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FileMaker Go 入門 
 
FileMaker Go® 12 は、iPad および iPhone 用のもっとも有力なビジネスデータベースアプリケーションです。
豊富な機能を備えた FileMaker®クライアントであり、FileMaker .fmp12 形式のファイルを iPad、iPhone、
iPod touch 上で実行できます。FileMaker Go は、デバイス上に保存されたローカルファイルを使用することも、
FileMaker ホスト（Pro または Server）のクライアントとして動作することもできます。 
 
FileMaker Pro の開発者は、FileMaker Go を使用して、個人ごとの設定が可能なカスタムモバイルソリューショ
ンを提供できます。iPhone ネイティブの Objective-C を使用することや、Java、PHP などのツールを使用して
モバイルWeb アプリケーションを開発することは必要ありません。FileMaker Pro で作成したソリューションを、
iPad および iPhone で FileMaker Go を使用して実行できます。また、それらのソリューションを Windows、
Mac、およびWeb ブラウザ上で実行することもできます。 
 
多くの開発者は、iOS ネイティブ環境での使い勝手をよくするために、環境に特化したソリューションやレイア
ウトを作成します。そのようなモバイル用レイアウトを作成する際は、小さい画面サイズ向けに別途デザインす
る場合もあれば、単にタッチしやすいようにコントロールを大きくするだけの場合もあります。いずれにしても、
既存の FileMaker ソリューションのほとんどは、若干の注意点（たとえばスクリプトなど。詳しくは、このテク
ニカルブリーフで説明します）を除き、無変更または少量の変更のみで FileMaker Pro と同じように動作します。 
 
ファイルが FileMaker Server 上にホストされている場合、チーム内で共有されているデータが更新されると、
FileMaker Go のユーザは即座にその状況を知ることができます。このため、たとえば外回りの販売員が注文の状
況確認や経費入力を手早く簡単に行うことができ、後で同期処理やデータ入力のやり直しをする手間がありませ
ん。 
 
FileMaker Go では、デバイスに保存されているローカルファイルを使用することもできます。ローカルアクセス
は、参照情報など、他のユーザと共有する必要のない情報を手早く確認する際に便利に利用することができます。
たとえば、Web アクセスが不安定な地域に出張する際に既存の連絡先データベースを持って行きたいといった場
合でも、そのデータベースのコピーをデバイスに保存しておけば、いつでも参照することができます。FileMaker 
Go へのファイルのロード方法およびオープン方法については、次のWeb ページを参照してください。 
 
iPad の場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/12/jp/index.html 
 
iPhone の場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/12/jp/index.html 
 
 
このテクニカルブリーフでは、FileMaker Go でサポートされている機能、サポートされていない機能の詳細と、
ベストプラクティスを説明します。FileMaker の開発者は、常にクライアントの互換性について考慮しながらテ
ストや開発を行わなければなりません。また、すべてのソリューションはデスクトップ上の FileMaker Pro から
も、モバイルデバイス上の FileMaker Go からもアクセスされる可能性があります。その点が設計上考慮されて
いるかどうかに関わらず、開発時には注意をはらう必要があります。 
 
FileMaker Go にはじめて触れる方には、次のWeb サイトで公開されている「FileMaker Go デベロップメント
ガイド」をお読みいただくことを推奨します。 
 
FileMaker Technical Network > iOS リソース  
 
このテクニカルブリーフに掲載されているスクリーンショットやユーザインタフェース要素（アート、ボタン、
レイアウトなど）は、すべて Soliant Consulting によって作成された「FileMaker Go Toolkit」データベースを
使用して取り込んだものです。このツールキットは、FileMaker Go のインタフェースを設計するための素材や例
を ま と め た も の で 、 次 の Web サ イ ト か ら 無 償 で ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と が で き ま す 。
http://www.soliantconsulting.com/gotoolkit/ 
 
 
 

http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/12/jp/index.html
http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/12/jp/index.html
http://www.soliantconsulting.com/gotoolkit/
https://fmdev.filemaker.com/docs/DOC-1487
https://fmdev.filemaker.com/docs/DOC-1487
https://fmdev.filemaker.com/community/jp/ios
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OS要件（最小要件） 
前述のように FileMaker Go は、モバイルデバイスに保存されているローカルファイルを使用することも、
FileMaker Server や FileMaker Pro にホストされているデータベースに接続して使用することもできるクライ
アントです。 
• iPad：iOS 5.1 以降 
• iPhone および iPod Touch：iOS 5.1 以降 
  
ホスト： 
• FileMaker Server / Server Advanced 12 
• FileMaker Pro / Pro Advanced 12 

ネットワーク： 
WiFi および 3G、4G / LTE ネットワークを使用できます。現段階では、Edge ネットワークはサポートされてい
ません。 
 
FileMaker Go は、LDAP 経由で FileMaker Server のホストにアクセスすることはできません。また、LDAP ホ
ストから SSL 証明書を取得して表示または使用することはできません。 
 

サポートされている主な機能 
FileMaker Pro の使用や開発に精通した方であれば、FileMaker Go が FileMaker Pro とよく似ていることに気
づかれることと思います。FileMaker Pro のほとんどの機能がサポートされているため、すべての機能を列挙す
ると長大なリストになりますが、その必要はないでしょう。FileMaker Go は FileMaker Pro とほとんど同じよ
うに動作するクライアントです。ただし、開発機能はありません。レイアウトモードをはじめとする開発ツール
も用意されていません。データベースを操作することは可能ですが、データベースを作成したり、その構造（ス
キーマ）を変更することはできません。なお、類似製品として Bento®、もしくは数年前の製品である FileMaker 
Mobile がありますが、これらは、制限の多い同期機能によってデータ共有を実現した製品です。それに対し、
FileMaker Go では、FileMaker Server およびホストされているデータベースにリアルタイムでアクセスするこ
とができます。また、データベース全体をモバイルデバイスにコピーし、モバイルデバイスから書き戻すことも
できます。 
 
ここでは、FileMaker プラットフォームの重要な機能に注目し、FileMaker Go との相違点をあきらかにしていき
ます。FileMaker Go のインタフェースに関する基本的な情報については、次の Web サイトを参照してください。 
 
iPad の場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/12/jp/index.html 
 
iPhone の場合：http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/12/jp/index.html 
 
 
データの入力と変更したレコードの確定 
FileMaker Pro の場合と同様、ネットワーク接続経由で、あるいはデバイス上でローカルに開いたデータベース
に対して、ブラウズモードでデータを入力し、変更し、確定することができます。レコードが確定されると、
FileMaker Pro の場合と同じように、レコードレベルのスクリプトトリガ、自動入力、フィールドの検証、索引
の更新などがすべて実行されます。FileMaker Go でフィールドからタップアウトすると、FileMaker Pro でフィ
ールドからクリックアウトしたときとまったく同じ処理が行われます。 
 
データベースがホストされている環境において、他のユーザによってロックされている（他のユーザによって使
用されている）レコードを編集したいと思ったときに、FileMaker Go ユーザから現在レコードを編集しているユ
ーザにメッセージを送ることができます。iOS のガイドラインに従っているためにユーザインタフェースは異な
りますが、機能および操作感覚は FileMaker Pro の場合と変わりありません。 
 
テキスト 
フィールドへのテキスト入力も完全にサポートされていますが、FileMaker Pro の場合とは操作方法が若干異な
ります。 
 
 

http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/12/jp/index.html
http://www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/12/jp/index.html
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キーボードが表示されているときにテキスト上をダブルタップして FileMaker Go 上でテキストを選択すると
iOS のテキストコントロールを使ってカット、コピー、貼り付け、およびスペリング訂正を行うことができます。
このメカニズムは FileMaker Pro の［編集］メニューのコマンドと英文スペルチェック機能とに似ています。 
 
ユーザが変更できるテキストは、64,000 文字までです。ほとんどありえない状況ですが、テキストフィールドに
64,000 を超える文字が入力されている場合、入力文字数がこの限界に近付くと、iOS によって単語の切れ目でテ
キストが切り詰められます。64,000 を超える文字が入力されているテキストを編集または選択しようとすると、
エラーメッセージが表示されます。FileMaker Go でもテキストは正常に表示され、読むことができますが、
64,000 文字を超えるテキストを編集できるのは FileMaker Pro だけになります。 
 
FileMaker Go でも FileMaker データベースに保存されているリッチテキストを正しく表示することができます
が、iOS では、強調表示、字消し線、字間狭く、字間広く、スモールキャップ、上付き、下付きはサポートされ
ていません。これらのスタイルは、表示はされませんが、保存はされているため、FileMaker Pro に戻すと表示
されます。 
 
太字、斜体、タイトル、大文字、小文字、単語下線、二重下線（下線として表示されます）は表示されます。単
一のテキストブロックに複数の段落スタイルを適用したリッチテキストの属性の操作、タブストップの入力、行
間の設定はサポートされていません。リッチテキストの属性が設定されているフィールドのテキストを変更する
と、FileMaker Go によってサポートされていないすべてのスタイルがフィールドのデフォルト属性に戻されます。
したがって、FileMaker Pro 上でテキストに適用したスタイルや段落属性が失われることになります。 
 
FileMaker Go では、オートコンプリートはサポートされていません。［既存の値を使用してオートコンプリート］
が設定されているテキストフィールドは、このオプションが選択されていないテキストフィールドと同じように
動作します。また、FileMaker Go では、索引からテキストを挿入することはできません。 
 
アジアの言語もサポートされていますが、日本語の縦書きやふりがなはサポートされていません。
OnObjectKeystroke および OnLayoutKeystroke スクリプトトリガが設定されているフィールドでは IME の入
力が機能しなくなります。 
 
音声入力は、iPhone 4S 以降、iOS 6 以降の第 3世代 iPad、第 5世代 iPod touch、および iPad mini でサポー
トされています。音声入力機能の使い方は簡単です。テキストを入力するためにフィールドをタップすると、iOS
キーボードが表示されます。ここでマイクアイコン（ ）をタップすれば、下の図のように音声入力コントロー
ルパネルが表示されます。 
 

