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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。

このガイドについて
この『インストールおよび新機能ガイド』では、FileMaker Pro 14 ま
たは FileMaker Pro 14  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。

次の点に注意してください :

1 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。

1 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が使用さ
れます。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 OS X のいずれかの図が使用されます。

FileMaker のマニュアルのある場所
追加の FileMaker マニュアルの表示、またはダウンロードの詳細につい
ては、http://www.filemaker.com/documentation/ja を参照してください。

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。

http://www.filemaker.com/documentation/ja
http://filemaker-jp.custhelp.com
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カスタマサポートとナレッジベース
FileMaker カスタマサポートにアクセスするには、 [ヘルプ ] メニュー > 

[サービスとサポート ] を選択します。

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。

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。

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 を参照してください。

製品通知
FileMaker Pro 14 は、ソフトウェアの更新（マイナーなソフトウェアの
変更を含む）は 7 日ごとに、ソフトウェアの新バージョン（新規および
変更された製品機能を含む）は 30 日ごとに自動的にチェックします。

ソフトウェアの更新にアクセスおよびダウンロードするにはインター
ネット接続が必要です。ソフトウェアの更新は更新通知の受信時、ま
たは [ヘルプ ] メニュー > [ソフトウェア更新の確認 ...] を選択して行う
ことができます。

新しいソフトウェアバージョンの詳細については、新バージョンの通
知を受信した際の指示に従ってください。

通知ダイアログボックスまたは [環境設定 ] ダイアログボックスで通知
を無効にすることができます。詳細については、「ヘルプ」を参照して
ください。

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。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/cs
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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、
お客様にはソフトウェアダウンロードページへのリンクが含まれた電
子メールが送信されます。ライセンスキーはそのページから入手でき
ます。DVD を購入した場合は、ライセンスキーは DVD ケースの裏に
あります。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。

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

Windows Live Mail または Microsoft Outlook
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 ダイヤラーまたは他の 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) から入手できます。
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。

http://filemaker-jp.custhelp.com


8  |  インストールを始める前に

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。

機能を使用するための条件（OS X）
OS X 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。

OSX でサポートされていない機能
OS X 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。

評価版から製品版の FileMaker Pro への変換
コンピュータに FileMaker Pro 14 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 14 に変換できます。変換プロセス中にアップグレード
ライセンスキーと、旧バージョン用ライセンスキーを入力することに
よって、FileMaker Pro または FileMaker Pro Advanced の以前のバー
ジョンから製品版のコピーをアップグレードすることができます。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。

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

OS X Mail または Microsoft Outlook
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) から入手できます。
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。

http://www.odbcmanager.net
http://filemaker-jp.custhelp.com
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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、旧バー
ジョンを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. ソフトウェアのダウンロードに含まれている、または DVD ケース
の裏にある 35 文字のライセンスキーを使用して、アップグレード
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。

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の入力を求
められます。

旧バージョンのファイルの開き方
FileMaker Pro 14 では、FileMaker Pro のバージョン 7.x、8.x、9.x、
10.x、11.x、12.x または 13.x で作成されたファイルを開くことができ
ます。バージョン 12 より前の FileMaker Pro で作成されたファイルを
使用するには、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 14 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。

http://filemaker-jp.custhelp.com


10  |  インストールを始める前に

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。インストーラと「Assisted Install.txt」ファイルを
使用して通常のインストールダイアログボックスをバイパスします。
詳細については、http://www.filemaker.com/documentation/ja にある
『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.com/jp を参照してください。

http://www.filemaker.com/documentation/ja
http://www.filemaker.com/jp
http://www.filemaker.com/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 システム必要条件を確認するには、 
http://www.filemaker.com/jp/products を参照してください。

1 FileMaker Pro をインストールするには Windows の管理者権限が必
要で、管理者アカウントと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。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/jp/products
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1 コマンドラインの使用、およびネットワークボリュームを使用して
リモートで FileMaker Pro をインストールすることもできます。
『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。

32 ビットまたは 64 ビット FileMaker Pro のインストー
ルの選択
Windows のサポートされている 32 ビットバージョンを使用する場合
は、FileMaker Pro の 32 ビットバージョンのみをインストールするこ
とができます。

Windows のサポートされている 64 ビットバージョンでは、
FileMaker Pro の 32 ビットまたは 64 ビットバージョンをインストール
することができます。FileMaker Pro を次のいずれかのソフトウェアの 

