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第 1 章 
インストールを始める前に
このたびは FileMaker® ソフトウェアをお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。FileMaker Pro は情報を簡単、効果的に管理できる
ように設計されています。

FileMaker のドキュメントについて
この『インストールおよび新機能ガイド』では、FileMaker Pro 12 ま
たは FileMaker Pro 12 Advanced を Windows または Mac コンピュータ
にインストールする方法とソフトウェアの新機能を説明しています。

メモ   このガイドでは、FileMaker Pro Advanced の特定の機能を説明
する場合以外は、「FileMaker Pro」を、FileMaker Pro と FileMaker Pro 

Advanced の両方を指すものとして使用しています。

『FileMaker Pro ユーザーズガイド』では、すぐに効率的な作業に取りか
かるために必要な情報が記載されています。FileMaker Pro の使用経験
がない場合は、『FileMaker Pro チュートリアル』を行って、主要な機能
を試してみてください。あらゆる情報を網羅した手順ごとの操作と詳
細については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

『FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド』では、
FileMaker Pro Advanced で利用可能なメニューのカスタマイズ、テー
ブルのコピーとインポート、データベースデザインレポート、データ
ビューアを使用したフィールド、変数、式の監視など、追加機能が説
明されています。

メモ   ある機能または手順が特定のプラットフォームを対象としている
場合は、説明および図もそのプラットフォームに固有の内容です。両
方のプラットフォームに共通する機能や手順については、Windows ま
たは Mac OS のいずれかの図が表示されます。
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FileMaker に関するドキュメントをウンロードして参照するには、
http://www.filemaker.co.jp をご覧ください。

カスタマサポートとナレッジベース
[ヘルプ ] メニュー > [リソースセンター ] を選択して次のリソースにア
クセスします。

1 既成のソリューション

1 説明ビデオとチュートリアル

1 ユーザ導入事例

1 フォーラムおよびその他のサポートオプション

FileMaker ナレッジベースにアクセスするには、
http://filemaker-jp.custhelp.com を参照してください。

システム必要条件を確認するには、http://www.filemaker.co.jp/products 

を参照してください。

メモ   FileMaker ナレッジベースと FileMaker フォーラムの一部の情報
は、すべての言語で提供されていない場合があります。

サポートへのお問い合わせ
お客様のシステム構成がソフトウェアの最小システム条件を満たして
いる場合、FileMaker サポート担当者が、インストール、起動、また
は再インストール（データ復旧を除きます）についてサポートしま
す。http://www.filemaker.com/cs をご覧ください。

http://www.filemaker.co.jp/products
http://www.filemaker.com/cs
http://www.filemaker.com/cs
http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.co.jp
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更新の通知
FileMaker Pro 12 は、7 日ごとにソフトウェアの更新を自動的にチェッ
クします。インターネット接続がある場合は、更新 Web ページにアク
セスしてソフトウェアの更新をダウンロードできます。[ヘルプ ] メ
ニュー > [ソフトウェア更新の確認 ...] を選択して、後で更新すること
もできます。

メモ   この機能はソフトウェアのインストールをするものではありません。
アップデータソフトウェアへのアクセスとダウンロードには、インター
ネット接続が必要です。

更新の通知を無効にするには、次のいずれかの操作を行います。

1 [更新の通知 ] ダイアログボックスで、[更新を自動チェックしない ] を
選択します。

1 Windows の場合は、[編集 ] メニューから [環境設定 ...] を選択します。
Mac OS の場合は、[FileMaker  Pro] メニューから [環境設定 ... ] を
選択します。[一般 ] タブで、[更新が利用できる場合は通知する ] 

オプションの選択を解除します。更新の通知を再び有効にするには、
この設定を選択します。

更新の通知を無効にすると、[更新の通知 ] ダイアログボックスは表示
されません。

新しいバージョンの通知
FileMaker Pro 12 は、30 日ごとに新しいソフトウェアのバージョンを
自動的にチェックし、購入できる新しいバージョンがある場合はユー
ザに通知します。

新しいバージョンの通知を無効にするには、次のいずれかの操作を行
います。

1 [新しいバージョンの通知 ] ダイアログボックスで、[新しいバージョ
ンについて通知しない ] を選択します。
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1 Windows の場合は、[編集 ] メニューから [環境設定 ...] を選択します。
Mac OS の場合は、[FileMaker  Pro] メニューから [環境設定 ...] を選
択します。[一般 ] タブで、[新しいバージョンが利用できる場合は
通知する ] オプションの選択を解除します。新しいバージョンの通
知を再び有効にするには、この設定を選択します。

新しいバージョンの通知を無効にすると、[新しいバージョンの通知 ] 

ダイアログボックスは表示されません。

ライセンスキーについて
FileMaker ソフトウェアには、35 桁の英数字の固有のライセンスキー
が付属します。ライセンスキーを、紛失しないようにご注意ください。
ライセンスキーは、ソフトウェアの再インストールが必要な場合に備
えて安全な場所に保管することをお勧めします。

ライセンスキーは、DVD ケースの裏にあります。電子ダウンロードを
使用してソフトウェアをインストールする場合は、注文確認メールの
指示に従ってください。ソフトウェアをインストールするには、有効
なライセンスキーを入力する必要があります。

ライセンスキーは、一度に１台のコンピュータで本ソフトウェアのコ
ピー１部の使用が許諾されるエンドユーザライセンスアグリーメントに
従うために使用されます。詳細については、ソフトウェアをインストー
ルしたアプリケーションフォルダにある FileMaker Pro または FileMaker 

Pro Advanced のソフトウェアライセンスを参照してください。

同一のライセンスキーを使用してインストールされたアプリケーション
のコピーがネットワーク上の別のコンピュータで実行されている場合、
FileMaker Pro アプリケーションに次のエラーメッセージが表示されま
す。「現在、最大登録者数でこの FileMaker Pro を使用しています。」