 
 
入力内容を話し終えたら、［完了］ボタンをタップします。すると、音声が Siri によってテキストに変換され、
アクティブなフィールドに入力されます。 
 
数字 
数字フィールドに表示可能限界を超える桁数の値が入力されていても、FileMaker Go は、FileMaker Pro のよう
に「?」を表示しません。代わりに iOS の切り詰めメカニズムが機能します。文字揃えの設定によっても結果の表
示方法が多少異なります。中央揃えまたは右揃えが設定されている場合は、最初の文字に続けて省略記号が表示
されます。たとえば、「8050」という値が「8...」のように表示されます。左揃えの場合は、最初の数文字だけ
が表示され省略記号は表示されません。上の例で言えば、左揃えの場合「8050」が「805」のように表示される
ということになります。結果として、レイアウトに数字フィールドを追加する際には、こうした動作がユーザに
与える影響に配慮しなければなりません。 
 
日付と時刻 
日付と時刻は、FileMaker Pro と同様に動作しますが、データの入力には iOS のコントロールが使用されます。 
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タイムスタンプの iOS コントロールでは、秒（あるいは秒の小数部）の挿入はサポートされていませんが、iOS
キーボードを使って時刻およびタイムスタンプフィールドに秒を入力することは可能です。 
 

 
 
キーボードショートカットやメニューを使って直接現在の日付、時刻およびタイムスタンプを入力することはで
きません。そのような機能を用意したい場合は、機能を実行するためのスクリプトを記述し、レイアウト上のボ
タンに割り当てます。また、OnObjectEnter などのスクリプトトリガを使って、データ入力の初期値データを入
力することもできます。 
 
フィールドオブジェクト 
繰り返し、チェックボックス、ラジオボタン、および値一覧を含むフィールドコントロールは、すべてサポート
されています。 
 
データ書式及び条件付き書式が適用されているフィールドも FileMaker Pro の場合と同じように表示されます。 
 
FileMaker Go の場合、スクリプトやボタン以外の方法でラジオボタンの値を消去することはできません。 
 
モバイル用レイアウトの作成 
FileMaker Pro の新規レイアウト/レポートアシスタントには、FileMaker Go で使いやすいように特別にデザイ
ンされた iOS 向けテーマもいくつか用意されています。名前に［タッチ］が含まれているテーマを選択してくだ
さい。それらのテーマを使用すると、モバイル用レイアウトを迅速に作成できます。 
 
レイアウトオブジェクト 
タブコントロール、ボタン、ポータルおよび Web ビューアオブジェクトは、すべてサポートされています。
iPad や iPhone で表示した場合のレイアウトも、FileMaker Pro 上での表示とほぼ同じようになります。線、長
方形、角丸長方形、円といった幾何学的なオブジェクトに対しては、線、塗り、線幅、浮き出し／彫り込み／影
付きといった書式オプションもサポートされています。塗りつぶしパターンについては、FileMaker Go 12 での
表示が可能な形式に FileMaker Pro 12 で変換されます。 
 
FileMaker Go は、ポップアップヘルプはサポートしていません。したがって表示することもできません。タッチ
インタフェースでは、ポップアップヘルプを表示するためのポインタを合わせるだけという操作ができないため、
FileMaker Go 上にポップアップヘルプはサポートされていません。 
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オブジェクトフィールド 
オブジェクトフィールドでは、iOS でサポートされているすべての画像形式（GIF、PNG、JPG、および TIFF）
がサポートされています。PDF、Word、Excel を含む他の形式のファイルを保存し、表示することもできます。
また、サウンドおよびビデオの形式もサポートされており、表示できます。さらに、その特定のレイアウトの中
でオブジェクトフィールドがインタラクティブコンテンツ向けに最適化されている場合は、PDF、サウンド、ビ
デオファイルとの対話操作をオブジェクトフィールドで直接実行できます。そのためのオプションを選択するに
は、FileMaker Pro のインスペクタを使用します。 
 
参考：FileMaker Pro の［挿入］-［サウンド］コマンドでオブジェクトフィールドにオーディオ録音を挿入する
と、FileMaker Go で再生できない古いサウンド形式が使用されます。また、その場合、オブジェクトフィールド
をインタラクティブ向けに設定すると録音を実行できなくなります。 
 
ユーザが空のオブジェクトフィールドをタップすると、ライブラリにある画像や音楽のインポート、内蔵のカメ
ラで撮影した画像またはビデオの挿入、署名の挿入、または、下の図のような［デバイス上のファイル］リスト
からのファイル挿入を実行できます。 
 

 
 
署名を挿入機能が有効になっていると、署名を挿入ウインドウが開きます。このウインドウでは、iOS デバイス
のタッチ画面を使って、署名を記入することができます。署名を記入したら、［消去］ボタンをタップして記入
した署名をクリアする操作、［キャンセル］ボタンをタップして何も変更せずにオブジェクトフィールドから抜
ける操作、［承認］ボタンをタップしてオブジェクトフィールドの署名を PNG 形式で保存する操作のいずれかを
行うことができます。 
 
参考：署名を挿入ウインドウでは、横長の画面での表示のみサポートされています。デバイスの画面が縦向きモ
ードにロックされている場合も同じです。署名の挿入で生成した PNG 画像は、オブジェクトフィールドに保存さ
れている他の画像ファイルと同じように表示することや、メール送信することができます。 
 
オブジェクトフィールドにデータが含まれている場合は、タップすると［操作］パネルが開き、次の 4 つのオプ
ションが表示されます。 
 

1. ［表示］：内容を全画面に表示します。この全画面表示には、内容を Safari で開くためのボタンがあり
ます。 

2. ［置換］：上記いずれかの方法で内容を置換します。 
3. ［エクスポート］：内容をメールメッセージに書き出してメールアプリケーションで送信するか、ロー

カルデータとして保存します。 
4. ［削除］：内容をオブジェクトフィールドから削除します。削除操作は、iOS デバイスを振って取り消

すこともできます。 
 
オブジェクトフィールドをタップしたときに表示されるオプションは、FileMaker Pro でインタラクティブコン
テンツの格納用に設定されたフィールドでも、画像の格納用に設定されたフィールドでも同じです。 
 
オブジェクトフィールドをタップしたまま長押しすると、iOS 標準の編集オプションパネルが表示されます。フ
ィールドが空の場合は、［ペースト］オプションだけが表示されます。フィールドにデータが含まれている場合
は、［カット］、［コピー］、［ペースト］、［削除］が表示されます。 
 
FileMaker データベースで使用するオブジェクトフィールドを作成する際には、いくつかの保存オプションがあ
ります。FileMaker Go からローカルで使用するデータベースの場合は、リモート格納を使用できないため、ファ
イルはデータベースのオブジェクトフィールドに直接埋め込む必要があります。リモート格納は、ホストされた
データベースにアクセスする場合のみ FileMaker Go でサポートされます。外部格納を使用したオブジェクトフ
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ィールドが含まれているデータベースを、iOS デバイス上のローカルに格納するスタンドアロンデータベースと
して FileMaker Go 上に展開するには、「完結」したデータベースとして保存しておく必要があります。
FileMaker Pro のメニューで［ファイル］-［名前を付けて保存］を選び、［すべてを含むコピー（単一ファイ
ル）］を選びます。すると、外部格納を使用したオブジェクトフィールドのすべての内容が新しいデータベース
にインポートされます。これで、すべてのデータを埋め込んだ、FileMaker Go 上に展開できるデータベースがで
きます。 
 
オブジェクトフィールド関連では、上記のほか、エクスポート処理中に画像を最適化する機能も便利です。
FileMaker でサイズのオプションを選ぶことにより、エクスポート処理そのものの性能と、書き出されたファイ
ルを別のデータベースに送る処理の性能の両方を向上できます。 
 
オブジェクトフィールドの強力な機能について詳しくは、TechNet のテクニカルブリーフ「FileMaker 12 のオ
ブジェクトフィールドの使用方法」を参照してください。 
 
検索モード 
FileMaker Pro でお馴染みの検索モードやクイック検索もサポートされていて、複数の検索条件を使った検索や
絞り込み、拡大といったオプションを使用することもできます。検索モードでは、演算子のリストは表示されま
せんが、手動で入力することは可能です。 
 
グラフ 
FileMaker Pro 12 でサポートされているすべてのタイプのグラフオブジェクトが FileMaker Go でもサポートさ
れています。FileMaker Go に表示されるグラフは今実行されているグラフとなり、グラフの定義に使用されてい
るデータが変更されると、その変更がグラフに反映されます。ただし、クイックグラフはサポートされていませ
ん。クイックグラフの実行時には必要に応じて補助スキーマが作成されますが、FileMaker Go では開発に関連し
た機能を使用できないからです。 
 
印刷および PDFへの保存 
FileMaker Go では、iOS 対応のプリンタを使って直接印刷を実行できます。FileMaker Go の印刷機能には、
FileMaker Pro の印刷機能に近い能力がありますが、iOS によってサポートされている印刷オプションが異なる
ため、多少の違いがあります。 
 
FileMaker Go の印刷機能では、次の処理がサポートされています。これらの機能は、あらかじめ FileMaker Pro
を使って設定しておかなければなりません。 

• レイアウトオブジェクトを縮小またはスライドする。 
• レイアウトパートを縮小する。 
• レイアウトオブジェクトを非表示にする。 
• 複数列で印刷する。 
• ページ余白を固定する。 
 
次のオプションは、FileMaker Go の印刷ダイアログから直接指定することができます。 

• 特定の範囲のレコードを印刷する。 
• 開始ページをページ番号で指定する。 
• ページサイズ：選択されているページサイズが見つからない場合は、プリンタのデフォルトが表示されます。 
• ページの向き：縦向きまたは横向き 
• 縮尺率：システム定義の中から選択するか、25～400%の範囲内で選択します。 
 