64 ビットバージョンと使用する場合は、FileMaker Pro の 64 ビット
バージョンをインストールする必要があります。

1 FileMaker Pro から電子メールを送信するための電子メールクライア
ント（64 ビット Microsoft Outlook など ) 

1 FileMaker Pro プラグイン

1 外部 SQL ソース用の ODBC クライアントドライバ 

1 インタラクティブオブジェクト内のコンテンツを再生するオーディ
オ /ビデオコーデック

上記以外の場合は FileMaker Pro の 32 ビットバージョンをインストー
ルすることができます。

デフォルトのインストール場所
デフォルトでは、FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced は次
のいずれかのフォルダにインストールされます。

1 32 ビット Windows システム :

C:￥Program Files￥FileMaker￥<FileMaker 製品 >
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1 64 ビット Windows システム :

1 32 ビット FileMaker Pro のインストール場所

C:￥Program Files (x86)￥FileMaker￥<FileMaker 製品 >

1 64 ビット FileMaker Pro のインストール場所

C:￥Program Files￥FileMaker￥<FileMaker 製品 >

<FileMaker 製品 > は FileMaker Pro 14 または 

FileMaker Pro 14 Advanced です。インストール中に別のドライブまた
はフォルダを選択することができます。

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。

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、FileMaker Pro の 32 

または 64 ビットバージョン用のファイルをダウンロードした後
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、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て 32 ビットバージョンをインス
トールします。
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64 ビットバージョンをインストールするには、参照するアイコ
ンをクリックして「64-bit」フォルダを開いてから「Setup.exe」
をダブルクリックします。

2. 画面の指示に従って FileMaker Pro をインストールします。
詳細については、11 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。

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 は共有ホストを検出することができません。た
とえば、[起動センター ] ウインドウの [ホスト ] タブ内でホストされて
いるファイルを表示したり、外部データソースとして使用する共有
ファイルの一覧を表示できません。

Bonjour がない場合は、共有ファイルの 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処理を行います。

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。

クリックして 32 
ビットアプリケー
ションをインス
トールします

クリックして
終了します

クリックして DVD 
の内容を参照およ
び表示します
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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. 「Files」フォルダを開き、「Bonjour」フォルダを開きます。

3. Windows のバージョンに基づいて「32-bit」または「64-bit」フォ
ルダを開きます。

4. Bonjour（32 ビット）または Bonjour64（64 ビット）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。

Microsoft .NET Framework のインストールに
ついて
Microsoft .NET Framework は、多くの Windows アプリケーションに共
通の機能を提供します。FileMaker Pro を実行するにはシステムに特定
のバージョンの .NET をインストールする必要があります。

.NET がインストールされていない場合、FileMaker Pro の起動時にエ
ラーメッセージが表示され、FileMaker Pro は実行されません。
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FileMaker Pro のインストール中、インストーラは次の処理を行います。

1 .NET の必要なバージョン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、.NET をインストールするメッセージが表示
されます。.NET インストーラには必要なファイルをダウンロードす
るためのインターネットアクセスが必要です。この時点で .NET をイ
ンストールしないことを選択する場合、後で手動でインストールす
ることも可能ですが、.NET がインストールされるまで 

FileMaker Pro は使用できません。

1 .NET の必要なバージョン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、.NET のインストールは行われません。

.NET 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. 「Files」フォルダを開き、「DotNet」フォルダを開きます。

3. アイコンをダブルクリックします。

4. 画面の指示に従って .NET をインストールします。

FileMaker Pro の削除、変更、または修復
FileMaker Pro のアンインストール、欠損または破損ファイルの置き換
え、またはインストール機能の変更などは、Windows のコントロール
パネルを使用することができます。詳細については、「Windows ヘルプ
とサポート」を参照してください。

FileMaker Pro を修復する場合は、ライセンスキーを入力するプロンプ
トが表示されます。



第 3 章  
OS X 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 システム必要条件を確認するには、 
http://www.filemaker.com/jp/products を参照してください。

1 FileMaker Pro をインストールするには OS X の管理者権限が必要で、
管理者アカウントと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。

1 アップグレードインストールの実行前に、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。

http://filemaker-jp.custhelp.com
http://www.filemaker.com/jp/products
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1 Apple Remote Desktop を使用すると、FileMaker Pro のリモートイン
ストールを実行することもできます。『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。

デフォルトのインストール場所
デフォルトでは、FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced は次
の場所にインストールされます。

