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第 1 章
FileMaker Pro Advanced の概要

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

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

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

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

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

1 データビューア。フィールド、変数、計算式の監視ができます。
1 コピー機能。フィールド、テーブルをコピーできます。 また、 
同じファイル内で、または異なるファイル間で、使用するテー
ブルスキーマのインポートもできます。

1 ポップアップヘルプ機能。レイアウトのカスタムポップアップ
ヘルプを作成できます。

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

1 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。

1 カスタム関数機能。ソリューション内で使用するカスタム関数
を作成します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PDF マニュアルのある場所

FileMaker マニュアルの PDF にアクセスするには

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

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

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

PDF 形式のほとんどのマニュアルは、FileMaker Pro Advanced をイ
ンストールしたフォルダ内にあります。FileMaker Pro Advanced を
デフォルトのフォルダの場所にインストールした場合、PDF 形式
のマニュアルは次の場所にあります。
1 Windows: C:¥Program Files¥FileMaker¥FileMaker Pro Advanced¥
日本語エキストラ¥マニュアル（PDF）

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

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

ランタイムソリューションのソフトウェ
アライセンスの遵守

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

1 すべてのエンドユーザにテクニカルサポートを提供する必要
があります。

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

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

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 データベースファイルをキオスクモードで表示する
1 ファイルに FileMaker Pro のファイル拡張子を付加する

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

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

1. カスタマイズするすべてのデータベースファイルを閉じます。

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

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

設定ファイルを指定できるように、ダイアログボックスが開き
ます。

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

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

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

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

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

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

10. 次のいずれかの操作を行います。

1 新しい名前でデータベースファイルのコピーを作成する場
合は、[作成] をクリックします。
FileMaker Pro Advanced は、関連するファイルとスクリプトへ
の内部リンクを自動的に更新します。

1 データベースファイルをカスタマイズしたり、ファイルをバ
インドしたりするには、[ソリューションオプション] で [指定...]  
をクリックします。
[ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスが表 
示されます。

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

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

14. [作成] をクリックします。

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

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

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

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

目的 実行方法

データベースをランタイ
ムアプリケーションにバ
インドする

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

ソリューションへの管理
アクセスを完全に禁止す
る

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

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

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

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

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

ログファイルを作成し
て、処理中に検出された
エラーを記録する

[処理エラーのエラーログの作成] を選択します。 
エラーログの保存場所とファイル名を指定します。
注意

1 エラーログファイルのファイル名および場所
を指定しない場合、「Logfile.txt」というファ
イル名でプロジェクトフォルダ内に保存され
ます。

1 オプションの処理中にエラーが発生した場合
は、エラーログファイルにログが記録されま
す。 エラーが検出されたことを示すエラーメッ
セージが表示される場合もあります。
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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 ポップアップヘルプとカスタム メニュー

1 ソリューションの各ファイルで使用されるカスタムレイアウ
トスタイル

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

1 ソリューション使用時のヒントを説明するカスタムヘルプシ
ステム

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

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

ランタイムソリューションを使用する必要があるユーザにつ
いては、14 ページの「ランタイムソリューションの頒布」を参 
照してください。

以前のソリューションの変換とアップグレード
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 FileMaker Pro ランタイムデータベースソリュー    
ションを開発した場合、ソリューションをアップグレードして、
変換済みのファイルをユーザに提供することができます。以前の
ツールを使用してランタイムアプリケーションにバインドされて
いるファイルは、Developer ユーティリティを使用して再度バイン 
ドする必要があります。

バージョン 6.0 以前で作成された FileMaker Pro ファイルは、新しい     
ファイル形式に変換する必要があります。１つのファイルを変換
するか、または一度に複数のファイルを変換することができます。
ファイルの変換の詳細については、ヘルプを参照してください。

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

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

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

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

2. [ソリューションオプションの指定] ダイアログボックスで、

[ランタイムソリューションアプリケーションの作成] を選択しま 
す。

3. ランタイムアプリケーションに名前を付けるには

1 [ランタイム名:] に名前を入力します。 名前は、ランタイムア  
プリケーションのファイル名、およびランタイムデータベース
ソリューションファイルが含まれるフォルダ名として使用され
ます。
1 [拡張子:] に３文字のファイル拡張子を入力します。 拡張子に  
よって、ソリューションファイルとランタイムアプリケーショ
ンが関連付けられます。
ランタイムソリューションの名前付けの詳細については、ヘル
プを参照してください。