FileMaker Go の印刷機能は、PDF への直接保存にも対応しています。FileMaker Pro にもある PDF への保存機
能が、iOS でサポートされている PDF への印刷機能を活用する形に変更されています。PDF への印刷を実行する
と、上記の印刷設定を反映した PDF が作成されます。FileMaker Pro でサポートされている PDF への保存機能
がスクリプトやボタンによって実行された場合は、FileMaker Go の印刷ダイアログが表示されます。 
 
印刷設定は、ファイル単位で保存され、次にそのファイルに対する印刷設定ダイアログが開かれるときには、そ
の設定がデフォルトとして使用されます。印刷のオプションは、ファイルにではなく、ユーザデフォルトとして
保存されます。場合によっては、いくつかの印刷オプションが未指定または無効になっている状態が発生するこ

https://fmdev.filemaker.com/docs/DOC-2752
https://fmdev.filemaker.com/docs/DOC-2752
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とがあります。たとえば、初めて FileMaker Go を開いたときはデフォルトのプリンタが選択されていないこと
があります。 
 
FileMaker Go 用の印刷スクリプトを記述する際には、次の点に注意してください。 
 
• FileMaker Go では、［ダイアログなしで実行］はサポートされていません。FileMaker Go 12 では、印刷

スクリプトステップの［ダイアログなしで実行］オプションがチェックされている場合も、チェックされて
いない場合と同じように印刷ダイアログが表示されます。 

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

 
ソート 
カスタムソート順、昇順、および降順のソートもサポートされています。ソートの基準にできるのは、現在表示
されているレイアウトに表示されているレコードだけですが、隠しフィールドを使って［ソート順を編集］ウイ
ンドウにさらにいくつかのオプションを追加することができます。 
 
表形式では、列ヘッダをタップしてソートすることもできます。最初のタップで昇順にソートされ、次のタップ
で降順にソートされます。さらにタップすると未ソートの状態になります。 
 
セキュリティ 
FileMaker Pro データベースに設定されているファイルアクセスセキュリティや、機能や操作へのアクセスは変
化しません。FileMaker Go では、特定のサーバやホストから利用できるファイルの一覧が表示されているときに
直接ファイルパスを入力することにより、［共有ファイルを開く］ダイアログボックスに表示しないように設定
されているファイル（非表示ファイル）を開く機能もサポートされています。非表示ファイルの名前を入力する
には、［ファイル名を入力］をタップします。ホストまでのパスは自動的に入力されるため、ファイル名以外を
入力する必要はありません。必要に応じてパスの部分を書き換えれば、別のホストに保存されているファイルを
指定することもできます。 
 
参考：使い勝手を考慮して、FileMaker Go のユーザインタフェースには fmnet プロトコルが表示されないよう
になっています。非表示のファイルを開く際にも、fmnet:を含める必要はありません。 
 
デバイスのホームボタンが押されたことや、iPhone で電話の着信があったことによって FileMaker Go が閉じた
場合は、アプリケーションが再度アクティブになったとき、マルチファイルのソリューションで使用中だった
個々のファイルに対して認証情報の入力を求められることはありません。最初のファイルを開くときには認証情
報を入力する必要がありますが、ソリューション内の他のファイルについては、設定されている認証情報が同じ
であれば入力プロンプトは表示されません。 
 
FileMaker Go では、fmreauthenticate 拡張アクセス権がサポートされています。この拡張アクセス権を活用
するには、拡張アクセス権を新規作成し、キーワードとして fmreauthenticate[X]を指定します。最後の“[X]”
部分には、実際は整数を指定してください。この整数は時間の長さ（単位：分）を表します。FileMaker Go がバ
ックグラウンド動作に移行した場合、再度アクティブになるまでの時間がこの長さ以内であれば、ユーザは認証
情報の入力を求められません。たとえば、FileMaker Go に認証情報の再入力が必要になるまでの猶予期間を 10
分とする場合は、拡張アクセス権に「fmreauthenticate10」という名前をつけます。猶予期間は最長で
10080 分（1 週間）まで指定できますが、長くすることはソリューションのセキュリティリスクにもつながるた
め、注意してください。iOS デバイスが部外者の手に渡ってしまった場合のデータ整合性とセキュリティを考え
て、妥当な長さの猶予期間を設定することをお勧めします。 
 
FileMaker Go クライアントには、ソリューションのセキュリティ設定が忠実に反映されるようにしてください。
つまり、FileMaker Pro でデータベースにアクセスする権利を与えられたユーザ（アカウント）が、FileMaker 
Go でも同じデータベースに、まったく同じ権限を持って同様にアクセスできることが望ましいと考えられます。 
 
スクリプト 
FileMaker Go 上でも FileMaker Pro の場合と同様にスクリプトを実行することができます。カスタムWeb 公開、
インスタント Web 公開、サーバ側公開の場合と同じく、スクリプトステップの中にはサポートされていないもの
もあります。詳細については、後述の「サポートされない機能」および「モバイルの世界でのスクリプト」を参
照してください。FileMaker Go 上でスクリプトを編集することはできません。またスクリプトデバッガもありま
せん。 
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最初から注意しなければならない動作上の違いとして挙げられるのは、ユーザによる強制終了が許可されたスク
リプトを FileMaker Go 上で実行しているとき、画面がタップされると強制終了のダイアログが開くという点で
す。FileMaker Pro では、ユーザがスクリプトを強制終了するには［esc］キーを押す（Mac の場合は
［comannd-ピリオド］を入力する）必要があります。画面のタップはユーザが頻繁に実行する一般的な操作で
あり、スクリプトが完了していないことに気づかず画面をタップしてしまうことは十分に考えられます。したが
って開発者は、スクリプトステップに［ユーザによる強制終了を許可［オフ］］を設定しなければならない場合
が多くなります。 
 
また、FileMaker Go でサポートされていないスクリプトステップが組み込まれていると、スクリプトは期待した
通りに動作しない可能性があります。FileMaker Go では、サポートされていないステップは 2 とおりの方法で
処理されます。あまり悪影響がないスクリプトステップについては、単純に無視してスクリプトの実行が続けら
れます。これに該当するステップがあったかどうかは、Get (最終エラー) = 3 で確認できます。 
 
データベースに悪影響を及ぼす可能性があるスクリプトステップ（［検索／置換を実行］など）については、警
告メッセージが表示されます。その場合、ユーザによる強制終了がオンであれば、処理を継続するか中止するか
を選択できます。ユーザによる強制終了がオフの場合は、問題のスクリプトステップを無視して残りの部分が実
行されます。開発者は、データベースを作成した後、データベースのテストを実行してデータベースデザインレ
ポートを調べ、FileMaker Go で実行できないスクリプトステップがないかどうか確認する必要があります。 
 
FileMaker Go 上でのスクリプトに対するアプローチについては、後でさらに説明します。 
 
スクリプトの動作の違いに関しては、たとえば、次のような点に注意する必要があります。 
 
• ［メールを送信］スクリプトステップをダイアログなしで実行することはできません。メールは画面に表示

され、手動の操作によって送信されます。これは SMTP 経由で送信されるメールには適用されません。 
• ［フィールド内容の全置換］が使用されているスクリプトの場合、FileMaker Go 上ではユーザによるフィ

ールドおよび置換データの指定ができなくなります。［フィールド内容の全置換］ステップは、[ダイアログ
なしで実行]のチェックが外れている場合は実行されません。 

• デバイス上のキーボードが表示されていないときに［全てを選択］および［選択範囲を設定］スクリプトス
テップが実行された場合、テキストはハイライトされません。 

• Google マップの URL を指定した［URLを開く］ステップが実行されると、ブラウザが開きます。その状
態から［Safari で開く］を選ぶと、Google マップの URL が開きます。 

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

FileMaker Go がバックグラウンド動作に移行すると、その時点で実行中のスクリプトはすべて一時中断されます。
FileMaker Go が再度アクティブになると、中断されたスクリプトの実行が再開されます。この動作は、
FileMaker Server 上にホストされているソリューションについても（ホストとの接続が再度確立される場合には）
同様です。 
 
スクリプトトリガ 
OnTimer を含むスクリプトトリガは、FileMaker Go がサポートしているステップが使用されていれば、
FileMaker Go 上でも正常に動作します。例については、後述の「モバイルデバイスに対応したスクリプトの作成」
を参照してください。 
 
計算式 
FileMaker Go 上でも計算エンジンの全機能を使用することができます。ただし、プラグインを使用することはで
きません。再帰関数を含むカスタム関数もサポートされていて、スタック限界も FileMaker Pro と同じです。モ
バイルデバイスの処理機能には限界があるため、関連データを操作するような式については考慮が必要です。ま
た、結果を保存しない計算式の使用も控える必要があります。これについては、パフォーマンスの部分で後述し
ます。次の式には変更があるので注意してください。 
 
• Get（システムプラットフォーム）をモバイルデバイス上で実行すると 3が返されます。 
• Get（アプリケーションバージョン）を iPhone または iPod Touch 上で実行すると「Go 12.x.x」が、iPad

上で実行すると「Go_iPad 12.x.x」が返されます。 
• 押す対象がないときに Get（トリガ修飾キー）や Get（アクティブ修飾キー）を実行しても修飾キー情報は

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

FileMaker Go で実行すると異なる結果が返される関数がある一方、モバイルアプリケーションで使用すると非常
に役立つ追加の関数もあります。次の関数がそうです。 
 
Get（UUID）関数は、36 文字からなる一意の文字列を返します。FileMaker Pro および FileMaker Go のユー
ザにレコードを作成させ、それをデータベースのマスタコピーと同期する必要がある場合、主キーを作成する際
に非常に便利です。非保存計算で使用する場合は、関数を評価するたびに異なる新しい文字列が返されることに
注意してください。そのため、主キーとして使用する場合は、［入力値の自動化］の［計算値］として作成し、
［フィールドに既存の値が存在する場合は置き換えない］の選択は解除しておいてください。 
 
