
FileMaker Pro 9 および FileMaker Pro 9 Advanced の
ネットワークインストールセットアップ

このマニュアルでは、WindowsまたはMac OS上に FileMaker®  

Pro 9ソフトウェアおよび FileMaker Pro 9 Advanced ソフトウェ      
アをネットワーク経由でインストールするための設定方法を説
明しています。
CD には、Windows または Mac OS 用の FileMaker 製品のインス       
トーラが含まれています。 このソフトウェアの使用については、 
ライセンス契約書の条件が適用されます。

インストールを始める前に

インストールを設定する前に、次の操作を行います。
1. ライセンス契約書に付属するライセンスキーを確認します。
ライセンスキーは 35 桁の英数字で、CD ケースに記載されて   
います。 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。
重要   ライセンスキーは所属する組織用にカスタマイズされ   
ています。 ソフトウェアをインストールするときは、 ライセ  
ンス契約書（Proof of License）に記載されている組織名を正  
確に入力してください。 組織名は契約書に記載されていると 
おりに大文字を使用する必要があります。

2. ユーザが FileMaker 製品をインストールする際にライセンスキー  
と他の登録情報を入力する方法を決めます。 この情報を入力する 
方法は次の２つです。
1 設定支援インストールをセットアップできます。この
方法では、「Assisted Install.txt」という名前の登録ファ 
イルを使用してインストーラに情報を提供し、
FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced のすべ        
てのネットワークインストールを標準化することがで
きます。 この方法を使用すると、インストールをカスタ 
マイズすることができ、ライセンスキーの提示や管理
を行う必要がなくなります（FileMaker では、この方法 
をお勧めします）。

1 FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced をコン        
ピュータにインストールするときに名前とライセンス
キーを入力して、ソフトウェアを登録できます。

重要   FileMaker Proをインストールするには、管理者権限が    
必要です。

PDF 形式のマニュアルの場所
FileMaker には、FileMaker 製品に関する次の電子マニュアルが  
PDF 形式で用意されています。
1 「お読みください」ファイル
1 インストールおよび新機能ガイド
1 ユーザーズガイド
1 チュートリアル
1 Starter Solutions のカスタマイズ
1 デベロップメントガイド（FileMaker Pro Advanced のみ）
1 インスタントWeb 公開ガイド
1 ODBC と JDBCガイド

注意   PDF 形式のマニュアルは Adobe® Reader® で開くこと       
ができます。Adobe Reader は www.adobe.co.jp からダウン    
ロードできます。

PDF マニュアルは、製品 CD に付属しています。 また、次の方法    
で電子マニュアルにアクセスすることもできます。
1 FileMaker Pro で、[ヘルプ] メニュー の [製品マニュアル] サブメ      
ニューから希望するマニュアルを選択します。

1 [FileMaker クイックスタート] 画面で、[詳細...] ボタンをクリック   
してから、希望するマニュアルを選択します。

1 www.filemaker.co.jp/downloads にアクセスします。

製品または単一のコピーのインストールの詳細については、『イ
ンストールおよび新機能ガイド』を参照してください。

設定支援インストールについて
設定支援インストールを使用すると、複数のコンピュータを利
用する環境において、FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9      
Advanced のインストールが容易になります。 汎用のユーザ名、  
所属名、ライセンスキー、およびさまざまなインストールオプ
ションなどの必要な情報を登録ファイルに入力しておき、その
ファイルをネットワークで利用できるようにします。 このファ 
イルは、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced を組織のコ      
ンピュータにインストールするために、FileMaker インストーラ 
によって使用されます。
Windows の場合は、インストール画面が表示されないサイレン 
トインストールをセットアップすることもできます。 詳細につ 
いては、3 ページの「設定支援サイレントインストールについて 
（Windows）」を参照してください。

登録ファイルを編集して、登録ファイルと FileMaker のインス  
トールファイルをネットワークで利用できるようにすると、
ユーザは次の方法で設定支援インストールを実行することがで
きます。
1 インストールファイルが保存されているボリュームをマウント
する