4. [バインドキー :] に、１文字から 24 文字のキーを入力します。

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

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

ションを作成します。 まず Windows 用の FileMaker Developer ユー
ティリティを使用し、次に Mac OS X 用の FileMaker Developer 
ユーティリティを使用します。 両方のプラットフォームで同じバ
インドキーを使用します。

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

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

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

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

7. オプションの指定が完了したら、[OK] をクリックします。

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

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

9. [作成] をクリックします。

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

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

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

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

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

重要   これらのファイルおよびフォルダの名前を変更することは
できません。

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

ダブルクリックで起動

ソリューション 
ファイルのアイコン

ランタイムアプリケーション 
のアイコン

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

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

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

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

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 Installer VISE

1 InstallShield MultiPlatform

1 MacInstallerBuilder

圧縮ユーティリティプログラムの使用

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

1 StuffIt Deluxe

ネットワークでのソリューションの共有

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

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

損傷ファイルの修復

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

ランタイムファイルの修復の詳細については、ヘルプを参照して
ください。
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「情報（「About」スクリーン）」レイアウトの作成

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

ランタイムデータベースソリューションの「情報（「About」スク
リーン）」レイアウトに表示する必要がある項目の詳細について
は、7 ページの「開発者としての責任」を参照してください。

カスタムヘルプレイアウトの作成

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

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

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

Mac OS でカスタムヘルプメニューを表示するには、空のメニュー  
から作成する必要があります。 カスタムメニューの作成と編集の 
詳細については、23 ページの「カスタムメニューについて」を参 
照してください。

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

カスタムデータベースソリューションの品質を保つには、次の作
業を行います。

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

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

1 すべてのスクリプトとボタンが正しく動作することを確認し
ます。これは、ソリューションをキオスクモードで表示する場
合、特に重要です。18 ページの「キオスクソリューションの作 
成」 を参照してください。

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

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

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

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

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

1 バンドルされたデータベースファイルをまったく別のコン
ピュータにインストールして、メインファイルに関連付けられて
いるすべてのファイルを正しく検出できることを確認します。 
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1 パスワードを割り当てる場合、または完全アクセス権を完全に
削除する場合は、すべてのアクセスレベルをテストします。 

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

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

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

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

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

更新されたメインファイルを頒布するには、次の操作を行います。 

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

2. メインファイルを変更します。

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

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

4. ランタイムデータベースソリューションのフォルダ内の古いメ  
インファイルと交換することを促す指示を付けて、新規メイン
ファイルのコピーをエンドユーザに送ります。

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

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

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

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

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

メインファイルに使用したのと同じバインドキーを使用します。

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

バインドキーが変更されていない限り、ランタイムアプリケー
ションまたは他のソリューションファイルを再頒布する必要
はありません。
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キオスクソリューションの作成
キオスクモードは、ツールバーやメニューを表示せずに、データ
ベースソリューションまたはランタイムソリューションを画面全
体に表示する方法です。 名前のとおり、キオスクモードでは、デー 
タベースを情報キオスクとしてユーザに提示することができま
す。 データベースをタッチスクリーンで実行するようにデザイン 
することができます。

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

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

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

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

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

キオスクアカウントを作成するには、次の操作を行います。
1. アクセスアカウントが制限されていることを確認してください。
2. データベースソリューションが開いている状態で、[ファイル] 
メニューの [管理] サブメニューから [アカウントとアクセス権
...] を選択します。

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

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

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

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

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

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

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

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
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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。
ソリューション設定の保存の詳細については、ヘルプを参照し
てください。

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。

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

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

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

3. [OK] をクリックします。

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

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

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

1 ポップアップヘルプを追加し、レイアウトオブジェクトについ
ての情報を表示する

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

1 既存のテーブルをデータベースファイルにコピーまたはイン
ポートする

1 ファイル内で使用できるカスタム関数を作成する
1 カスタムメニューを作成する
1 カスタムレイアウトスタイルを作成する
重要   ポップアップヘルプの追加以外の操作を行うには、データ
ベースソリューションをカスタマイズする完全なアクセス権が必
要です。

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

ポップアップヘルプの追加
ポップアップヘルプを追加し、レイアウトオブジェクトの情報を
表示します。 レイアウトモードで、オブジェクトを選択してから、 
[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。