Location（精度{;タイムアウト}）および LocationValues（精度{;タイムアウト}）関数は、位置データを返しま
す。これらについて詳しくは、「位置情報の活用」で後述します。 
 
Get（持続 ID）関数は、FileMaker Pro または Go を実行しているデバイスを特定する一意の識別子を返します。 
 
カスタムメニュー 
FileMaker Pro の多くのメニューがない、または該当しないという理由により、必然的に、FileMaker Go でのカ
スタムメニューのサポートは限定的なものとなります。次のメニュー項目は、変更または上書きすることができ
ます。 

• ブラウズモードの  メニュー 
o 全レコードを表示 
o 対象外レコードを表示 
o レコードを対象外に 
o レコードをソート 
o 検索モードに切り替え 

• 検索モードの メニュー 
o 全レコードを表示 
o 対象外レコードを表示 
o 対象レコードの絞り込み 
o 対象レコードの拡大 
o 検索実行 
o 検索モード終了 

• 検索モードの メニュー 
o 新規検索条件 
o 検索条件複製 
o 検索条件削除 
o 検索条件復帰 

• メニュー 
o 新規レコード 
o レコード複製 
o レコード削除 
o 対象レコード削除 
o レコード復帰 
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•  ツールのポップオーバーダイアログ 
o ウインドウ内容の再表示 
o 保存／送信 
o 表示方法の切り替え 
o 印刷（PDF を含む） 

 
［クイック検索］［レコード保存］［レコード終了］の各メニュー項目を変更することはできません。データベ
ースにカスタムメニューを追加することも、メニューやメニュー項目を削除することもできません。カスタムメ
ニューに含まれていないメニュー項目もグレー表示となるだけで、表示から削除されることはありません。さら
には、カスタムメニュー内でアンパサンド（&）を使用することもできません。 
 
レコードのインポート 
他の FileMaker ファイルからデータをインポートするための［レコードのインポート］ステップを使ったスクリ
プトもサポートされています。［レコードのインポート］ステップでは、次の処理を行うことができます。 
 
• ホストされているファイル（FileMaker Server によってホストされているか、または FileMaker Pro や

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

• ローカルデータベースに保存されているレコードをホストされているファイルにインポートすることができ
ます。 

• ホストされているファイルから別のホストされているファイルにレコードをインポートすることができます。 
• ローカルデータベースから別のローカルデータベースにレコードをインポートすることができます。 
• 同一ファイル内の別のテーブルにレコードをインポートすることができます。 
重要：FileMaker Go でレコードをインポートする場合は、あらかじめフィールドの相関関係とインポート順を設
定しておかなければなりません。インポート処理の際にテーブルを新規作成することはできません。詳細につい
ては、FileMaker Go の開発ガイドを参照してください。 
 
レコードのエクスポート 
FileMaker Go ではレコードのエクスポートを行うことができますが、次のファイル形式はサポートされていませ
ん。 
 

 

 
レコードのエクスポート処理は、スクリプト（FileMaker Pro で作成したもの）によって実行することも、［ツ
ール］メニューにある［エクスポート］を使用して手動で実行することもできます。エクスポートはサポートさ
れていますが、次の動作に注意が必要です。 
 
• ［ツール］-［エクスポート］からは、現在のレイアウト上のフィールドのみエクスポートできます。スクリ

プトでエクスポートを実行する場合、この制限は適用されません。現在のレイアウトのソーステーブルに属
するフィールドまたは関連フィールドすべてのデータをエクスポートできます。 

• ［エクスポート設定］ダイアログボックスの［フィールド］をクリックして表示される［フィールドを選択］
ダイアログボックスには、フィールドは常に名前順で表示されます。 

• スクリプトによるエクスポート処理で［エクスポート設定］ダイアログが表示される場合は、事前に選択さ
れているフィールドがあればフィールドリストの最初に表示されます。選択されていない利用可能フィール
ドはその下に表示されます。いずれのフィールドリストもフィールド名順に表示されます。 

サポートされているファイル形式 サポートされないファイル形式 
TAB FileMaker 
CSV XML 
DBF (ASCII) Excel XLS 
Merge  
HTML  
Excel XLSX (UTF-16)  
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• 関連テーブルから引用されたフィールドの名前は、そのフィールドが関連テーブルから引用されていること
を示すために 2つのコロン（::）で始まります。 

オブジェクトフィールドはフィールドリストに表示され、ドラッグ可能ですが、選択はできません。オブジェク
トフィールドの内容をエクスポートする場合は、フィールドをタップするとエクスポートオプションが表示され
ます。 
 
フィールド内容のエクスポート 
フィールド内容のエクスポートを実行するには、スクリプトを使用するか、アプリケーション右上の［ツール］

メニュー（  ）をタップし、［保存／送信］メニュー項目をタップし、その後［フィールド内容］をタップし
ます。すると、現在の（単一の）レコードで選択されているフィールドの内容がエクスポートされます。エクス
ポートしたフィールド内容に関しては、メール送信、表示および保存を行うことができます。フィールド内容を
保存すると、［デバイス上のファイル］のリストに追加されます。 
 
たとえば、1 つのテキストフィールドに大量のテキストが入力されるようなソリューションの中で、ユーザがそ
の内容を簡単な操作でエクスポートして同僚にメールすることができます。また、スクリプトを使って同様の処
理を実行することもできます。 
 
参考：オブジェクトフィールドの場合は、フィールド内容をエクスポートする方法がやや異なります。詳細につ
いては、前出の「オブジェクトフィールド」セクションを参照してください。 
 
レコードを PDFとして保存 
［レコードを PDF として保存］は、スクリプトによって実行するか、［ツール］メニュー（ ）の［印刷］メ
ニュー項目をタップして実行できます。［フィールド内容のエクスポート］の場合と同様、PDF として保存した
ファイルをメールで送信することができます。また、保存されたファイルは、［デバイス上のファイル］のリス
トに追加されます。［デバイス上のファイル］のリストにアクセスするには、ウインドウメニューを使ってファ
イルブラウザを開きます。FileMaker Pro のスクリプトステップオプションをすべて使用できるわけではない点
に注意してください。たとえば、次のオプションはサポートされていません。 
  
• 既存の PDF へのレコードの追加 
• Acrobat バージョンの選択 
• ［セキュリティ］タブの［印刷］と［編集］オプションの選択 
• 画面読み出しソフトウェアの選択解除 
• ［初期表示形式］タブのオプション 
 
FileMaker Pro の［レコードの保存/送信］-［PDF］機能は、FileMaker Go の場合は［印刷］メニューにあり
ます。現在の FileMaker Go では、印刷時のオブジェクトのスライドや、印刷しないオブジェクトの設定など、
旧バージョンではサポートされていなかった FileMaker Pro の機能を使って PDF を作成することができます。 
 
名前を付けて保存 
FileMaker Go では、デバイス上のローカルデータベースを名前を付けて保存することができます。スクリプトス
テップでは、最適化コピーやクローンコピーもサポートされていますが、メニュー項目を使って最適化コピーや
クローンコピーを保存することはできません。保存したコピーは、FileMaker Go で開いて使用することや、メー
ルで送信することができます。このファイルも［デバイス上のファイル］の一覧に表示されます。この機能は、
FileMaker Go のユーザ間でファイルを共有したり、ファイルのバックアップを保存するときに便利です。社外に
出ているときに、事務所にあるローカルファイルにアクセスするように依頼されたといった場合を想像してみて
ください。この機能を使えば、アクセスしなければならないローカルファイルのコピーを作成し、メールで受け
取ることができます。注意しなければならないのは、ローカルファイルのコピーは、あらゆる意味でオリジナル
のファイルとはリンクされていないという点です。オリジナルファイルにデータ入力してもローカルコピーには
表示されません。 
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URLスキーム 
多くの FileMaker 開発者にお馴染みの「fmp7://<ホスト>/<ファイル名>」という URL スキームは、クリック可
能なリンクからデータベースを開くためのものですが、現在はスクリプト名とパラメータをサポートできるよう
に拡張されています。新しいスキーマ構文の形式は次のとおりです。 
 
FMP://<ホスト>/<ファイル>?script=<スクリプト名>[&param=<パラメータ>][&<$変数名>=<値>] 
 
この URL プロトコルを使用すると、FileMaker Go と他の iOS アプリケーションとの間で通信を行うことができ
ます。たとえば、バーコードをスキャンするアプリケーションがモバイルデバイス上にインストールされている
としましょう。FileMaker Go からこの URL スキームを使って、外部アプリケーションを起動し、バーコードを
スキャンして、FileMaker Go に送り返して、バーコードに対応している製品情報を検索するといった処理を行う
ことができます。 
 
スクリプトステップ、ランタイムファイル、およびその他の微妙な変更 
［環境設定を開く］スクリプトステップを実行すると、FileMaker Go の設定画面（［ツール］メニューから［設
定］を選んだときと同じもの）が開きます。この画面では、ユーザ名の指定、ステータスバーの表示設定、自動
修正の動作設定などを行うことができます。 
 
FileMaker Go では、ユーザが外部キーボードの［tab］キー、［return］キー、［enter］キーを押したとき、
レイアウトフィールドの属性［次のオブジェクトへの移動に使用するキー］が期待通りに動作します。これは
FileMaker Pro のインスペクタを使用して設定するフィールド属性です。iOS の画面に表示されるキーボードに
は［tab］キーや［enter］キーがありませんが、Bluetooth ワイヤレスキーボードには備わっています。
FileMaker Go も、それらのキーに反応します。 
 
切断中にレコードが変更されたことを示すエラーメッセージは若干変更されています。ユーザがホスト上のデー
タベースレコードを編集しているとき、その変更内容が確定されないうちに FileMaker Go がバックグラウンド
動作に移行した場合、FileMaker Go が再度アクティブになった時点で「切断中に他のユーザによってレコードが
変更されたため、レコードの変更内容を保存できない」という意味のエラーメッセージが表示されることがあり
ます。その場合、ユーザがそのままレコードの編集を続けることはできません。まず［復帰］ボタンをタップし
て、サーバ上に格納されている現在のレコード内容に戻す必要があります。 
 