複数のコンピュータに FileMaker Pro をインストールするには、各ユー
ザに個別のライセンスキーを使用するか、ボリュームライセンスアグ
リーメントに基づいてライセンスを取得する必要があります。ユーザ
１人に対して FileMaker Pro を１部ずつ購入する必要があります。



    9

機能を使用するための条件（Windows）
Windows 用の FileMaker Pro の機能を利用するには、次のソフトウェ
アが必要です。 

機能 必要なソフトウェア

電子メールアプリ
ケーションを使用し
た [メールを送信 ] 
スクリプトステップ

Microsoft Outlook Express、Windows Mail、
Windows Live Mail、または Office Mail

この必要条件は SMTP メールには適用されません。

電話をかける ダイヤラまたは他の TAPI（Telephony API）対応の
ソフトウェア

ODBC と JDBC 機能 FileMaker の ODBC と JDBC ドライバは、インス
トールディスクイメージの xDBC フォルダ、および 
FileMaker ナレッジベース
（http://filemaker-jp.custhelp.com）にあります。

ODBC および JDBC 機能の使用の詳細については、
『FileMaker ODBC と JDBC ガイド』および 
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

サードパーティの ODBC と JDBC ドライバの使用につ
いては、http://www.filemaker.co.jp/support/technologies 
を参照してください。

QuickTime ムービー
および画像ファイル
の挿入

QuickTime 7.5 ソフトウェア
（http://www.apple.com/jp から入手できます）

http://www.filemaker.co.jp/support/technologies
http://www.apple.com/jp
http://filemaker-jp.custhelp.com
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機能を使用するための条件（Mac OS）
Mac OS 用の FileMaker Pro の機能を利用するには、次のソフトウェア
が必要です。

Windows でサポートされていない機能
Windows 用の FileMaker Pro では、[AppleScript を実行 ] および [読み
上げ ] スクリプトステップはサポートされていません。また、Bento か
らのファイルのインポートはサポートされていません。

機能 必要なソフトウェア

電子メールアプリ
ケーションを使用し
た [メールを送信 ] 
スクリプトステップ

Apple Mail、Microsoft Entourage、または Microsoft 
Outlook 2011

この必要条件は SMTP メールには適用されません。

ODBC と JDBC 機能 Actual Technologies が 提供する ODBC Manager
（http://www.odbcmanager.net から入手できます）。
これは FileMaker でサポートされていないフリー
ウェア製品です。

FileMaker の ODBC と JDBC ドライバは、インス
トールディスクイメージの xDBC フォルダ、および 
FileMaker ナレッジベース
（http://filemaker-jp.custhelp.com）にあります。
ODBC および JDBC 機能の使用の詳細については、
『FileMaker ODBC と JDBC ガイド』および 
FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

サードパーティの ODBC と JDBC ドライバの使用につ
いては、http://www.filemaker.co.jp/support/technologies 
を参照してください。

Bento ® からのファ
イルのインポート

Bento 2 以降のサポートされるバージョン
（http://www.filemaker.co.jp から入手できます）

http://www.filemaker.co.jp/support/technologies
http://www.filemaker.co.jp
http://www.odbcmanager.net
http://filemaker-jp.custhelp.com
http://filemaker-jp.custhelp.com
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Mac OS でサポートされていない機能
Mac OS 用の FileMaker Pro では、[電話をかける ] および [DDE コマン
ドを送信 ] スクリプトステップはサポートされていません。

Excel のエクスポート：.xls へのエクスポートには Rosetta が必要です
が、Rosetta は OS X Lion で利用できません。

評価版から製品版の FileMaker Pro への変換
コンピュータに FileMaker Pro 12 の評価版がインストールされている
場合、評価版をアンインストールすることなく製品版の FileMaker　
Pro 12 に変換できます。変換プロセス中にアップグレードライセンス
キーを入力することによって、FileMaker Pro バージョン 9、10、また
は 11 の通常製品版を製品版の FileMaker Pro 12 にアップグレードする
こともできます。

FileMaker Pro の旧バージョンからのアップグ
レード
FileMaker Pro を旧バージョンからアップグレードする場合、アンイン
ストールする前に新しいバージョンへアップグレードすることをお勧
めします。

FileMaker Pro の旧バージョンからのアップグレード手順

1. DVD ケースの裏にある 35 桁のライセンスキー、または送信された
電子メールのダウンロードリンクを使用してアップグレード版をイ
ンストールします。

2. プラグイン、辞書の情報、および環境設定を FileMaker Pro の新し
いバージョンへ移動します。環境設定の移動については、FileMaker 

ナレッジベース（http://filemaker-jp.custhelp.com）を参照してくだ
さい。

3. 最新バージョンのみを使用する場合は、旧バージョンをアンインス
トールします。

http://filemaker-jp.custhelp.com
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最新バージョンへアップグレードする前に、旧バージョンのアンイン
ストールを選択する場合、旧バージョンのライセンスキーを必ず用意
してください。アップグレード用のライセンスキーで FileMaker Pro を
インストールする場合、インストーラはインストールするコンピュー
タのハードドライブから旧バージョンを検索します。旧バージョンが
見つからなかった場合は、旧バージョンのライセンスキーを入力する
ように求められます。

旧バージョンのファイルの開き方
FileMaker Pro 12 では、FileMaker Pro のバージョン 7.x、8.x、9.x、
10.x または 11.x で作成されたファイルを開くことができます。しか
し、これらのファイルを FileMaker Pro で使用するには、ファイルを 

FileMaker Pro 12 ファイル形式に変換する必要があります。ファイル
の変換の詳細については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