1 適切なインストーラファイルをダブルクリックする
1 Windows: Setup.exe

1 Mac OS: FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced

Windows の場合、 FileMaker Pro 7 よりも前のバージョンでは、登     
録ファイルの名前は、「FileMaker Pro x.PDF」でした。 このファ   
イルは引き続き存在しており、設定支援インストールに必要で
すが、このファイルは編集しません。 このファイルは Microsoft  
SMS で使用されます。

設定支援インストールのセットアップ

FileMaker 製品を Windows および Mac OS にインストールするた      
めにネットワークボリュームをセットアップするには、次のセ
クションの手順に従ってください。
注意   インストールファイルをネットワークボリュームに   
コピーするのではなく、ネットワークで CD を共有した場合  
は、次のような制限があります。



2     FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のネットワークインストールセットアップ

1 インストーラは１つしか利用できません。つまり、CD
を実行しているコンピュータのプラットフォームでの
みインストーラは使用できます。

1 登録ファイルを使用することはできません。 前のセク 
ションの「設定支援インストールについて」を参照し
てください。

ネットワークボリュームへのインストール 
ファイルのコピー
FileMaker インストールファイルをネットワークで利用できる 
ようにするには、次の操作を行います。
1. インストールファイルを配置するネットワークボリューム上に、

FileMaker 製品のインストーラのファイルを格納するフォルダを作 
成します。

2. インストール CD で次のファイルを検索して、ネットワークボ  
リューム上に作成したフォルダにコピーします。
1 Windows: 登録ファイル「Assisted Install.txt」およびその  
他の必要なインストールファイルが保存されている
「Files」フォルダ

1 Mac OS:  FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced          
のインストーラアプリケーション、および CD のルート  
レベルにある登録ファイル「Assisted Install.txt」

3. 登録ファイルを使用するには、次のセクションに進みます。
登録ファイルを使用しない場合は、以上で作業は完了です。

登録ファイルのカスタマイズ
登録ファイルをカスタマイズするには、次の操作を行います。
1. メモ帳（Windows）やテキストエディット（Mac OS）などのテキ 
ストエディタを使用して、ネットワークボリューム上にある
「Assisted Install.txt」ファイルを開きます。
注意   「Assisted Install.txt」ファイルはクロスプラット    
フ ォ ー ム で は あ り ま せ ん。FileMaker Pro 9 ま た は   
FileMaker Pro 9 Advanced を Windows システムと Mac OS        
システムの両方にインストールする場合は、各プラット
フォームのインストーラに対して「Assisted Install.txt」ファ 
イルを用意する必要があります。

2. 必要に応じて以下の設定を変更します。
注意   変数の設定の大文字と小文字は区別されません。 

目的 実行方法

すべてのインストール
で使用するユーザ名を
入力する

Name= の後に名前を入力します。
この属性を空白のままにすると、インストーラに
より、Windows を登録する際に使用された名前
（Windows）またはアカウントのユーザ名
（Mac OS）が使用されます。

すべてのインストール
で使用する所属名を入
力する

Windows: Organization= の後に所属名を入力しま
す。この変数を空白のままにすると、インストー
ラにより、Windows を登録する際に使用された所
属名が使用されます。
Mac OS:  Company= の後に所属を入力します。
Organization= または Company= の変数を指定する場
合は、ライセンス契約書（Proof of License）に記載
されているとおりの組織名を正確に入力してくださ
い。 組織名は契約書に記載されているとおりに大文
字を使用する必要があります。

すべてのインストール
で使用する有効なライ
センスキーを入力する

License Key= の後にライセンスキーを入力します。
ライセンスキーの詳細については、1 ページの
「インストールを始める前に」を参照してくださ
い。

ユーザによる新規デー
タベースの作成を禁止
または許可する

Admin_NoNewDatabases= の後に次のいずれかを入
力します。
1 1 - ユーザによるデータベース作成を禁止しま
す。

1 0 - ユーザによるデータベース作成を許可しま
す。

詳細については、3 ページの「新規データベース
作成の制限」を参照してください。

Windows: デスクトップ
とクイック起動ツール
バーに FileMaker 製品の
ショートカットを作成
する
Mac OS:  Dock に 
FileMaker 製品のエイリ
アスを作成する

Shortcuts=（Windows）または Alias=（Mac OS）の
後に次のいずれかを入力します。
1 1  - ショートカットまたはエイリアスを作成し
ます。