ポップアップヘルプ追加の詳細については、ヘルプを参照してく
ださい。

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

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

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

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

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

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

カスタム関数を作成するには、次の操作を行います。

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

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

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

4. [OK] をクリックします。

カスタム関数の作成の詳細については、ヘルプを参照してください。

目的 実行方法

フィールドスキー
マのコピー

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

テーブルスキーマ
のコピー

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

テーブルスキーマ
のインポート

テーブルのインポート先のファイルを開きます。 
[ファイル] メニューの [管理] サブメニューから [デー
タベース...] を選択し、 [テーブル] タブをクリックしま
す。 
[インポート...] ボタンをクリックします。 ソースファイ
ルとテーブルを選択し、[ OK] をクリックします。

関数リスト

計算式ボックス

引数リスト

カスタム引数はここに表
示されます

一覧表示（開いている状態）

[カスタム関数を編集] ダイアログボックス
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カスタムメニューについて

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

1 メニューを作成するか、または既存のメニューを編集する
1 メニューを複製または削除する
1 メニュー項目を追加、複製、または削除する
1 表示タイトル、ショートカット、処理などメニュー項目のプロ
パティを指定する

次の方法によって、メニューをカスタマイズできます。

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

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

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

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

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

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

3. メニュー項目の処理を変更し、[新規請求書] スクリプトを実行
します。

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

5. [OK] をクリックします。

メニュー

メニューバー

メニューセッ
ト（このファ
イルウィンド
ウについて）

メニュー項目
区切り線

メニューの表示タイトル

カスタムメニューの用語

サブメニュー
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カスタムメニューの作成

カスタムメニューを作成するには、次の操作を行います。

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

2. [作成] をクリックします。

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

1 [空のメニューから作成する] をクリックします。
1 [ FileMaker の標準メニューから作成する] をクリックし、一   
覧からメニューを選択します。
[カスタムメニューの編集] ダイアログボックスが表示されます。

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

5. 次のように、カスタムメニュー項目を作成します。

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

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

カスタムメニュー項目を作成または編集するには、次の操作を行
います。

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

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

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。 

目的 実行方法

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

1 [FileMaker コマンドを使用 ] をクリックし、一
覧からコマンドを選択します。

コマンドで、メニュー項目の処理または動作が
決まります。
ヒント    [カスタムメニューの編集] ダイアログ
ボックスで、Shift キー（Windows）または shift 
キー（Mac OS）を押しながら [コマンド] をク
リックして、[名称未設定] コマンドメニュー項
目を作成できます。

目的 実行方法

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

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

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

メニュー項目の削除 一覧からメニュー項目を選択し、 ボタンを
クリックします。
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4. メニュー項目の一覧から各メニュー項目を選択し、プロパティ
を指定します。

目的 実行方法

メニュー項目のコマ
ンドの変更

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

メニュー項目を表示
するプラットフォー
ムの選択

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

メニュー項目のタイ
トルの変更

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

メニュー項目の
ショートカットの定
義

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

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

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

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

注意  名称未設定のメニュー項目には [処理 ] 
チェックボックスはありません。
ヒント   現在実行中のスクリプトの動作を変更
（スクリプトの停止、終了、再開、一時停止な
ど）するには、[スクリプトステップ] を選択し、
[スクリプト実行] スクリプトステップを使用し
ます。
スクリプトとスクリプトステップの詳細につい
ては、ヘルプを参照してください。

目的 実行方法
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カスタムメニューセットの作成
カスタムメニューセットを作成し、必要なメニューを含めること
ができます。

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

2. メニューセットを作成するか、または既存のメニューセット
を編集または複製します。 また、エンドユーザに不要なメ
ニューセットを削除することもできます。

3. メニューセットに含めるメニューを選択し、[OK] をクリック
します。

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

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

1 ファイルのデフォルトメニューセットを指定する
1 個々のレイアウトに対するメニューセットを指定する 

1 メニューセットを変更するスクリプトを作成する
1 メニューセット内でメニューを指定し、モードにしたがって表
示する

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

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

項目は、一覧に表示されている順で、メニューバーに表示されます。順
番を変更するには、矢印を上または下にドラッグします。
順序を変更するには、矢印を上下にドラッグします。
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カスタムレイアウトスタイルの作成
FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced では、さまざまなレイ      
アウトスタイルを使用して、新規レイアウトのテキスト、フィー
ルド、およびパートの色、パターン、フォント、枠を表示します。