ユーザ辞書の更新
旧バージョンの FileMaker Pro でユーザ辞書に単語を追加した場合は、
FileMaker Pro 12 でもその辞書を使用することができます。ユーザ辞書
の変換の詳細については、FileMaker Pro ヘルプを参照してください。

ボリュームライセンスでのインストール
ボリュームライセンスで複数の FileMaker Pro をインストールする場
合、またはサイレントインストールを行いたい場合は、処理を自動化
することができます。ディスクイメージに含まれている「Assisted 

Install.txt」ファイルを使用して、インストールダイアログボックスを
バイパスすることができます。詳細については、『FileMaker Pro ネット
ワークインストールセットアップガイド』を参照してください。ボ
リュームライセンスの詳細については、http://www.filemaker.co.jp を参
照してください。

http://www.filemaker.co.jp
http://www.filemaker.co.jp


第 2 章 
Windows での FileMaker Pro のイ
ンストール
インストール作業を開始する前に、実行中のプログラムをすべて終了
し、作業内容を保存してください。FileMaker Pro の最新情報およびリ
リースノートについては、http://filemaker-jp.custhelp.com を参照して
ください。

インストール参考事項
FileMaker Pro をインストールする前に、次の参考事項を確認してくだ
さい。

1 FileMaker Pro をインストールするには、管理者権限が必要で、管理
者のユーザ名ならびにパスワードを使用する必要があります。

1 ご使用のコンピュータでウィルス保護ソフトウェアが実行されてい
る場合は、FileMaker Pro をインストールする前に終了し、インス
トール後に再度実行してください。

1 デフォルトでは、FileMaker Pro は次のフォルダにインストールされ
ます。

C:￥Program Files￥FileMaker￥FileMaker Pro 12

インストール中に別のドライブまたは別のフォルダを選択すること
ができます。

1 デフォルトでは、FileMaker Pro Advanced は次のフォルダにインス
トールされます。

C:￥Program Files￥FileMaker￥FileMaker Pro 12 Advanced

インストール中に別のドライブまたは別のフォルダを選択すること
ができます。

http://filemaker-jp.custhelp.com
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1 インストール中に、すべてのプログラム機能をインストールする [す
べて ]、またはプログラムの一部をインストールする [カスタム ]を
選択します。たとえば、ディスクの空き容量を確保するために、特
定の機能をインストールしないこともできます。

1 インストールの開始時に、FileMaker Pro インストーラの言語バー
ジョンを選択します。デフォルトで選択される言語バージョンは、
オペレーティングシステムの言語と同じです。[すべて ] でインス
トールする場合は、選択した言語バージョンのみがインストールさ
れます。[カスタム ] を選択し、サポートされている言語の一覧から
他の言語パックを選択することで、追加の言語バージョンをインス
トールできます。

1 アップグレードインストールまたはソフトウェアアップグレードの
実行前に、FileMaker ソフトウェアはハードドライブおよびシステム
に接続しているボリュームすべてをスキャンして旧バージョンを検
索します。複数のドライブまたはボリュームがある場合は、このス
キャンに数分かかる場合があります。

FileMaker Pro のインストール
FileMaker Pro をインストールするには、インストールプログラムを使
用する必要があります。ファイルをハードディスクにドラッグしても、
FileMaker Pro はインストールできません。

インストールされたすべてファイルのレジストリエントリとパスの一
覧を記録したインストールログファイルを作成する場合は、
FileMaker Pro をコマンドラインからインストールする必要がありま
す。16ページの「コマンドラインからの FileMaker Pro のインストー
ル」を参照してください。
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FileMaker Pro をハードディスクにインストールするには：

1. 次のいずれかの操作を行います。

1 ソフトウェアを電子的に入手した場合は、ファイルのダウン
ロード後にインストーラアイコン（.exe ファイル）をダブルク
リックします。

1 DVD を使用して FileMaker Pro をインストールする場合は、
DVD ドライブに DVD を挿入し、FileMaker DVD ウインドウを
開いてインストーラアイコンをクリックします。

2. 画面の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。

インストールの詳細については、13ページの「インストール参考事
項」を参照してください。

3. インストールが終了したら、[完了 ] をクリックします。

[ユーザ登録 ] ダイアログボックスが表示されます。

クリックしてア
プリケーション
をインストール
します

クリックする
と終了します

クリックすると 
DVD の内容を
参照できます
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FileMaker Pro の登録
ご購入いただいた製品について、テクニカルサポートやバージョン
アップサービスを受けるためには、ユーザ登録を行っていただく必要
があります。プロンプトに従って、登録、製品、および詳細情報を入
力します。

FileMaker Pro の評価版を試用している場合は、使用する前にソフト
ウェアを登録する必要があります。

FileMaker Pro の [ヘルプ ] メニュー > [FileMaker Pro の登録 ] を選択し
て、登録することもできます。

コマンドラインからの FileMaker Pro のインス
トール
コマンドラインから FileMaker Pro をインストールして、インストール
ログファイルを作成するには、次の操作を行います。

1. DVD を DVD ドライブに挿入します。

2. コマンドウインドウを開きます。

3. コマンドウインドウで、次のコマンドを入力します。

E:￥Files￥setup.exe /v "/Lr C:￥FMP12InstallLog.txt"

ここで、「E:」は、DVD ドライブを指します。DVD ドライブに別の
ドライブ文字を使用する場合は、その文字を「E」の代わりに入力
します。

4. 画面の指示に従います。

「FMP12InstallLog.txt」ファイルがハードディスクのルートディレ
クトリに作成されます。このファイルは、ワードパッドまたはワー
ドプロセッサプログラムで表示することができます。
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Bonjour のインストールについて
Bonjour のサービスを使用すると、IP ネットワーク上のコンピュータ、
デバイス、およびサービスを自動で検出することができます。リモー
トホストを検出できるようにするには、Bonjour をインストールする必
要があります。