1 0 - ショートカットまたはエイリアスを作成し
ません。

詳細については、この表の末尾の注意を参照して
ください。

オンライン登録オプ
ションを示すダイアロ
グボックスを表示また
は非表示にする

Registration= の後に次のいずれかを入力します。
1 0  - ユーザ登録のダイアログボックスを非表示
にします。 FileMaker 製品により、登録情報の入
力を求めるメッセージは表示されません。

1 1 - ユーザ登録のダイアログボックスを表示し
ます。

Windows: インストール
する FileMaker 製品の言
語バージョンを指定す
る。 この設定は、 ユーザ
が設定支援サイレント
インストールを使用す
る場合にのみ動作しま
す。 3 ページの「設定支
援サイレントインス
トールについて
（Windows）」 を参照して
ください。

 
Language= の後に言語の名前を入力します。
有効なエントリは、 Dutch、English、French、
German、Italian、Japanese、SimplifiedChinese、
Spanish、Swedish、または TraditionalChinese です。 
 
Mac OS:  「Assisted Install.txt」ファイルに言語設定
を指定しません。 FileMaker インストーラはオペ
レーティングシステムの現在の言語設定を使用し
ます。

Windows: すべてのユー
ザが FileMaker 製品を利
用できるか、それとも
現在のユーザのみが利
用できるかを指定する

ApplicationUsers= の後に次のいずれかを入力します。
1 AllUsers - このコンピュータにログインするす
べてのユーザが FileMaker 製品を利用できるよ
うにします。

1 OnlyCurrentUser - インストール時にログオンし
たユーザアカウントのみが FileMaker 製品を使
用できるようにします。

登録情報のダイアログ
ボックスを表示または
非表示にする

SkipDialog= の後に次のいずれかを入力します。
1 1  - 登録情報のダイアログボックスを非表示に
します。 ユーザは、インストール時に名前と所
属の情報を入力する必要はありません。また、
ライセンスキーを確認する必要もありません 
（入力したキーが無効な場合は、登録情報のダ
イアログボックスが表示されます）。

1 0 - インストール時に登録情報のダイアログ
ボックスを表示します。

詳細については、この表の末尾の注意を参照して
ください。

目的 実行方法



FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced のネットワークインストールセットアップ     3           

注意   SkipDialog および Shortcuts/Alias 変数は、インストー      
ラがユーザにショートカット（Windows）またはエイリアス
（Mac OS）の作成を要求するプロンプトを表示するかどうか 
を決定します。

3. 「Assisted Install.txt」ファイルに加えた変更をテキストとして保存し 
ます。
1 Windows: インストール時に「Assisted Install.txt」および  
「Setup.exe」が「Files」フォルダに存在している必要が
あります。

1 Mac OS:インストール時に「Assisted Install.txt」が File   
Maker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced のインス        
トーラアプリケーションと同じフォルダに存在してい
る必要があります。

新規データベース作成の制限

登録ファイルを使用する場合、ユーザに対して、新規データベー
スの作成を制限するオプション（Admin_NoNewDatabases）を設
定することができます。 このオプションが設定されている場合、 
ユーザが次のいずれかの操作を実行しようとすると、FileMaker
製品により警告メッセージが表示されます。
1 [ファイル] メニュー から [新規データベース...] を選択する。
1 ツールバーの [新規データベース] ボタンをクリックする。
1 FileMaker Pro ファイルとしてエクスポートする。
1 [ファイル] メニュー から [名前を付けて保存...] を選択する。
1 [新規データベース] ダイアログボックスを開く。
1 FileMaker Pro ファイルを修復する。
1 [ファイル] メニュー から [開く...] を選択して、タブ区切りテキス    
トなどのファイルフォーマットを新しい FileMaker Pro ファイル   
に変換する。

1 Apple Event を実行して、ファイルを別のフォーマットで開く。
1 Apple Event の do menu コマンドを実行して、ファイルを作成す     
る。

1 上記の操作を行うスクリプトを実行する。
1 上記の操作を行うカスタムメニュー項目を選択する。

新 規 デ ー タ ベ ー ス の 作 成 を 有 効 に す る に は、
Admin_NoNewDatabases オプションを解除して FileMaker ソフト   
ウェアを再インストールする必要があります。