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

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

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

スタイルを作成または変更するには、次の操作を行います。

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

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

重要   スタイルファイルの総数は、50 に制限されています。

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

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

3. テキストエディタでスタイルファイルを開きます。

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は、      
HINT 属性を使用して、Windows と Mac OS X のどちらのプラット      
フォームでもスタイル名が表示されるようにします。

5. 他のエレメントと属性の値を変更します。

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

<BODYPART>

<FILL COLOR = "#9933CC" PATTERN = "2" />
6. 指定する必要のないエレメントは削除します。
１行エレメントや複数行エレメントを削除する際は、開始タグ
と終了タグを含む全体を削除してください。

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

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

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

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

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

複数行
エレメント

１行
エレメント

属性
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スタイルエレメントと属性の詳細については、ヘルプを参照して
ください。

スタイルファイルに最低限必要なエレメント



第 4 章
デバッグ、分析、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 スクリプトステップ無効化機能。スクリプトを部分的にテスト
できます。

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

1 データビューア。フィールド、変数、計算式の監視ができます。
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。

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

スクリプトのデバッグ

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

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

1 スクリプトを一度に１ステップ実行する
1 サブスクリプトを表示および追跡する
1 フィールド、変数、計算式を監視する
1 スクリプトステップを無効にする
1 アクセスが制限されたスクリプトをデバッグする
1 スクリプトエラーが発生した時にスクリプトを一時停止する
1 スクリプトエラー番号をクリックして、ヘルプトピックを開く

デバッグモードでスクリプトを実行するには、次の操作を行いま
す。 

1. [ ツール] メニューから [スクリプトデバッガ] を選択します。
[スクリプトデバッガ] ダイアログボックスが開きます。
2. スクリプトを実行します。

スクリプト デバッガでスクリプトを表示すると、サブスクリプト 
が表示できます。 たとえば、スクリプト A がスクリプト B を呼び     
出し、スクリプト B がスクリプト C を呼び出す場合、３つのスク    
リプトすべてでステップを表示できます。



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

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

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

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

スクリプトステップを無効にするには、次の操作を行います。

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

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

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

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

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

スクリプトのデバッグの詳細については、ヘルプを参照してくだ
さい。

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

フィールド、変数、計算式を監視するには、次の操作を行います。

1. [ツール] メニューから [データビューア] を選択するか、また
は [スクリプトデバッガ] ウィンドウで [データビューアを開く
/閉じる]  ボタンをクリックします。

2. [現在] タブで、値をダブルクリックして、次の操作ができる
ダイアログボックスを表示します。

クリックして、アクセスが
制限された式を表示します。

列タイトルをクリック
してソートします。
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1 ローカル変数またはグローバル変数を表示、編集、コピーし
ます。
1 フィールド値を表示します（編集はしません）。

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

4. [監視] タブに式を追加するには、[監視に追加] をクリックしま
す。

式は [監視] タブにコピーされ、[監視] タブが開きます。

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

インします。

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

6. [監視] タブをクリックします。

7. 次のいずれかを選択します。

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

順序を変更するには、矢印
を上下にドラッグします。

目的 実行方法

式を追加する  をクリックします。

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

式を複製する １つまたは複数の式を選択してから  をク
リックします。

式を削除する １つまたは複数の式を選択してから  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。

計算式
ボックス

比較演算子と論理演
算子を選択します。

ダイアログボックス内での関
数の表示方法を選択します。

関数を選択します。

式の内容を評価します。

式をデータビューア
に追加します。

式の結果

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

10. データビュ－アで、[値の更新] をクリックして一覧内の計算
を再表示します 。

データビューアの使用の詳細については、ヘルプを参照してくだ
さい。

データベースデザインレポートの使用
DDR（データベースデザインレポート）機能を使用すると、デー
タベースのスキーマをドキュメント化して、HTML または XML  
ファイルに出力することができます。 データベース内のどのエレ 
メントやデータベーステーブルをレポートに含めるかを選択でき
ます。 HTML バージョンのレポートにはハイパーリンクが設定さ  
れるため、Javascript が有効な Web ブラウザで表示または印刷でき   
ます。

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

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

1 破損した参照、リレーションシップ、計算式などのトラブル
シューティング

データベースデザインレポートを作成するには、次の操作を行い
ます。

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

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

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

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。
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5. レポートから除外する要素の選択を解除します。