ランタイムソリューションを iOS 上で開くことができるように、FileMaker Go は「.usr」という拡張子のファイ
ルを認識します。通常の FileMaker ドキュメントと区別がつくように、USR ファイルには、やや異なるデザイン
のランタイムファイルアイコンが関連付けられています。 
 
FileMaker Server 
FileMaker Go では、FileMaker Server 上でホストされているデータベースの外部 SQL ソースや、FileMaker 
Pro を介して共有されているデータベースの外部 SQL ソースにアクセスできます。その際のアクセスには ESS
（外部 SQL ソース）機能を使用します。FileMaker Go でも FileMaker Pro の場合と同じく、ESS は、
FileMaker Server マシンまたは FileMaker Pro デスクトップマシン上の ODBC ドライバを使用してサポートさ
れています。iOS 用の ODBC ドライバは今のところ存在しないため、iPad や iPhone のローカルに保存されてい
るデータベースが SQL ソースに直接アクセスすることはできません。 
 
FileMaker Server Admin Console には、接続中の FileMaker Go クライアントは「Go 12.x.x」または「Go 
iPad 12.x.x」のように表示されます。 
 
データベースホストから送られる「ファイルのクローズ依頼」メッセージには、カウントダウンタイマがありま
せん。FileMaker Go は、ファイルを閉じるよう指示するメッセージをユーザに対して表示し、30 秒間応答がな
い場合はファイルを閉じます。 
 

サポートされない機能 
 
データベース構造（スキーマ）の変更 
［データベースの管理］ダイアログを含め、［管理］メニューのオプションにアクセスすることはできません。
FileMaker Go で使用するデータベースの開発作業は、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced で行う
必要があります。ここでいう開発作業には、テーブル、フィールド、セキュリティオプション、リレーションシ
ップの変更も含まれます。 
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レイアウトモードと構造の変更 
FileMaker Go には、レイアウトモードはありません。したがって、レイアウトやレイアウト設定を変更すること
もできません。同様に、スクリプト、値一覧、カスタムメニュー、カスタム関数等の編集機能もありません。フ
ィールドの［コントロールスタイル］でカスタム値の値一覧は、［値一覧の編集を許可］が選択されている場合
のみ変更が可能です。他の形式の値一覧の変更はサポートされていません。 
 
したがって、［レイアウト］メニューに表示されないレイアウトにもアクセスできないという点に注意してくだ
さい。ただし、FileMaker Go 上でも、そのようなレイアウトにスクリプトやナビゲーション用ボタンを使ってア
クセスすることは可能です。 
 
プラグイン 
プラグインはサポートされていません。 
 
Cocoa 
開発時にネイティブアプリケーションの Objective-C および Cocoa ライブラリ項目を使用することができない
ため、FileMaker Go から iPad や iPhone のプログラミング環境にアクセスすることはできません。 
 
ホストおよび共有 
FileMaker Go は、どのようなファイルの共有およびホスティングも行うことはできません。iOS デバイスのロー
カルに保存されているファイルは、そのデバイスのユーザだけが使用できます。 
 
レコードの保存／送信 
［レコードの保存／送信］-［Excel］はサポートされていません。ただし、Excel ファイルが必要な場合、.xlsx
形式の Excel ブックにエクスポートすることは可能です（前出のエクスポートに関するセクションを参照してく
ださい）。 
 
 

パフォーマンスに関する考察 
FileMaker Pro の場合と同様、FileMaker Go データベースの開発時には、ネットワーク速度と動作速度の両方を
考慮しなければなりません。FileMaker Go のパフォーマンスは、何にも増してネットワーク接続に依存します。
3G ネットワーク上でのレコードの作成や確定には、予想以上に時間がかかります。また、小計やソートといった
日常的な処理が問題になることもあります。一般に、複数のレコードを対象とした処理や、リレーションシップ
の照合フィールドに関連した処理に関しては、そのパフォーマンスを十分にテストし、評価する必要があります。 
 
パフォーマンスに関する推奨事項 
長いループスクリプトは避けてください。特にレコードを開き、データを確定するような操作は厳禁です。比較
的大きなデータブロックを操作する場合は、後述のスクリプトに関する説明における方策を検討するか、モバイ
ル上では時間がかかりすぎるルーチンを FileMaker Pro 上で実行することを検討してください。 
 
小計レポートを生成する際に対象レコードが大きくなりすぎないように注意してください。大きな対象レコード
をリスト形式で表示し、一つ以上の小計パートを配置すると、レコードがソートされ、小計が算出されるまでユ
ーザを待たせることになります。小計パートを削除してリストレイアウトを単純化するか、スクリプトトリガや
ナビゲーション要素を使って対象レコードのサイズを軽減するための何らかの方策を講じる必要があります。 
 
レイアウト上に画像やグラフィックを配置する場合は、できる限り圧縮してください。 
 
ポータルのソートや、リレーションシップを使ったソートには、十分な注意が必要です。LAN 上ではポータルの
ソートが期待通りのパフォーマンスを発揮しますが、WAN 接続で FileMaker Pro や FileMaker Go を使用する
と、ポータルのソートを伴うレイアウトの表示にかなりの時間がかかります。 
 
弊社によるベンチマークテストでは、MacBook Pro を Wi-Fi 経由で WAN に接続した場合、パフォーマンスは
iPhone や iPad 上の FileMaker Go と同程度になりました。3G での接続における帯域幅の小ささを別にしても、
複雑な計算式の繰り返しというようなローカルの処理能力に依存する処理を実行すると、あきらかに遅さを感じ
ます。したがって、高い処理能力を必要とする処理をどこまでサーバに負わせることができるのかが重要になり
ます。たとえば、350,000 レコードの未ソートフィールドに対する検索では、LAN 接続の Dual Quad Core 
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Mac Pro も、WAN 接続の MacBook Pro も、WAN 接続のモバイルデバイスもほとんど同じパフォーマンスを
示します。これとは対照的に、リスト形式で表示した 300 レコードの計算フィールドに意図的に崩した繰り返し
関数を表示した場合、それが繰り返し限界に到達するまでの時間は、LAN接続のMacBook Pro では 1秒未満、
WAN接続のMacBook Pro では 10 秒未満でしたが、iPad および iPhone では 10 分以上を必要としました。こ
のテストに使用したソフトウェアがベータ版であるということが原因であることも考えられますが、プロセッサ
集約型のタスクに関しては注意が必要であるという事実に変わりはありません。3G ネットワークで同様のテスト
を行うと、パフォーマンスがさらに低下します。 
 
常識かも知れませんが、画面の広さが限られていることを理由にして、レイアウトに表示する項目を減らすこと
をお勧めします。レイアウト上の非保存の計算フィールドや関連フィールドがいくつあるのかを詳細に検討する
とともに、集計フィールドの使用にも十分に注意する必要があります。こうした考察は、FileMaker Go を対象に
設計するソリューションだけでなく、WAN 接続の FileMaker Pro ソリューションの設計にも有効です。このテ
クニカルブリーフでは、WANに対する最適化の重要性を指摘するに留め、最適化の方法については触れません。 
 
FileMaker Go のインタフェースの調整 
FileMaker Go を使って単純に既存の FileMaker Pro データベースを開くことは可能ですが、iPhone や iPad で
は、利用できる画面の広さが限られているため、iOS に対して最適化したレイアウトやワークフローの作成が必
要になります。 
 
Mac OS と Windows ではテキストやオブジェクトの表示方法が若干異なるため、それを考慮する必要があるの
と同様、iOS の場合もフォントやオブジェクトを表示する領域に若干の余裕を持たせる必要があります。多少の
スケーリングが発生するため、デスクトッププラットフォームの場合と同様にレイアウトの外観を実機で確認し
てださい。FileMaker Go の場合は、レイアウトが整数倍でスケーリングされるため（たとえば、モバイルの画面
に押し込むために 64%に縮小するなど）、このテストの重要性はさらに高まります。こうしたスケーリングの結
果、FileMaker Pro 上の倍率 100%の 72dpi での表示に比較すると、オブジェクトや部品の整列が崩れることが
あります。たとえば、iPhone 上では、行の高さ（ピクセル数）によっては、リスト形式で表示した各行の間に
FileMaker Pro では表示されなかった細い線が表示されることがあります。やはり、利用環境として想定するす
べてのプラットフォーム上でソリューションをテストすることが重要です。 
 
FileMaker Go では、ズームを行うためのダブルタップ、ズームされた画面を移動するためのピンチやスワイプと
いったジェスチャーがサポートされていますが、既存の FileMaker Pro ソリューションとの互換性を保つために、
こうしたジェスチャーに依存しすぎないように注意する必要があります。FileMaker プラットフォームは、クロ
スプラットフォームの互換性の高さを重要な特長の一つとしてきました。FileMaker Go の登場によって、開発時
にプラットフォーム間の微妙な違いを考慮する必要が浮上したことは確かですが、大部分の差異は FileMaker に
よって自動的に吸収されています。こうした理由から、開発者は、iOS の一部のタッチインタフェース操作を使
用できないようになっています。 
 
アップルから提供されている iOS のヒューマンインタフェースガイドラインは、非常に参考になる資料です。
FileMaker Go に該当しないガイドラインも多く示されていますが、注意事項を理解するための助けとして一読を
お勧めします。このガイドラインは、以下から入手することができます。 
 
iPad 向け（英語）： 
http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/General/Conceptual/iPadHIG/index.html 
 
iPhone 向け（英語）： 
http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/ 
 
Web アプリケーション向け（英語）： 
http://developer.apple.com/safari/library/documentation/InternetWeb/Conceptual/iPhoneWebAppHIG/ 
 
iOSヒューマンインターフェース ガイドライン（日本語） 
https://developer.apple.com/jp/devcenter/ios/library/documentation/MobileHIG.pdf 
 