Bonjour がインストールされていないか、またはサービスが実行中でな
い場合、FileMaker Pro はリモートネットワークを検出することができ
ません。たとえば、[共有ファイルを開く ] ダイアログボックス内でホ
ストされているデータベースを表示したり、外部データソースとして
使用するリモートファイルの一覧を表示できません。

Bonjour がない場合は、リモートデータベースの IP アドレスを手動で
入力する必要があります。

FileMaker Pro のインストール中、インストーラは次の手順を使用します。

1 Bonjour が検出されない場合は、インストーラによって警告が表示さ
れ、Bonjour をインストールするメッセージが表示されます。

1 FileMaker でサポートされていないバージョンの Bonjour のインス
トールが検出された場合は、インストーラによって警告が表示され
ます。Bonjour を手動でアンインストールし、FileMaker でサポート
されているバージョンの Bonjour を手動でインストールするメッ
セージが表示されます。

1 FileMaker でサポートされているバージョンの Bonjour のインストー
ルが検出された場合は、インストーラによる警告は表示されず、
Bonjour のインストールは行われません。

Bonjour を手動でインストールするには、次の操作を行います。

1. FileMaker Pro インストールフォルダを開きます。

2. 「Bonjour」フォルダを開きます。

3. Windows のバージョンに基づいて 32 ビットまたは 64 ビットフォル
ダを開きます。

4. BonjourSetup アイコンをダブルクリックします。

5. 画面の指示に従って Bonjour をインストールします。
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ハードディスク上でのファイルの保存場所
FileMaker Pro インストーラにより、オペレーティングシステムおよび
選択したインストールオプションに応じて、ハードディスク上の複数
のフォルダにファイルがコピーされます。コマンドラインインストー
ルを実行してインストールログファイルを指定した場合は、インス
トールされた各ファイルの保存場所を記録したインストールログファ
イルを参照することができます。

FileMaker Pro の削除、変更、または修復
Windows XP のコントロールパネルの [プログラムの追加と削除 ]、
Windows Vista、または Windows 7 のコントロールパネルの [プログラ
ムと機能 ] を使用して、FileMaker Pro を削除したり、失われたファイ
ルや壊れたファイルを自動的に修復したり、インストールする機能を
変更することができます。詳細については、Windows ヘルプを参照し
てください。

FileMaker Pro を変更または修復する場合は、ライセンスキーを入力す
るプロンプトが表示されることがあります。

FileMaker Pro のキャッシュサイズの変更
FileMaker Pro は、データベースの一部を内部キャッシュに保持しま
す。使用しているコンピュータのメモリ設定によっては、キャッシュ
サイズを変更してコンピュータのパフォーマンスを向上させることが
できます。

次のような場合、キャッシュサイズを増加することをお勧めします。

1 作業するデータベースファイルのサイズが大きい場合

1 複数のデータベースファイルで同時に作業する場合

1 ホストとしてデータベースファイルを開く場合

1 データベースファイルにサイズの大きいグラフィックを挿入する場合
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限られたメモリ（RAM）量で複数のアプリケーションを同時に起動す
る場合は、キャッシュサイズを削減することをお勧めします。

メモ   FileMaker Pro に割り当てるキャッシュサイズを増減させると、
FileMaker Pro の実行に必要なメモリ量も増減します。

メモリ管理方法の詳細については、コンピュータに付属のドキュメン
トを参照してください。

FileMaker Pro で使用するキャッシュサイズを変更するには、次の操作
を行います。

1. FileMaker Pro の [編集 ] メニューから [環境設定 ...] を選択します。

[環境設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

2. [メモリ ] タブをクリックします。

3. [ファイルキャッシュの変更 :] ボックスに数値を入力してから、
[OK] をクリックします。

次回 FileMaker Pro を起動すると、指定したキャッシュサイズが使用さ
れるようになります。

この後の作業を開始するにあたって
FileMaker Pro のインストール終了後、アプリケーションで直ちに作業
を開始することができます。実際の作業に取りかかる前に、以下を参
考にしてください。

1 データベースを初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro ユーザー
ズガイド』の第２章「データベースの使用」および第３章「データ
ベースの作成」をお読みください。ここではデータベースの基本概
念が説明されています。

1 FileMaker Pro を初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro チュート
リアル』のレッスンを行ってください。チュートリアルの PDF ファ
イルとサンプルファイルは、「日本語エキストラ」フォルダにあり
ます。
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1 FileMaker Pro の使用経験がある方は、このガイドの第 4 章「新機
能」をお読みください。FileMaker Pro 12 で利用できる新しい機能の
概要が紹介されています。

1 FileMaker Pro Advanced をすでに利用しているユーザは、
『FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド 』および 

FileMaker Pro ヘルプを参照してください。



第 3 章 
Mac OS での FileMaker Pro のイン
ストール
インストール作業を開始する前に、実行中のプログラムをすべて終了
し、作業内容を保存してください。FileMaker Pro の最新情報およびリ
リースノートについては、http://filemaker-jp.custhelp.com を参照して
ください。

インストール参考事項
FileMaker Pro をインストールする前に、次の参考事項を確認してくだ
さい。

1 FileMaker Pro をインストールするには、管理者権限が必要で、管理
者のユーザ名ならびにパスワードを使用する必要があります。

1 ご使用のコンピュータでウィルス保護ソフトウェアが実行されてい
る場合は、FileMaker Pro をインストールする前に終了し、インス
トール後に再度実行してください。