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

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

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

8. [作成] をクリックします。

データベースデザインレポートの使用の詳細については、ヘルプを
参照してください。

ファイルの圧縮と最適化
[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。

ファイルのパフォーマンスを向上するには、次の操作を行います。

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] 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、警告ダイアログボックスが表示されます。

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

FileMaker Server を使用すると、FileMaker Pro クライアントのコン    
ピュータに必ず最新のプラグインソフトウェアがインストールさ
れているように設定できます。 『プラグインの更新ガイド』を参 
照してください。www.filemaker.co.jp から入手できます。
注意   FileMaker Pro Advanced の使用に関するあらゆる情報を網羅した詳細お      
よび手順ごとの操作については、ヘルプを参照してください。

外部関数について
「FileMaker Pro Advanced」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. サンプルのプラグインファイルを編集して、カスタムのプロ
グラミングコードを追加します。

2. カスタムプラグインをコンパイルし、テストします。

3. コンパイルしたプラグインをユーザのシステムにインストール  
します。

外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスでプラグインを有効にします。

2. 必要に応じて、プラグインを設定します。

3. 計算フィールドを定義または編集します。

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

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

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

プラグインのサンプルには、いくつかの外部関数が含まれていま
す。40 ページの「FMExample プラグインの外部関数の説明」 を参   
照してください。

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

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

「Example」フォルダの内容

「Support」フォルダの内容

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

フォルダ 説明

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

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

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

ファイル/フォルダ 説明

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

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

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

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

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

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

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

ファイル/フォルダ 説明

FMPluginExample.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 出力用のバンドル情報が含まれて
います。

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

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

プラグインを有効にするには、次の操作を行います。

1. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。

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

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

2. [プラグイン] タブをクリックします。

3. 一覧からプラグインを選択します。

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。43 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++ および Apple Xcode サンプルプロジェクトに      
付属する FMExample プラグインでは、次の外部関数が FileMaker   
Pro、FileMaker Pro Advanced、FileMaker Server、および FileMaker    
Server Advanced に追加されます。

サンプルプラグインの使用
外部関数を利用するには、次の操作を行います。

1. ファイルを開きます。

2. [環境設定] ダイアログボックスを開きます。

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

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

3. [プラグイン] タブをクリックします。

4. [FMExample] を選択します。

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

5. [設定...] をクリックします。

関数名および 引数 外部関数の説明

XMpl_Add 
（数字１ ; 数字２)

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

XMpl_Append 
 （追加するテキスト...）

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

XMpl_Evaluate 
（評価する計算式）

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

XMpl_NumToWords 
( 数字 )

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

XMpl_StartScript 
( ファイル名 ; スクリプト
名 )

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

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

XMpl_UserFormatNumber ( 
テキストまたは数字 )

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

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

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

関数名および 引数 外部関数の説明
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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。

6. [OK] をクリックしてデフォルトの形式を使用するか、または
新しい形式を使用します。

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

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

8. ファイルを開いたまま、FileMaker Pro Advanced で、[ファイル] メ
ニューの [管理] サブメニューから [データベース...] を選択し、 
[フィールド] タブをクリックします。

9. 計算フィールドを作成します

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

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

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

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

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

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

PowerPC 向けに作成された Mac OS   プラグインは、Intel ベース       
の Mac コンピュータでネイティブに実行するためには、ユニバー  
サルバイナリとして再コンパイルする必要があります。 ユニバー 
サルバイナリによって、アプリケーションは、PowerPC と Intel  
ベースの Macintosh 両方でネイティブに実行できます。
Mac OS X で FileMaker のプラグインのユニバーサルバイナリをサ     
ポートする場合、開発プロジェクトでは XCode 2.2 以降のみサポー   
トされます。含まれる XCode プロジェクトでは、PCC 対応 GCC    
3.3、および Intel ベースの Macintosh 対応 GCC 4.0 が使用されます。       
FileMaker のプラグインは Mac OS X 10.4 で開発可能で、10.2.8、      
10.3.9、および 10.4 のシステムで動作します。
Mac OS X 上で FMExample またはカスタムプラグインをコンパイ     
ルするには、xCode のカスタムインストールを行い、「Cross- 
Development」オプションを選択する必要があります。