 
アイコン 
FileMaker Go からのデータベースへのアクセスには、特別な制限はありませんが、標準といったものは存在しま
す。こうした標準には、アップルの実践と推奨事項からくる公式なものと、iOS プラットフォームに固有の非公
式なものがあります。 
 
たとえば、プラス（＋）のアイコンは、データベースに何かを追加することやピッカー機能を起動することを示
すためによく使用されます。また、丸で囲んだ「>」は、しばしば詳細表示のアイコンとして使用されますし、ゴ
ミ箱は、丸で囲んだ「x」やスラッシュと同様に削除を意味します。拡大鏡は検索機能を示し、上向きの曲線矢印
は、データの送信を表します。 

http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/General/Conceptual/iPadHIG/index.html
http://developer.apple.com/iphone/library/documentation/userexperience/conceptual/mobilehig/
http://developer.apple.com/safari/library/documentation/InternetWeb/Conceptual/iPhoneWebAppHIG/
https://developer.apple.com/jp/devcenter/ios/library/documentation/MobileHIG.pdf
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表 10-1 は、iPhone のヒューマンインタフェースガイドラインから引用したもので、iPhone プラットフォーム
のツールバーやナビゲーションバーに表示されるボタンの一部を示しています。 

 
ボタン 意味 名前 

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

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

 
新規メッセージビューを編集モードで開きます。 Compose 

 
アプリケーション固有のブックマークを表示します。 Bookmarks 

 
検索フィールドを表示します。 Search 

 
新しい項目を作成します。 Add 

 
現在の項目を削除します。 Trash 

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

 
項目を別の場所に移動または誘導します。 Reply 

 
現在の処理またはタスクを停止します。 Stop 

 
コンテンツを更新します 
（必要なときだけ使用し、通常は自動的に更新します）。 Refresh 

 
メディアの再生またはスライドを開始します。 Play 

 
メディアの再生またはスライドを早送りします。 FastForward 

 
メディアの再生またはスライドを一時停止します。 Pause 

 
メディアの再生またはスライドを巻き戻します。 Rewind 

 
こうしたアイコンは、iPhone や iPad のユーザにとっては馴染み深いものですが、iOS 形式のインタフェースを
再現しようとしすぎるのは考えものです。FileMaker Go の動作はネイティブのアプリケーションとは異なります
し、なんといっても FileMaker のパラダイムに属するデータベースに接続して使用しているという点をユーザに
常に意識してもらう必要があります。また、iOS デバイス特有の操作方法に特化しすぎると、デスクトップでも
FileMaker Pro を使用するユーザにとっては、使いにくいものになりかねません。とは言え、ユーザの予測性を
引き上げ、直感的ですでに馴染み深いアプリケーションの間で共通に使用されているようなインタフェースを作
ることは重要です。 
 
ログアウトボタン 
FileMaker Go のテスト段階において、ホームボタンを押す前に開かれているすべてのファイルを閉じ、さらに
FileMaker Go を閉じるという操作を行っていたのは一部の慎重なユーザだけで、ほとんどのユーザが FileMaker 
Go の作業が終了した時点で、次のことを考えることなくホームボタンを押していました。慎重な終了方法をとる
ことが必要なデータベースであっても、ユーザに特定の動作を確実に実行させたり、強制したりすることはでき
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ません。ただし、インタフェース画面の上部に比較的大きな［ログアウト］ボタンや［終了］ボタンを配置して
おくことにより、そのボタンの使用を習慣づけるように仕向けることは可能です。 
 
更新／リクエストベースの処理 
一般に、モバイルデバイスのユーザは、サーバから最新のデータを取り込むために更新ボタンをタップすること
に抵抗がありません。これは、接続を前提とした多くの Web ベースのモバイルアプリケーションに共通する要素
です。この方法を採用することによって、FileMaker 開発者の可能性の世界が開きます。多くの FileMaker Pro
ユーザ、特に LAN 上で作業する FileMaker Pro ユーザは、このような更新操作が要求されることに慣れていま
せん。一方、モバイルユーザにとっては、この操作は受け入れやすいものであるだけでなく実際的なメリットが
あります。ユーザは、データを待つことができるようになった段階で明示的に選択することができ、パフォーマ
ンス集約的な処理が完了した時点で明示的に要求することができます。 
 
たとえば、従業員の経費とその小計値レポートを表示するデータベースといったものを想像してみてください。
標準の小計リスト形式では、FileMaker Go ユーザがレイアウトを開くたびにリストを書き直し、小計値を計算し
直します。モバイルユーザやWANユーザにとってこの動作は、パフォーマンスの低下を引き起こします。 
 

 
モバイルデバイス上のデータを手動で更新するという考え方は、モバイルユーザにとっては FileMaker Pro ユー
ザよりも普通のことです。そこで開発者は、ライブ小計機能ではなく保存された小計値を使用するリスト表示を
作成し、ユーザから明示的に新しいデータの取得が要求されたときにデータを更新するというインタフェースを
提供することが考えられます。この例では、データのグループ化と小計表示を行うためのコントロールが上部に
追加されています。 
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このようなメカニズムを採用するかどうかは、データベースに対する開発者のアプローチ方法と、ユーザの期待
に依存します。これは、開発者がパフォーマンスの問題を解決するとともにモバイルデバイスの操作性の違いを
吸収するために検討することができるインタフェースの調整の一例です。FileMaker Pro ユーザに対しては、
WAN接続で使用する場合にむしろメリットがある、という説明ができます。 
 
レイアウト要素のサイズ 
iPad や iPhone では、ポインティングデバイスが人の指となるため、マウスのポインタに比較して精度が落ちま
す。こうした理由から、ボタン、フィールドの高さ、リストビューやポータルでの行の高さなど、レイアウトオ
ブジェクトのサイズの変更を検討しなければならなくなることがあります。 
 
アップルの iPhone に関するヒューマンインタフェースガイドラインでは、17 ポイントから 22 ポイントのフォ
ントを使用することが推奨されています。FileMaker においては、Mac OS X 上で Helvetica を使用した場合、
フォントの縦のピクセル寸法は指定されたポイントサイズよりも 2 ピクセルほど大きくなります。下図でフォン
トの背景に表示されているグレーのボックスは、各行のフォントのポイントサイズを示しています。 
 
実際には、たいていのラベルは、ボタンやフィールドテキストよりも小さくすることができます。ラベルは操作
する必要がないので、編集やクリックが必要なテキストの場合と違って、人の指先のサイズはあまり問題になり
ません。 
 
同様に、ポータルやリストビューにおける行の高さは、34 ポイントから 42 ポイントまでが適当とされています。 
 
また、ボタンのヒット領域は、最低でも 32 ポイント四方あることが望ましく、iPad や iPhone のほとんどのユ
ーザが使いやすいと感じるように 52ピクセルまで大きくしてよいとされています。 
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上図は、フォーム形式とリスト形式にとって妥当と思われるレイアウトが施された iPad 用のインタフェース例で
す。なお、この例の背景には、非常に圧縮率の高い JPG 画像が使用されています。 
 

 
 
上の例は、アップルのガイドラインに従って作成した、iPhone に表示する経費レポートのレイアウトです。 
 
これは、推奨事項に過ぎないという点に注意してください。インタフェースは、データベースを使用する人のニ
ーズに応じて作成する必要があります。本書の目的は、開発者のコミュニティに新たな教条主義を持ち込むこと
ではありません。 
 
同様に、こうしたインタフェースは、iPad や iPhone のユーザを主な対象としたもので、デスクトップ上で
FileMaker Pro を使用するユーザにとっては不適切なものとなる可能性があります。普遍性と互換性、つまり、
単一のレイアウトを Mac OS のユーザも、Windows のユーザも、iPhone や iPad のユーザも利用できることが、
FileMaker プラットフォームの重要な特長です。iOS 風に特化したレイアウトを採用してデスクトップユーザを
排斥しなくても、ピンチズームやスワイプスクロールをうまく活用すれば、共通性を保ちつつも使いやすいイン
タフェースを実現できます。 
 
最後に強調したいのは、使用時間が短いインタフェースや使用頻度が低いインタフェースであれば、既存のデザ
インそのままで間に合わせられる可能性もあるということです。多くのユーザが、iPhone を使用してデスクトッ
プサイズの Web サイトを問題なくブラウズしています。同じように、FileMaker Pro のインタフェースを
FileMaker Go で使うことは不可能ではありません。デバイス固有のインタフェースを採用すると、使い勝手も良
くなり、モバイルでの生産性が向上しますが、タッチに特定、あるいは画面サイズに特定することによるメリッ
トとそれを作成し、維持・管理するための労力とを比較検討する必要があります。 
 
オブジェクトの自動サイズ設定とデバイスの向き 
FileMaker Pro では、インスペクタの［位置］タブにある［自動サイズ調整］設定を使用してレイアウトオブジ
ェクトの自動サイズ設定ができます。この機能をあまり多用したことがない開発者は、FileMaker Go のために自
動サイズ設定のノウハウを身につける必要があると考えられます。ユーザは、いつでもデバイスの向き（縦から
横または横から縦）を変更することができ、FileMaker Go はデバイスの姿勢に応じて現在のレイアウトを書き換
えます。このときにスムーズなサイズ変更ができるようにするには、最大公約数的な最低寸法を持ったレイアウ
トを作成する必要があります。 
 
画面寸法 
参考のために、各種条件における FileMaker Go の画面寸法を示しておきます。 
 
リスト形式では、画面の左側に選択インジケータを表示するために 3 ポイント分の領域がとられるということを
忘れないでください。この部分は、Get（ウインドウ内容幅）から報告される値には反映されていません。また、
以下に示す寸法からも差し引かれていません。 
 