1 インストール中に、すべてのプログラムファイルをインストールす
る [標準インストール ]、またはプログラムの一部をインストールす
る [カスタムインストール ] を選択します。たとえば、ディスクの空
き容量を確保するために、特定の機能をインストールしないことも
できます。

1 [標準インストール ] を選択した場合は、オペレーティングシステム
と同じ言語の FileMaker Pro がインストールされます。[カスタムイ
ンストール ] を選択し、サポートされている言語の一覧から他の言
語パックを選択することで、追加の言語バージョンをインストール
できます。

http://filemaker-jp.custhelp.com
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1 アップグレードインストールまたはソフトウェアアップグレードの
実行前に、FileMaker ソフトウェアはハードドライブおよびシステム
に接続しているボリュームすべてをスキャンして旧バージョンを検
索します。複数のドライブまたはボリュームがある場合は、このス
キャンに数分かかる場合があります。

1 コマンドラインを使用した FileMaker Pro のインストール、または 

Apple Remote Desktop を使用したリモートインストールを実行する
こともできます。詳細については、『FileMaker Pro ネットワークイ
ンストールセットアップガイド』を参照してください。

FileMaker Pro のインストール
FileMaker Pro をインストールするには、インストールプログラムを使
用する必要があります。ファイルをハードディスクにドラッグしても、
FileMaker Pro はインストールできません。

FileMaker Pro をハードディスクにインストールするには：

1. 次のいずれかの操作を行います。

1 ソフトウェアを電子的に入手した場合は、ファイルのダウン
ロード後にディスクイメージアイコン（.dmg ファイル）をダブ
ルクリックします。

1 DVD を使用して FileMaker をインストールする場合は、DVD ド
ライブに DVD を挿入し、FileMaker DVD ウインドウを開きます。

2. FileMaker Proのインストーラアイコンを探してダブルクリックし
ます。 

FileMaker Pro 
インストーラ
アイコン
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3. 画面の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。

インストールの詳細については、 21ページの「インストール参考事
項」を参照してください。

4. インストールが完了すると、[ユーザ登録 ] ダイアログボックスが表
示されます。

FileMaker Pro の登録
ご購入いただいた製品について、テクニカルサポートやバージョン
アップサービスを受けるためには、ユーザ登録を行っていただく必要
があります。プロンプトに従って、登録、製品、および詳細情報を入
力します。

FileMaker Pro の評価版を試用している場合は、使用する前にソフト
ウェアを登録する必要があります。

FileMaker Pro の [ヘルプ ] メニューから [FileMaker Pro の登録 ] を選択
して、登録することもできます。

インストールログファイルの表示
インストールのログファイルを表示、および保存するには、インス
トーラウインドウの [ウインドウ ] メニュー > [インストーラログ ] を
選択します。エラーと進行状況の両方、またはエラーのみ、またはす
べてのログを表示できます。

FileMaker Pro 12 のアンインストール
FileMaker Pro 12 をアンインストールするには、次の操作を行います。

1. FileMaker Pro 12 または FileMaker Pro 12 Advanced フォルダとすべ
ての内容をアプリケーションフォルダからゴミ箱にドラッグします。



24  |  Mac OS での FileMaker Pro のインストール

2. FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced の環境設定ファイル
をゴミ箱にドラッグします。

環境設定ファイルのパス名は、次のとおりです。

FileMaker Pro の場合 : 
<ホーム >/ライブラリ /Preferences/com.filemaker.client.pro.plist

FileMaker Pro Advanced の場合 : 
<ホーム >/ライブラリ /Preferences/com.filemaker.client.advanced.plist

FileMaker Pro のキャッシュの調整
Mac OS では必要に応じて動的にアプリケーションにメモリが割り当
てられるため、FileMaker Pro アプリケーションに特定の量のメモリを
割り当てるように設定することはできません。ただし、FileMaker Pro 

のキャッシュサイズを調整することは可能です。

次のいずれかの項目を実行する場合は、キャッシュサイズを増やすこ
とができます。

1 作業するデータベースファイルのサイズが大きい場合

1 複数のデータベースファイルで同時に作業する場合

1 ホストとしてデータベースファイルを開く場合

1 データベースファイルにサイズの大きいグラフィックを挿入する
場合

限られたメモリ（RAM）量で複数のアプリケーションを同時に起動す
る場合は、キャッシュサイズを削減することをお勧めします。

FileMaker Pro で使用するキャッシュサイズを変更するには、次の操作
を行います。

1. FileMaker Pro で [FileMaker Pro] メニューから [環境設定 ...] を選択
して、[メモリ ] タブをクリックします。

2. [ファイルキャッシュの変更 :] ボックスに数値を入力してから、
[OK] をクリックします。

次回 FileMaker Pro を起動すると、指定したキャッシュサイズが使
用されるようになります。
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この後の作業を開始するにあたって
FileMaker Pro のインストール終了後、アプリケーションで直ちに作業
を開始することができます。実際の作業に取りかかる前に、以下を参
考にしてください。

1 データベースを初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro ユーザー
ズガイド』の第２章「データベースの使用」および第３章「データ
ベースの作成」をお読みください。ここではデータベースの基本概
念が説明されています。

1 FileMaker Pro を初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro チュート
リアル』のレッスンを行ってください。チュートリアルの PDF ファ
イルとサンプルファイルは、「日本語エキストラ」フォルダにあり
ます。

1 FileMaker Pro の使用経験がある方は、このガイドの第 4 章「新機
能」をお読みください。FileMaker Pro 12 で利用できる新しい機能の
概要が紹介されています。

1 FileMaker Pro Advanced をすでに利用しているユーザは、
『FileMaker Pro Advanced デベロップメントガイド』および 

FileMaker Pro ヘルプを参照してください。
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第 4 章 
新機能
この章では、FileMaker Pro 12 の新機能と改善点の概要について説明
します。これらの機能の詳細については FileMaker Pro ヘルプを参照し
てください。