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

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

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

1 FMPluginPrefs.cpp の設定関数

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

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

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

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

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

オプションストリングの最初の４文字はプラグインの ID です。各  
プラグインには固有の ID を割り当て、ID は「F」、「FM」、または   
「Web」以外で始める必要があります。Mac OS  X の場合は、プラ    
グインのクリエータを ID と同じ値に設定することをお勧めしま  
す。ID に使用できるのは、ASCII の下位の英数字（0 から 9、A か     
ら Z、a から z など）だけです。
注意   固有の ID を確実に割り当てることができるよう、Mac OS X 用のプラグ        
インを作成しない場合でも、Apple Developer Support の Web サイトで ID を登録       
することをお勧めします。プラグイン ID をクリエータコードとして登録する  
には、Apple Inc. の Web サイト www.apple.com のデベロッパページにアクセス      
します。

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

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

idle time (character 9 = “Y”).

オプション 
ストリング

文字の説明

1-4 １番目から４番目の文字はプラグイン ID です（Apple 
Developer Support の Web サイト www.apple.co.jp 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、44 ページの
「プラグインに送信される FileMaker のメッセージ」を参照
してください。

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

8 文字は常に「n」です。

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

10 10 番目の文字は常に「n」です。

11 11 番目の文字は常に「n」です。
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外部関数の名前付け規則
すべてのプラグイン外部関数の関数名の接頭語は、４文字から５
文字を含む固有の値にする必要がありますが、「FM」または「Web」
という文字で始めることはできません。また、４文字の接頭語は
FileMaker により予約されています。たとえば、FMPluginExample 
プラグインの関数名の接頭語には、「XMpl」が使用されています。

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

フィールドで提供されます。 

1 kFMXT_Init ― 初期化メッセージ

1 kFMXT_Shutdown ― シャットダウンメッセージ

1 kFMXT_Idle ― アイドルメッセージ

1 kFMXT_DoAppPreferences ― 初期設定メッセージ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アイドルメッセージ
アイドルメッセージ kFMXT_Idle は、オプションストリングのアイ  
ドルフィーチャーフラグが「Y」に設定されており、プラグインが
現在有効になっている場合だけ、アイドル時にプラグインに送信
されます。
FileMaker アプリケーションでこのメッセージが呼び出されるの 
は、次の５つの場合です。

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

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

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

初期設定メッセージ
初期設定メッセージ kFMXT_DoAppPreferences は、[環境設定] ダイ   
アログボックスで、選択したプラグインの [設定...] ボタンをユー  
ザがクリックした際に送信されます。

メッセージ 意味

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

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

kFMXT_ScriptRunning = 
3

ユーザがスクリプトを実行中です。

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

メッセージ 意味

kFMXT_UserIdle = 0  30 秒以上の間にユーザが何らかの操作を実行し
ました。
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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、43 ページの「オプションストリング構文」を参照してくださ 
い。

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

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

GetString メッセージ

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

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

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

1 23,000 から 24,999 の ID 番号を使用する 

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

1 現在のリソースファイルをプラグインに設定する 

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

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

FileMaker Pro、FileMaker Pro Advanced、または FileMaker Server に      
プラグインが読み込まれると、アプリケーションからリソース ID 
が割り当てられます。このリソース ID は、FMExtern.h ファイルの   
param2 および param3 変数の近くのパラメータブロックにありま   
す。詳細については、42 ページの「API コードファイル」を参照  
してください。

文字列 意味

kFMXT_OptionsStr = 131 オプションストリング

kFMXT_NameStr = 12 プラグイン名

kFMXT_AppConfigStr = 129 [環境設定] ダイアログボックスに表示する
ヘルプテキスト
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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。
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付録 A

ランタイムアプリケーションと FileMaker Pro の機能比較

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ランタイムアプリケーションはネットワークで共有できませ
ん。

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

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

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

1 ランタイムアプリケーションでは、外部 SQL データソースは  
サポートされていません。
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アプリケーションおよびファイルの初期
設定

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

 

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

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

 

 

ランタイムアプリケー
ションの [一般] 環境設
定(Mac OS X) 

ランタイムアプリ
ケーションの [一般] 
環境設定
（Windows）

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   [開く]、[閉じる]、および [修復] の各メニューコマンドに似     
たメニュー項目を、スクリプトまたはスクリプトステップに基づ
いたカスタムメニューを使用して、ランタイムアプリケーション
に追加できます。詳細については、24 ページの「カスタムメニュー 
の作成」を参照してください。