 縦長 横長 
 ツールバーあり ツールバーなし ツールバーあり ツールバーなし 
iPad 768W x 929H 768W x 973H 1024W x 673H 1024W x 717H 
iPhone 320W x 385H 320W x 429H 480W x 255H 480W x 289H 
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ユーザがデバイスをどの向きにしているのか、また、どれくらいの画面領域を利用できるのかは、Get（ウインド
ウ内容幅）および Get（ウインドウ内容高さ）を使用し、幅と高さを比較することによって確認できます。これ
らの値は、ズームレベルに関係なく FileMaker Go から報告されることに注意してください。 
 
ウインドウ管理 
FileMaker Go の動作は、Windows の最大化モードで FileMaker Pro を使用した場合と似ており、表示される
FileMaker Go ウインドウは一度に一つだけです。モバイルユーザは、画面上に二つのウインドウを並べて表示す
ることや、それらの間をクリックによって移動することはできません。ウインドウ管理は Mobile Safari に似た
方法で行われます。一度に表示されるウインドウは一つですが、複数のウインドウを切り替えて表示することは
簡単にできます。 
 
FileMaker Go では、ウインドウを隠すことに意味がありません。ウインドウを隠したとしても、そのウインドウ
は隠されていないウインドウと同じ動作を示します。小型の浮動ウインドウであるポップアップや疑似モーダル
ダイアログも画面いっぱいに表示されます。処理用の非表示ウインドウの描画も、画面外で実行されるのではな
く、フォーカスされているときは完全に表示されます。画面外でのウインドウ描画処理に依存するスクリプトを
実行すると、画面外にあるはずのウインドウがユーザに対して表示されてしまいます。その状態は、元のウイン
ドウにフォーカスを戻す操作がスクリプトによって実行されるまで続きます。開発者によっては、これによって
スクリプトの作成方法にかなりの影響が出ると考えられます。 
 
こうした理由から、主要な機能に関しては単一のウインドウを集中的に使用するようにソリューションを設計す
ることをお勧めします。 
 
ズームの管理 
FileMaker Go は、ウインドウのズーム設定に関しても動作が多少異なります。レイアウトに対してズーム設定を
行うと、設定が変更されるまでそのズーム設定が保持されます。FileMaker Pro の場合はズーム設定がウインド
ウに適用され、レイアウトが切り替えられてもズーム設定が変化しません。この点はやや違いがあります。 
 
また、レイアウトが画面全体を占有しないようにズームレベルを小さく設定するスクリプトを作成したとしても、
FileMaker Go では、レイアウト全体が画面に収まるぎりぎりのレベルまでしか実際には小さくなりません。した
がって、レイアウトをズームアウトしてサムネールのように表示することはできません。 
 
たとえば、画面の表示範囲を超えているレイアウトを表示し、その画面をピンチによって縮小したとしても、画
面に収まるサイズよりも小さくすることはできません。そのサイズが 73%だとすると、73%までに制限されます。
たとえば、スクリプトを使って 73%を下回る 50%などのズームレベルを設定しても、73%までしかズームアウ
トすることができません。 
 
Get（ウインドウのズームレベル）は、画面のズームレベルを整数値で返します。ただし FileMaker Pro では、
ユーザ設定でもスクリプトによる設定でも 25%、50%といった増分でしか変更することはできません。 
 
ズームレベルのロックは、リストビューでは横スクロールの発生を抑えるのに役立つ場合があります。FileMaker 
Pro では、スクリプトを使ってズームレベルを設定することがよく行われますが、モバイルデバイスでは、ユー
ザが自分の必要に応じて、ピンチ操作で動的にズームレベルを変更するのが一般的です。そのため、スクリプト
で設定するのではなくユーザにズームレベルの設定を任せることがベストプラクティスと言える可能性がありま
す。 
 

モバイルの世界でのスクリプト 
前述のように、FileMaker Go では、［ユーザによる強制終了を許可］が設定されているかどうかに関係なく、い
つでもスクリプトの実行を一時停止できるということを常に考慮する必要があります。iPhone で電話の着信があ
った場合や、ホームボタンがタップされた場合、iOS によって FileMaker Go はバックグラウンドに回され、実
行中のスクリプトはすべて一時停止します。再度フォアグラウンドに戻ると、FileMaker Go は、一時停止中のス
クリプトをすぐに再開しようとします。データベースとの接続が再度確立されると（たとえば、FileMaker 
Server 上のソリューションにアクセスできると）、スクリプトの処理が続行されます。 
 
パフォーマンスについても考慮が必要です。FileMaker Pro では、スクリプトを多用して念入りに仕上げられた
ソリューションを実現することも可能ですが、ここに FileMaker Go が加わると、「気の利いたユーザインタフ
ェースの演出」やデータ集約的な処理をどこまで使用するかを慎重に判断することが必要になるため、開発者の
ストレスが大きくなります。 
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テスト結果から判断する限り、FileMaker Go では、レコードの確定が他の処理に比較してよりネットワークに依
存する処理となります。たとえば、対象レコードのフィールドデータを変更するループ型のスクリプトを使用す
る場合には、二つの問題を考慮する必要があります。 
 

1. ホームボタン、電話の着信、ネットワークの切断などが原因でスクリプトの実行が中断する場合。 
2. 結果が出るのをユーザが待ちきれない場合（特に 3G/Edge ネットワーク経由での使用時）。 

 
この場合、スクリプトの動作を十分に考慮しておかないと、データの多くが変更されない状態のまま残ってしま
います。FileMaker Go の場合、スクリプトが必ず完了するという保証はないという点に特に注意が必要です。デ
ータの変更を伴うスクリプトを記述する際には、FileMaker Go の特性を十分に考慮し、慎重に行う必要がありま
す。「関連レコードをロックするトランザクション」および「サーバサイドのキューイング」のセクションでは、
これに関するいろいろなテクニックを説明しています。 
 
モバイルの世界では、レスポンスが極端に低くなるという事実をなげく前に、「外回り」の人間が大型のバッチ
スクリプトを使用することはめったにないという事実を考慮すべきです。もちろんこれは大きな関心事であり、
この技術概要書でもいくつかの解決策を提案していますが、実用的には、モバイルネットワークの限界を開発者
が吸収しなければならないのもまた事実です。開発者としては、負担の大きな処理を FileMaker Pro や
FileMaker Server に任せることを検討しなければなりません。 
 
 
スクリプトの作成方針 
モバイルデバイスからアクセスされるデータベース、より汎用的には WAN 経由でアクセスされるデータベース
向けにデータ処理スクリプトを記述する際には、いくつかの留意点があります。以下のテクニックは、こうした
ことを考慮したものですが、必ずしも唯一の、あるいは普遍的に正しいアプローチというわけではありません。 
 
プラットフォームを対象としたテスト 
些細ですが理解しておかなければならない重要なポイントとして、FileMaker Go 上でデータベースを開く際に追
加のアクセス権が必要になることはないという点を挙げることができます。FileMaker Pro でファイルを開くこ
とができるユーザであれば、FileMaker Go でもファイルを開くことができます。多くの場合、複雑なデータベー
スソリューションには、FileMaker Go 上で使用する前にテストしておかなければならないスクリプトが含まれて
います。また、互換性を確認するまでは、モバイルユーザからのデータベースへの接続を禁止しておきたいとい
う意向があることも考えられます。 
 
前述のように、ユーザがどのプラットフォームを使用しているのかは、Get（アプリケーションバージョン）で確
認することができます。この関数は、iPhone または iPod touch 上で実行すると「Go 12.x.x」を返し、iPad で
実行すると「Go_iPad 12.x.x」を返します。また、Get（システムプラットフォーム）関数も使用できます。モ
バイルデバイス上の FileMaker Go で実行すると、この関数は「3」を返します。 
 
ファイルを開くときのスクリプトに次のような If ステップを追加すると、モバイルユーザがデータベースにアク
セスするのを実質的に防止できます。 
 

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

End If 
 
OnTimer スクリプト 
OnTimer によってトリガされるスクリプトは、指定した間隔で何かを実行したいときに使用します。OnTimer
スクリプトと他のスクリプトとの重要な相違点は、ユーザによってホームボタンが押された場合や、電話の着信
があったために FileMaker Go が強制的に閉じられた場合の動作にあります。OnTimer スクリプトステップによ
ってトリガされたスクリプトは、途中でアプリケーションが閉じられた場合でも、正確に経過時間を計測できる
スマートな作りになっています。 
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たとえば、FileMaker Go を使って日常の会合予定を管理し、会合予定の 10 分前にアラームを出力したいとしま
す。この処理に OnTimer スクリプトを使用すると、途中で外部から電話の着信があっても、設定した時間にアラ
ームが出力されます。他のトリガおよびスクリプトでは、FileMaker Go が閉じられているときに処理を継続する
ことはできません。OnTimer スクリプトには、［ユーザによる強制終了を許可［オフ］］ステップを忘れずに追
加しておく必要があります。［ユーザによる強制終了を許可［オフ］］ステップが追加されていないと、スクリ
プトが中止されてしまうため、もう一度トリガできる状態にしないと、OnTimer スクリプトは動作しません。
FileMaker Go におけるOnTimer トリガの利用方法はいろいろ考えられますが、これはほんの一例です。 
 
位置情報の活用 
営業チームが、訪問ルートに沿って移動しながらデータを入力して顧客の位置を「スタンプ」していくことや、
移動の道のりを（少なくとも直線距離で）把握するといった操作が、すべて FileMaker の中だけで可能だとした
らどうでしょう。FileMaker Pro でソリューションを開発する際、モバイルの位置情報に関する二つの関数を使
用すると、これを実現できます。 
 
LocationValues（精度{; タイムアウト}）関数は、GPS、携帯ネットワーク、またはWi-Fi から得られる、現在
の緯度、経度、高度を返します。精度パラメータは位置情報の正確さをコントロールするもので、距離（単位：
メートル）を表す整数値を指定します。たとえば、精度 10 を指定した場合、デバイスの実際の場所は、半径
10mの円に収まる範囲のどこか、ということになります。 
 