新しいレイアウトデザインおよびコントロール
1 FileMaker Pro テーマ – FileMaker Pro のアーキテクチャが再設計さ
れ、リッチで美しいレイアウトテーマがサポートされるようになり
ました。テーマは、レイアウトモードで [レイアウト ] メニューから
選択して簡単に変更できます。

1 レイアウトオブジェクト書式設定 – FileMaker Pro では、グラデー
ション塗りつぶし、イメージ塗りつぶし（拡大 /縮小とスライスを
含む）、透過性、オブジェクトの状態、および角の丸み処理などの機
能でオブジェクトの書式設定を詳細に制御できます。オブジェクト
が選択されていない状態でデフォルトのオブジェクトスタイルを設
定する代わりに、テーマを使用してオブジェクトの書式を設定しま
す。選択したオブジェクトからスタイルを取り除いたり、複数回の
元に戻す操作でテーマの変更を制御できます。

1 新しいレイアウト支援ツール – レイアウトモードでは、ダイナミッ
クガイド、定規からドラッグできるガイドライン、およびグリッド
に対する制御を使用して、新しいレイアウトのデザインおよび既存
のデザインの変更を行うことができます。複数回の元に戻す操作で、
簡単に試して改善できます。

1 画面ステンシル – レイアウトモードで、  をクリックしてガイド
を表示し、iPad、iPhone、および一般的なデスクトップ解像度に最
適なレイアウトのデザインや、カスタムサイズの設定を行うことが
できます。
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1 アクセシビリティの改善 – FileMaker Pro は、補助技術、およびキー
ボードと画面読み上げ機能を使用した FileMaker Pro ドキュメントウ
インドウとレイアウト上のオブジェクトへのアクセスをサポートし
ます。新しいアクセシビリティインスペクタを使用して、レイアウ
トオブジェクトにアクセシビリティラベルを追加して、ユーザの画
面読み上げプログラムで解釈できます（音声読み上げなど )。アクセ
シブルなランタイムソリューションを作成することもできます 

(FileMaker Pro Advanced)。

1 Starter Solutionの更新 – FileMaker Pro Starter Solution が更新され、
最新の外観と多くのカスタマイズオプションが追加されました。一
部の Starter Solution には、FileMaker Go 用にデザインされたレイア
ウトが含まれています。

1 新しいファイル形式 – FileMaker Pro ファイル形式が変更され、多く
の新機能がサポートされるようになりました。

パフォーマンスおよび使いやすさの改善
1 オブジェクトフィールドの強化 – オブジェクトデータをデータベー
スファイルの外部の管理された場所に格納できるようになりました。
外部にオブジェクトデータを格納することにより、マルチユーザ
データベースの共有を容易にし、バックアップの改善、および外部
データを暗号化してセキュリティを維持することができます。また、
サムネールのイメージレンダリングの速度向上、ファイルのドラッ
グ＆ドロップ、およびオブジェクトフィールドのオーディオ、ビデ
オ、PDF ファイルをインタラクティブに操作できます。

1 プラグインの更新 – プラグインファイルをソリューションファイル
に格納し、スクリプトと計算式を使用して必要なプラグインの正し
いバージョンが常にユーザのコンピュータにインストールされるよ
うにします。

1 ウインドウスタイルの定義 – スクリプトまたはボタンによって表示
される標準のドキュメントウインドウ、フローティングドキュメン
トウインドウ、またはモーダルダイアログウインドウのレイアウト
を指定したり、ウインドウに表示するコントロールを選択してユー
ザとソリューションのインタラクションを制御します。
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1 タブコントロールの強化 – レイアウトモードに切り替えたときにア
クティブなタブが維持されるようにタブの動作を変更しました。
個々のタブパネルとタブラベルの条件付き書式を設定できます。

1 レコードのソート – レコードのソートを持続的にするか一時的にす
るかを制御できます。ソートの後に追加または編集されたレコード
は、デフォルトではソート順に統合されます。この動作を変更する
には、[ソートされた順位でレコードを保持 ] の選択を解除します。

1 レイアウトモードの新しいバッジ

1 レイアウト上の右下隅に表示される  バッジは、スクリプト
トリガがレイアウトに関連付けられていることを示します。

1 レイアウト上の  バッジは、バッジが表示されるオブジェク
トがボタンであることを示します。

1 レイアウト変数記号 – 新しいレイアウト変数は、ファイル、ファイ
ル内の要素、または実行中の処理のステータスを表示します。また、
日付、時刻、ユーザ名、ページ番号、およびレコード番号の変数記
号も変更されました。

1 共有ファイルの操作 – URL を使用してリモートファイルのスクリプ
トを実行できるようになりました。

1 バージョンごとの FileMaker Pro 機能 – バージョン 8.0 以降の各 

FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced の機能が追加された
バージョンの情報についてはヘルプを参照してください。

レポートおよび分析の改善
1 FileMaker グラフ – 表形式でクイックグラフを作成します。データ
ベーススキーマを変更することなくデータの集計およびグラフの印
刷を行うオプションを設定できます。グラフは、新しいグラフイン
スペクタを使用して変更できます。新しいグラフのタイプとして、
積み重ね縦棒グラフ、積み重ね横棒グラフ、正負縦棒グラフ、散布
図、およびバブルグラフが追加されました（フォーム形式またはリ
スト形式で右クリックしてクイックグラフを作成することもでき
ます）。
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1 表形式の改善 – 表形式の列タイトルでは、グループ化、ソート、お
よび集計に関するより多くのオプションを提供し、データと計算が
わかりやすくなるように表の外観を簡単にカスタマイズできます。