ユーザによる設定支援インストールの実行方法
FileMaker 製品をインストールするには、インストールファイル 
が保存されているボリュームをマウントして、「Setup.exe」
（Windows）、または FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9       

Advanced のインストーラアプリケーション（Mac OS）をダブル  
クリックするよう、ユーザに指示する必要があります。
Windows XP または Windows Vista にインストールする場合は、     
ファイルを開く場合のセキュリティ警告ダイアログボックスが
表示されます。 インストールを続行するには [実行] をクリック   
するようにユーザに指示します。
「Assisted Install.txt」がインストーラと同じフォルダに存在する 
場合は、インストール時にそのファイルの情報がインストーラ
によって使用されます。 このファイルが存在しないか、または不 
完全な場合は、必要な情報をユーザが入力する必要があります。
注意

1 Mac OS では、FileMaker 製品は、インストーラにより、自動的に   
現在の Mac OS システムの言語と同じ言語を使用するようにイ   
ンストールされます。 別の言語で FileMaker 製品をインストール   
するユーザは、FileMaker 製品をインストールする前に、[言語環 
境] システム環境設定を使用して Mac OS の言語を変更しておく    
必要があります。

1 FileMaker Pro をインストールするには、管理者権限が必要です。

設定支援サイレントインストールについて
（Windows）
サイレントインストール中は、ユーザによる FileMaker インス  
トーラの対話は最小限に抑えられます。 必要なインストール情 
報は登録ファイル「Assisted Install.txt」から読み取られ、インス 
トール画面は表示されません。

サイレントインストールを実行する方法は２つあります。 ユー 
ザは次の方法でインストールを行うことができます。
1 マウントされたボリューム上にある「Setup.exe」ファイルをダブ
ルクリックする。 この方法では、「Setup.ini」ファイルを変更する 
必要があります。 詳細については、次のセクションを参照してく 
ださい。

1 コマンドラインでインストールコマンドと該当するオプション
を入力する。 詳細については、4 ページの「コマンド ラインを使   
用したサイレント インストールの実行（Windows）」を参照して 
ください。

サイレントインストールのための「Setup.ini」の
変更（Windows）
「Setup.ini」ファイルを次のように変更した場合、ユーザがネッ
トワークボリュームをマウントして「Setup.exe」をダブルクリッ
クすると、サイレントインストールが開始されます。
1. FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 9 Advanced のフォルダ内にある        
「Files」フォルダで、「Setup.ini」ファイルを検索します。

2. メモ帳などのテキストエディタを使用して「Setup.ini」を開きます。
3. [Startup] セクションを検索して、CmdLine= の後に次のいずれかを  
入力します。

更新の通知ダイアログ
ボックスを無効または
有効にする

DisableUpdateNotify= の後に次のいずれかを入力し
ます。
1 1 -  [更新の通知 ] ダイアログボックスを無効に
します。 ソフトウェア更新が利用可能な場合に
通知されません。 さらに、FileMaker 製品には次
の項目は表示されません。 [ヘルプ ] メニュー 
の [ダウンロードと更新 ] メニュー項目および
[一般 ]環境設定 オプション。

1 0 -  [更新の通知 ] ダイアログボックスを有効に
します。 ソフトウェア更新が利用可能な場合、
起動時に通知されます。 これはデフォルトの設
定です。

更新の通知の詳細については、『インストールお
よび新機能ガイド』を参照してください。

SkipDialog= Shortcuts/Alias= 結果

1 1 プロンプトを表示しない。 ショート
カットまたはエイリアスを作成する。

1 0 プロンプトを表示しない。 ショート
カットまたはエイリアスを作成しない。

0 1 プロンプトを表示する。

0 0 Windows: プロンプトを表示する。
Mac OS:  プロンプトを表示しない。 
ショートカットまたはエイリアスを
作成しない。

目的 実行方法

 
目的

CmdLine= の後に追加する 
オプションの指定方法

ユーザインターフェースを表示し
ないで FileMaker 製品をインストー
ルする（サイレントインストー
ル）

　CmdLine=/q
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注意   installpath には FileMaker 製品のフォルダをインストー      
ルするユーザのコンピュータ上の保存場所を入力します。 ダ 
ブルクォーテーションで囲まない限り、パスにスペースを含
めることはできません。たとえば c ドライブの「Applications」  
フォルダ内の「FileMakerPro9」フォルダにインストールする
には、次のように入力します。 

