] スクリプト
ステップ 94

ファイルの最小化 65

ファイルの最適化 65

ファイルの断片化解消 65
[ファイルのメンテナンス ] 機能 64

[ファイルの最小化 ] オプション 64
[ファイルの最適化 ] オプション 64, 65

[ファイルを開く ] スクリプトステップ 95

フィールド、監視 61

フォルダの構造
サンプルプラグイン 48
ソリューション 71, 79

フォント 35, 42
ユーザのシステムにないフォント 79

複数のデータベースファイル 68

フッタレイアウトパート 39

[ブラウズモードに切り替え ] スクリプト
ステップ 17, 19

ブラウズモード、ランタイム
アプリケーション 89

プラグイン
Apple への登録 53
FileMaker への登録 47, 57
ID 53, 57
Web 公開プラグインのインストール 49
インストール 49
関数名の接頭語 54
サンプルプロジェクト 47
準備 47
設定 49, 53, 56
登録の変更 57
必須オプションストリング構文 53
ランタイムアプリケーション 89
リソース ID の競合（Mac OS X） 56

プラグインに送信される 
GetString メッセージ 56

プラグインに送信されるアイドル
メッセージ 55

プラグインに送信される外部関数 56

プラグインに送信されるシャットダウン
メッセージ 55

プラグインに送信される初期化
メッセージ 54

プラグインに送信される初期設定
メッセージ 56

プラグインの設定 53

ブレークポイント、スクリプト 60

プレビューモード
スクリプトステップ 17
ランタイムアプリケーション 89

[プレビューモードに切り替え ] スクリプト
ステップ 19

プロジェクトフォルダ 74
および Developer ユーティリティ 70

へ
ページの余白 71

ヘッダレイアウトパート 39

ヘルプ
カスタムメニュー 30
タグ。ポップアップヘルプを参照
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