他のアプリケーションやデータソースとの統合
1 Mac OS: Bento データインポートのサポート強化 – Bento の場所
フィールドを [フィールド名 ]（経度）および [フィールド名 ] （緯
度）としてインポートします。

1 FileMaker Go のサポート – FileMaker Pro には、iPad と iPhone の
タッチスクリーンに最適化されたレイアウトテーマに加え、新しい
スクリプトステップ、関数、および拡張アクセス権、および 

FileMaker Go の使用をサポートするカスタムメニューの変更も含ま
れています。

1 外部 SQL ソース (ESS) との統合強化 – ODBC データソースで１つま
たは複数のテーブル名が変更された場合、FileMaker Pro ファイルと
ソースの間のリンクを更新できます。オプティミスティックロック
によって確定処理を実行できない場合、変更を強制的に確定するこ
ともできます。

スクリプトステップ、スクリプトトリガ、およ
び関数

スクリプトステップ

スクリプトステップの強化
1 互換性情報 – [ヘルプ ] および [スクリプトの編集 ] ダイアログボック
スの互換性セクションが改善され、FileMaker Pro、FileMaker Server 

スクリプトスケジュール、FileMaker Go、カスタム Web 公開、およ
びインスタント Web 公開が含まれるようになりました。ヘルプで
は、スクリプトステップがランタイムソリューションでサポートさ
れているかどうかも含まれます。
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1 [ファイルを挿入] スクリプトステップ – オブジェクトフィールドに挿
入するファイルを選択するときに表示される [ファイルを挿入 ] ダイ
アログで詳細オプションを指定できるようになりました。これらの
オプションには、参照によって内容を挿入できるかどうか、内容を
圧縮できるかどうか、およびフィールドで使用可能な形式の指定が
含まれます。

1 [新規ウインドウ] スクリプトステップ – 手前のウインドウに基づいて
新規ウインドウを作成します。ドキュメントウインドウ、フロー
ティングドキュメントウインドウ、またはダイアログウインドウを
作成できます。

新しいスクリプトステップ
1 [一致するレコードを検索] スクリプトステップ – 指定したフィールド
のコンテキストに基づいてレコードを検索できるので、ショート
カットメニューの [一致するレコードを検索 ] を使用する場合と同様
の動作をするスクリプトを作成できます。

1 [オーディオ /ビデオを挿入 ] スクリプトステップ – 現在のインタラク
ティブオブジェクトにオーディオまたはビデオファイル、または
オーディオまたはビデオファイルへの参照をインポートできます。

1 [URL から挿入 ] スクリプトステップ – URL からコンテンツをフィー
ルドに入力します。

1 [PDF を挿入 ] スクリプトステップ – 現在のインタラクティブオブ
ジェクトに PDF ファイル、または PDF ファイルへの参照をイン
ポートできます。

1 [プラグインファイルのインストール] スクリプトステップ – オブジェ
クトフィールド内のプラグインファイルをコンピュータにインス
トール、または更新することができます。

1 [オブジェクトの管理を開く ] スクリプトステップ – [オブジェクトの
管理 ] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで
は、オブジェクト内容のサムネール設定および外部の保存場所を管
理できます。
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1 [レコードをフィールド順でソート ] スクリプトステップ – 指定した
フィールドのコンテキストに基づいて現在の対象レコード内のレ
コードをソートできるので、ショートカットメニューからレコード
をフィールド順でソートする場合と同様の動作をするスクリプトを
作成できます。

変更されたスクリプトステップ
1 [ツールバーの表示] スクリプトステップは [書式設定バーを許可] にな
りました。

1 [ステータスエリアの表示切り替え ] スクリプトステップは [ツール
バーの表示切り替え ] になりました。

スクリプトトリガ

スクリプトトリガの強化
1 [ファイルオプション ] ダイアログボックスの新しい [スクリプトトリ
ガ ] タブでは、４つのウインドウに関するスクリプトトリガ
（OnWindowOpen、OnWindowClose、OnFirstWindowOpen、
OnLastWindowClose）が利用できます。

新しいスクリプトトリガ
1 OnFirstWindowOpen – ファイルの他のウインドウが開いていない場
合、データベースファイルのウインドウを開くたびに実行するスク
リプトをトリガします。

1 OnLastWindowClose – データベースファイルの最後のウインドウを
閉じるたびに実行するスクリプトをトリガします。

1 OnTabSwitch スクリプトトリガ – タブコントロール内のタブが選択
されたとき、およびどのタブが選択されたかをキャプチャします。

1 OnWindowClose スクリプトトリガ – データベースファイルのウイン
ドウが閉じられるたびにスクリプトが実行されます。

1 OnWindowOpen スクリプトトリガ – データベースファイルのウイン
ドウが開かれるたびにスクリプトが実行されます。
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変更されたスクリプトトリガ
1 OnFileClose スクリプトトリガは OnLastWindowClose になりました。

1 OnFileOpen スクリプトトリガは OnFirstWindowOpen になりました。

関数

新しい関数
1 ExecuteSQL 関数 – 指定した SQL ステートメントを FileMaker Pro 

データベース内で実行します。この SQL ステートメントを使用する
と、２つのクエリーの結果を組み合わせること、動的パラメータを
含めること、およびリレーションシップグラフから独立したリレー
ションシップを指定することができます。