参考：取得する位置情報の精度を上げるとパフォーマンスに悪影響が出ることがあります。実際のワークフロー
をテストして、パフォーマンスにどの程度の影響があるかを調べ、必要に応じた精度を使用することをお勧めし
ます。 
 
Location（精度 {; タイムアウト}）も位置データを返す関数ですが、その内容は緯度、経度、水平精度
（ver12.0.5 以降）です。収集するデータの使い道によってはこちらで十分といえます。 
 
FileMaker データベースを開くときのスクリプトと閉じるときのスクリプト 
ファイルを開くときのスクリプトおよびファイルを閉じるときのスクリプトは、FileMaker Pro 上と同じように
動作しますが、ユーザの操作や FileMaker Go の休止状態といった問題があるため、これらへの配慮が必要にな
ります。FileMaker Pro の場合と同様、ファイルを開くときのスクリプトは、FileMaker Go 上でもそのファイル
が最初に開かれるときに実行されます。ただし、前に開いたデータベースを再開するかどうかの確認を求めるダ
イアログボックスに「はい」で応答して FileMaker Go に戻ったときには、終了直前の状態が正確に再現される
ため、ファイルを開くときのスクリプトは実行されません。 
 
同様に、ファイルを閉じるときのスクリプトも特定のファイルの最後のウインドウが閉じられるときに実行され
ますが、ユーザがホームボタンを押した場合や、電話の着信によって処理が中断された場合などは、ファイルを
閉じるときのスクリプトを含むいずれのスクリプトも実行されずに FileMaker Go が閉じられます。 
 
トランザクション用のスクリプト 
トランザクションモデルを使ってスクリプトを作成するというのは、FileMaker Pro にとっては新しい概念です。
開発時には、FileMaker Pro と FileMaker Server との間のネットワークの中断、マルチユーザのレコードロッ
クの問題、検証エラーなどに対処するためにこの手法を使用します。FileMaker Go では、モバイルデバイスと
FileMaker Pro データベースの接続に頻繁に中断が発生するため、この手法の重要性がさらに大きくなります。
この手法においては、FileMaker 上でどのようにデータを確定し、どのように復帰させるのか、FileMaker のレ
イアウトとどのように関連させるのかが鍵となります。 
 
FileMaker の開発者コミュニティに大きく貢献してきた Todd Geist は、複雑なプロセスにおける微細な処理を
確実に実行するためのトランザクションモデルについて語り、文章にもしています。これは、未確定の親レコー
ド上での変更、およびそのポータル内の子レコードに対するすべての変更は、同時に確定され、処理が中断され
た場合には、完全に変更前の状態に戻すというものです。何年もの間使用されてきたテクニックで、上級の開発
者たちに理解されています。モバイルデバイスとホストとの接続は、FileMaker Pro の場合と比較して、持続性
が低下するため、その点も含めて考え直す必要があります。 
 
http://www.geistinteractive.com および  
http://www.geistinteractive.com/content/inventory-transactions には、Todd Geist による情報が掲載され
ています。 
 

http://www.geistinteractive.com
http://www.geistinteractive.com/content/inventory-transactions
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サーバサイドのキューイング 
FileMaker Go にすべてのスクリプト負荷を処理させる代わりに、スクリプトの一部を FileMaker Server やソリ
ューションのサポート用に使用されている FileMaker Pro クライアントマシンで動かすことを考慮してください。
キューイングは、FileMaker の開発者が一般的に使用するテクニックで、非同期処理、ボット処理などの名前で
呼ばれることもあります。サーバサイドの処理は、すべてこの概念に基づいたものです。具体的には、ユーザが
キューにリクエストを埋め込むような何らかの操作を行い、ホストやロボット／クライアントマシン上で定期的
に実行されるデーモンやスケジュール処理で処理するというものです。 
 
このテクニックは、多くの処理時間を必要とするタスクを実行する際にしばしば利用されます。クライアント上
で処理する場合は、処理が終了するまでそのクライアント上で別の処理を行うことができなくなります。モバイ
ルソリューションでは、このテクニックが別の意味を持つようになります。モバイルデバイスでは処理能力が限
定され、接続も断続的なものとなるため、LAN 上で動作させることを前提としたソリューションを設計する場合
と比較して、タスクのキューイングを考慮することが重要になる場面が増えます。 
 
キューイングは、適切なタイミングの「プッシュ」通知を使用できると非常に効果的に機能します。また、この
テクニックに関しては、OnTimer トリガが重要な役割を果たします。OnTimer スクリプトトリガは、
FileMaker Go がアクティブな実行状態になっていないと機能しない点に注意してください。 
 
このテクニックを使用するには、次のように操作します。 
 
1. ボタンをタップするかスクリプトメニューからスクリプトを選択してスクリプトを起動します。 

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

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

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

これは唯一の処理方法というわけでは決してなく、また、コンテキストや対象レコードに関する課題をごまかし
ている部分もないとは言えません。しかし、検討する価値のあるアプローチです。 
 
スクリプトの記録／フラグ設定 
未完了のスクリプトによりデータが不完全な状態で残ることがないようにするためのアプローチとしては、単純
に結果の状態をテストするという方法も考えられます。この考えは、いくつかの方法で実現することができます
が、基本的には、タイムスタンプなどの要素を使ってスクリプトによって変更されたレコードにフラグを立て、
OnTimer スクリプトなどを使ってタイムスタンプのないレコードを定期的にチェックするといった処理になり
ます。未処理のレコードが見つかった場合には、その処理を完了させるためにもう一度スクリプトを実行するか
どうかを問い合わせるためのメッセージをデータベースから発行するなどの処理を行います。 
 
これらの問題に対するアプローチを決定するにあたっては、「常識的な判断」が重要になります。たとえば、ユ
ーザのためにレポートを生成するようなスクリプトを記述する際に、接続が失われてレポートが表示されないと
いった事態の発生を考慮する必要はありません。その場合、データは良好な状態に保たれているため、接続し直
すだけでレポート用のスクリプトを実行できます。 
 
スクリプトの中断による問題に十分に配慮し、それに応じた計画を立てることが重要です。 
 
 

付録 A：サポートされていないスクリプトステップ （「FileMaker 
Go デベロップメントガイド」から抜粋） 
 
FileMaker Go は、いくつかのスクリプトステップをサポートしていません。 
 
サポートされていないスクリプトステップへの対処を行わずにスクリプトを実行すると、予想外の結果が出たり、
データが壊れたりすることがあります。 
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エラーコード 4 
次のスクリプトステップは、コマンドが見つからないことを示すエラーコード 4 を返します。このエラーコード
をチェックするには、Get（最終エラー）を使用します。［ユーザによる強制終了を許可］がオンになっていると、
FileMaker Go からスクリプトの実行を継続するか中止するかの確認を求める警告が表示されます。［ユーザによ
る強制終了を許可］がオフの場合は、［エラー処理］がオンの状態（つまり、エラー表示ダイアログが表示され
ない状態）になっている場合にのみサポートされるスクリプトステップについて警告が表示されます。また、
［ユーザによる強制終了を許可］がオフの場合、ユーザはスクリプトを強制終了できません。 
 
カテゴリ 

o スクリプトステップ 
編集スクリプトステップ 

o 検索／置換を実行 
フィールドスクリプトステップ 

o 索引から挿入 
o ピクチャを挿入 
o QuickTime を挿入 
o ファイルを挿入 

ファイルスクリプトステップ 
o 新規作成 

その他のスクリプトステップ 
o SQL を実行 

切り替え／移動スクリプトステップ 
o プレビューモードに切り替え 

レコードスクリプトステップ 
o レコードのインポート（FileMaker 間のインポートもサポートされています） 
o レコードを Excel として保存 

 
エラーコード 3 
次のスクリプトステップは、コマンドが使用できないことを示すエラーコード 3 を返します。このエラーコード
をチェックするには、Get（最終エラー）を使用します。FileMaker Go では、これらのスクリプトステップに対
しては警告が出力されません。 
 
ファイルスクリプトステップ 

o マルチユーザ設定 
o ファイルの修復 
o ファイルを変換 

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

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

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

［ヘルプを表示］スクリプトステップはサポートされています。実行されるとヘルプページの Web ビューが開き
ますが、アプリケーションは終了しません。 
 
サポート技術情報の記事 
次に示す FileMaker Web サイトにある、サポート技術情報の記事も参照してください。 
 
http://filemaker-jp.custhelp.com 
 
FileMaker TechNet 
FileMaker TechNet のメンバーは、次のサイトにある豊富な技術ドキュメントを参照できます。 
 
https://fmdev.filemaker.com/community/jp/ios  

http://filemaker-jp.custhelp.com
https://fmdev.filemaker.com/community/jp/ios
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Soliant Consulting creates custom databases, websites, and mobile applications for businesses around the 
country. We specialize in FileMaker, PHP and the Zend platform, the iPhone/iPad OS, Adobe Flex, and 
Salesforce.com. 
 
http://www.soliantconsulting.com 
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FileMaker, Inc. の商標です。ファイルフォルダロゴは FileMaker, Inc. の商標です。その他の商標はすべて、そ
れぞれの所有者の財産です。製品の仕様および発売予定は予告なしに変更されることがあります。 
 
本文書は、一切の保証なしに「現状のまま」提供されるものであり、FileMaker は明示または黙示を問わず、黙
示の商品性の保証、特定の目的についての適合性、非侵害の保証を含め、またこれに限らず、一切の保証を否認
します。FileMaker またはそのサプライヤは、直接的損害、間接的損害、偶発的損害、結果的損害、営業利益の
損失、懲罰的損害、特別損害を含め、たとえ FileMaker またはそのサプライヤがそのような損害が生じる可能性
について知らされていたとしても、いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。法域によって
は、無保証あるいは責任制限を認めない場合があります。FileMaker は、本文書を予告なしにいつでも変更でき
るものとします。本文書はいずれ時代遅れとなるかもしれませんが、FileMaker はこの情報を最新の情報にする
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http://www.soliantconsulting.com