c:¥Applications¥FileMakerPro9

4. 「Setup.ini」ファイルを保存して閉じます。
5. 設定支援インストールの実行方法をユーザに指示します。 

3 ページの「ユーザによる設定支援インストールの実行方法」 
を参照してください。

コマンド ラインを使用したサイレント 
インストールの実行（Windows）
ユーザは、コマンドラインから FileMaker 製品をインストールでき  
ます。 この方法を使用する場合、インストールが成功したかどう 
かをインストーラによってユーザに通知することができます。
コマンドラインのサイレントインストールでは、管理者として
コマンドプロンプトを実行する必要があります。

管理者として実行するには、次の操作を実行します。
1. Windows では、[スタート] メニュー > [すべてのプログラム] >     

[アクセサリ] の順にクリックします。
2. [コマンドプロンプト] を右クリックしてから、[別のユーザとし 
て実行]（Windows XP）または [管理者として実行]（Windows  
Vista）を選択します。

3. Windows XP: [別のユーザとして実行] ダイアログボックスで、管理   
者のユーザ名 を選択して、パスワードを入力してから、[OK] をク  
リックします。 
Windows Vista: [管理者のコマンドプロンプト] ウィンドウで、コマ   
ンドを入力します。

次の表は、コマンドラインから設定支援インストールを実行す
る場合にユーザが使用できるオプションを示します。

注意

1 pathname にはネットワークボリューム上に作成したインストー 
ラのディレクトリの場所を入力します。

1 installpath には FileMaker 製品のフォルダをインストールする   
ユーザのコンピュータ上の保存場所を入力します。 ダブル 
クォーテーションで囲まない限り、パスにスペースを含めること
はできません。

1 インストール後に、インストーラにより再起動を求めるメッセー
ジが表示される場合があります。

インストール中に進行状況および
キャンセルボタンを表示する

　CmdLine=/qb+

FileMaker Pro 9 または FileMaker Pro 
9 Advanced をローカルコンピュー
タのデフォルト以外の場所にイン
ストールする

　CmdLine=/qb+ INSTALLDIR=installpath

 
目的

ユーザにコマンドウインドウで
の入力を指示する内容

ユーザインターフェースを表示しない
で FileMaker 製品をインストールする
（サイレントインストール）

　"pathname¥setup.exe" /s /v/qn

ユーザインターフェースを表示しない
で FileMaker 製品をアンインストール
する（サイレントアンインストール）

　"pathname¥setup.exe" /s /x /v/qn

要求に応じて FileMaker 製品をインス
トールする － 現在のユーザにアドバ
タイズする（サイレントアドバタイズ
ドインストール）

　"pathname¥setup.exe" /s /v /ju

要求に応じて FileMaker 製品をインス
トールする － 全ユーザにアドバタイ
ズする（サイレントアドバタイズドイ
ンストール）

　"pathname¥setup.exe" /s /v /jm

 
目的

CmdLine= の後に追加する 
オプションの指定方法

FileMaker 製品のインストールに成功
したかどうかを示すダイアログボック
スを表示する

　"pathname¥setup.exe" /s /v/qn+

インストール中に進行状況およびキャ
ンセルボタンを表示する

　"pathname¥setup.exe" /s /v/qb+

FileMaker Pro 9 をローカルコンピュー
タのデフォルト以外の場所にインス
トールする

　"pathname¥setup.exe" /s /v"/qb+ 
   INSTALLDIR=¥"installpath¥ 
   FileMaker Pro 9¥"" 

FileMaker Pro 9 Advanced をローカルコ
ンピュータのデフォルト以外の場所に
インストールする

　"pathname¥setup.exe" /s /v"/qb+  
   INSTALLDIR=¥"installpath¥ 
   FileMaker Pro 9 Advanced¥"" 

 
目的

ユーザにコマンドウインドウで
の入力を指示する内容
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