1 GetHeight 関数 – イメージを格納するオブジェクトフィールドの内容
の高さをピクセル単位で返します。

1 GetThumbnail 関数 – 幅と高さに指定した値に従って、オブジェクト
フィールドの内容のサムネールイメージを返します。

1 GetWidth 関数 – イメージを格納するオブジェクトフィールドの内容
の幅をピクセル単位で返します。

1 Location 関数 – FileMaker Go で、１行の形式でデバイスの現在の位
置を返します。

1 LocationValues 関数 – FileMaker Go で、改行で区切られた値のセッ
トを使用してデバイスの現在の位置を返します。

1 VerifyContainer 関数 – オブジェクトフィールドで外部に保存された
データの正当性を表す論理値を返します。

1 Get（接続状態）– 現在のファイルに対するネットワーク接続のセ
キュリティ状態を表す数値を返します。

1 Get（インストールされた FM プラグイン）関数 – インストールされ
ているプラグインの名前、バージョン番号（使用可能な場合）、およ
び有効状態を返します。

1 Get（持続 ID）– FileMaker が実行しているコンピュータまたはデバ
イスの固有の識別子を表すテキストを返します。
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1 Get（トリガ現在のタブパネル）関数 – OnTabSwitch スクリプトトリ
ガが有効な場合、現在のタブパネル（移動元のタブパネル）のイン
デックスおよびオブジェクト名を返します。

1 Get（トリガターゲットタブパネル）関数 – OnTabSwitch スクリプト
トリガが有効な場合、ターゲットタブパネル（移動先のタブパネル）
のインデックスおよびオブジェクト名を返します。

1 Get(UUID) 関数 – UUID (Universally Unique Identifier) を返します。

1 Get（ウインドウスタイル）関数 – スクリプトの実行対象のウインド
ウのスタイルを返します。

変更された関数
1 Get（ツールバーの表示状態）関数は Get（書式設定バーの表示状
態）になりました。

変更および取り除かれた機能

FileMaker Pro で変更された機能
1 レイアウトモード – レイアウトモードのいくつかの機能が変更また
は取り除かれました。

1 プラグインの更新 – プラグインの更新がシンプルになりました。プ
ラグインをソリューションファイルに保存して、オブジェクト
フィールドから更新をインストールできるようになりました。Auto 

Update プラグインは FileMaker Pro から取り除かれました。

1 表形式のソート – 列タイトルをクリックしてデータをソートする代
わりに、列のショートカットメニューから選択するようになりまし
た。これによりソート結果の予測が容易になり、関連するフィール
ドで追加の処理を実行するために複数の列タイトルを選択できるよ
うになります。

1 FileMaker Pro データベースからのデータのインポート – インポート
順序が改善されました。フィールド割り当て後のフィールドの追加
または削除は、インポート先ファイルのソート順に影響しなくなり
ました。
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1 拡張アクセス権 – fmmobile および fmxslt 拡張アクセス権が取り除か
れました。FileMaker Go 用に fmreauthenticate10 という新しい拡張
アクセス権が追加されました。また、一貫性の目的ですべてのデ
フォルト拡張アクセス権から角カッコが取り除かれ、編集できるよ
うになりました。

1 カスタムダイアログボックスの指定でデータベースにデータを確定
するボタンを指定できるようになりました。

1 Mac OS X Lion: .xls へのエクスポートには Rosetta が必要ですが、
Rosetta は OS X Lion で利用できません。

FileMaker Pro で取り除かれた機能
1 Mac OS: デジタルカメラまたはデバイスからの写真のインポートの
サポート – デジタルカメラまたはデバイスからの写真のインポート
をサポートするスクリプトステップおよびメニューコマンドが 

FileMaker Pro から取り除かれました。

1 Windows: OLE のサポート – 前のバージョンの FileMaker Pro からの
OLE オブジェクトを挿入または操作することができなくなりました。
この変更の結果、[オブジェクトを挿入 ] および [リンクの更新 ] スク
リプトステップ、OLE オブジェクトに関連するメニュー項目、およ
び [印刷 ] ダイアログボックスの [印刷前に全てのリンクを更新 ] オ
プションが取り除かれました。しかし、オブジェクトフィールド内
およびレイアウト上の OLE オブジェクトを有効にして、元の形式に
保存することができます。

1 Windows: [疑わしいスペルでメニューバーを点滅させる ] オプション
が [ファイルオプション ] ダイアログボックスの [英文スペルチェッ
ク ] タブから取り除かれました。
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FileMaker Pro 12 Advanced
1 カスタムメニューの改善：

1 iPad や iPhone などのデバイス向けに作成された FileMaker Pro 

ファイルをサポートするために、ファイルを作成するときにデ
フォルトのカスタムメニューおよびメニューセットは作成され
なくなりました。ソリューションファイルで使用する場合は、
カスタムメニューおよびメニューセットを手動でファイルに追
加できます。

1 メニュー項目に名前を指定しない場合、メニューに空白の項目
がインストールされます。この項目を選択すると、定義された
設定を実行できます。

1 カスタムメニューまたはメニュー項目をインストールする条件
を決定する計算式を指定できます。

1 強化されたスクリプトデバッガ – スクリプトデバッガで作業すると
きにスクリプトトリガを一時的に無効または有効にすることができ
るようになりました。

1 データベースデザインレポート – データベースデザインレポートで、
オブジェクトがあるタブコントロールまたはポータルを識別できる
ようになりました。

1 ランタイムソリューションのウインドウを閉じるボタン – ランタイ
ムソリューションのウインドウを閉じるボタンが FileMaker Pro ウイ
ンドウのように機能するようになりました。ユーザがランタイムウ
インドウを閉じることを禁止するには、カスタムメニュー、スクリ
プト、またはウインドウスタイルを使用します。

1 PHP Site Assistant のサポート (FileMaker Server) – FileMaker Server 

で PHP Site Assistant のサポートが取り除かれたため、[PHP 

Assistant の起動 ] メニュー項目が FileMaker Pro Advanced の [ツー
ル ] メニューから取り除かれました。
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