Windows Mac OS X

[ファイル] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規データベース 1 1
開く 1 1
共有ファイルを開く 1 1
最近使ったファイルを開く 1 1
閉じる 1 1
管理 1 1

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

共有設定 1 1
ファイルオプション 1 1 1 1
パスワード変更 1 1 1 1
印刷設定 1 1
用紙設定 1 1
印刷 1 1 1 1
レコードのインポート 1 1  1 1
レコードのエクスポート 1 1  1 1
レコードの保存/送信 1 1 1 1

メールを送信 1 1 1 1
リンクの送信 1 1
名前を付けて保存 1 1 1 1
修復 1 2 1 3

終了 1 1
1  PDF としての [レコードの保存 /送信 ] ができません。
2  Ctrl+Shift を押します。
3  Option+ 3 を押します。

Windows Mac OS X

[ファイル] メニューコマンド Pro RT Pro RT
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Windows Mac OS X

[編集] メニューコマンド Pro RT Pro RT

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

Windows Mac OS X

[表示] メニューコマンド Pro RT Pro RT

ブラウズモード 1 1 1 1
検索モード 1 1 1 1
レイアウトモード 1 1
プレビューモード 1 1 1 1
レイアウト切り替え 1 1 1 1
フォーム形式 1 1 1 1
リスト形式 1 1 1 1

表形式 1 1 1 1
ツールバー 1 1 1 1
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

写真 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
日付 1 1 1 1
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

Windows Mac OS X

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

スタイル 1 1 1 1
テキスト配置 1 1 1 1
行間 1 1 1 1
文字色 1 1 1 1
テキスト 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[レコード] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規レコード 1 1 1 1
レコード複製 1 1 1 1
レコード削除 1 1 1 1
対象レコード削除 1 1 1 1
レコードへ移動 1 1 1 1
ウインドウ内容の再表示 1 1 1 1
全レコードを表示 1 1 1 1
対象外のみを表示 1 1 1 1
レコードを対象外に 1 1 1 1
複数レコードを対象外に 1 1 1 1
検索条件を変更 1 1 1 1
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
スクリプトの保存 1 1
すべてのスクリプトの保存 1 1
スクリプト復帰 1 1
<スクリプト名> 1 1 1 1
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1 アプリケーションメニューコマンド表を参照してください。

Windows Mac OS X

[ウインドウ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

新規ウインドウ 1 1 1 1
ウインドウを表示 1 1 1 1
ウインドウを隠す 1 1 1 1
ウインドウを最小化 1 1 1 1
上下に並べて表示 1 1 1 1
左右に並べて表示 1 1 1 1
重ねて表示 1 1 1 1
アイコンの整列 1 1
すべてを手前に移動 1 1
<開いているファイルの名前> 1 1 1 1

Windows Mac OS X

[ヘルプ] メニューコマンド Pro RT Pro RT

FileMaker Pro ヘルプ 1 1
ショートカットキー 1 1
ラーニングセンター 1 1
製品マニュアル 1 1
ダウンロードと更新 1 1
ユーザ登録 1 1

アクティベート/アクティベー
ションの解除
（ユーザがアクティベートしてい
ない場合に表示/ユーザがアク
ティベートした場合に表示）

1 1

フィードバックの送信 1 1
FileMaker Pro について 
（FileMaker Pro Advanced について）

1  1

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

1 1

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

1 1

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

1 1

（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）

1

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

1

Windows Mac OS X

[ヘルプ] メニューコマンド Pro RT Pro RT
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無視されるスクリプトステップ

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

1 データベースの管理を開く
1 値一覧の管理を開く
1 データソースの管理を開く
1 共有設定を開く
1 ScriptMakerを開く

1 ヘルプを表示
1 マルチユーザ設定
1 新規作成
1 ファイルオプションを開く（一部使用可能。[英文スペルチェッ
ク] タブが開きます）

1 共有ファイルを開く
1 SQL を実行

1 レコードを PDF として保存

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¥.0

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

ランタイムアプリケーションは、そのレジストリ設定を次の場所
に保存します。

HKEY_CURRENT_USER¥Software¥FileMaker¥<solution 
name>¥.0

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

Mac OS X の環境設定

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

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

（Mac OS X のみ）

アプリケーションメニューコマンド Pro RT
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