[ドライブ ]/Applications/<FileMaker 製品 >

<FileMaker 製品 > は FileMaker Pro 14 または FileMaker Pro 14 

Advanced です。インストール中に別のドライブまたはフォルダを選択
することができます。

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。

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 Pro をインストールする場合は、
DVD ドライブに DVD を挿入し、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、17 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。

32 ビットまたは 64 ビット FileMaker Pro の実
行の選択
FileMaker Pro は 32 ビットおよび 64 ビットの両バージョンを含む単一
のアプリケーションバンドルとしてインストールされます。デフォル
トでは FileMaker Pro は 64 ビットモードで実行されます。FileMaker 

Pro を次のいずれかのソフトウェアの 32 ビットバージョンと使用する
場合は、FileMaker Pro を 32 ビットモードで実行する必要があります。

1 FileMaker Pro からメッセージを送信する電子メールクライアント

1 FileMaker Pro プラグイン

1 外部 SQL ソース用の ODBC クライアントドライバ 

1 インタラクティブオブジェクト内のコンテンツを再生するオーディ
オ /ビデオコーデック

上記以外の場合は FileMaker Pro をデフォルトの 64 ビットモードで実
行することができます。

64 ビットモードと 32 ビットモードを切り替えるには :

1. FileMaker Pro を終了します。

2. Finder で、「アプリケーション」フォルダを開いて「FileMaker Pro 

14」フォルダで「FileMaker Pro」を選択するか、「FileMaker Pro 

14 Advanced」フォルダで「FileMaker Pro Advanced」を選択し
ます。

3. [ファイル ] メニュー > [情報を見る ] を選択します。

4. 32 ビットモードで実行するには [32 ビットモードで開く ] を選択し
ます。
64 ビットモードで実行するにはこのオプションを選択解除します。

5. FileMaker Pro を起動します。
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FileMaker Pro 14 のアンインストール
FileMaker Pro 14 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 14 または FileMaker Pro 14 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。

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.pro12.plist

FileMaker Pro Advanced の場合 : 
<ホーム >/ライブラリ /Preferences/com.filemaker.client.advanced12.plist



第 4 章  
新機能
この章では、FileMaker Pro 14 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。

スクリプト作成および計算のための新しい
ユーザインターフェース
1 新しいスクリプトワークスペースウインドウで次のことが可能です :

1 統一されたワークスペース内での FileMaker スクリプトの作成
および管理

1 スクリプトステップの名前を入力または選択してスクリプトス
テップを追加（入力すると一致するスクリプトステップの一覧
が簡単な説明と共に表示されます）

1 インラインでの多数のスクリプトステップオプションの編集

1 同じウインドウ内での複数のスクリプトの操作

1 [スクリプトワークスペース ] ウインドウからのスクリプトの実
行またはデバッグ

1 [計算式の指定 ] ダイアログボックスの再設計 – 関数、テーブル、およ
びフィールド名を入力すると、一致する項目の一覧が簡単な説明と
共に表示されます。

1 改良された [スクリプトデバッガ] – 最後に発生したエラーの説明がエ
ラー番号と共に表示されます。

ファイルを開くための新しい [起動センター ] 
ウインドウ
1 [起動センター ] ウインドウ – ローカルおよび共有 FileMaker Pro ソ
リューションを開く、他のファイルの変換、およびお気に入りの
ファイルとホストの管理をすべて 1 つの場所で行えます。

1 ソリューションアイコン – [起動センター ] ウインドウでソリュー
ションを表現するためにあらかじめ定義されたアイコンを選択した
り独自のアイコンを設定できます。
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レイアウト設計ツールおよびコントロールの
改善
1 ボタンラベルの改善 – テキストラベル、アイコン、またはその両方
を持つボタンを定義できます。あらかじめ定義されたアイコンから
選択するか、独自のものを使用します。

1 ボタンバー – グループおよび書式設定ボタンおよびポップオーバー
ボタンのボタンバーを一様に定義できます。各ボタンやポップオー
バーボタンにテキストラベル、アイコン、またはその両方を追加し
ます。実行する各ボタンに処理（単一コマンドまたはスクリプト）
を割り当てることができます。

1 フィールド内のプレースホルダテキスト – データや検索条件を入力
するまでフィールド内にラベルや説明を表示できます。

1 ポータルとフィールドで強化されたスクロールバー – 常時、または
スクロールする場合にのみ、ポータルまたはフィールド内にスク
ロールバーを表示できます。

1 ナビゲーション用のレイアウトパート – ソリューションのナビゲー
ションを簡単に構築するために、レイアウトの上部および下部にナ
ビゲーションパートを追加できます。

1 改良されたカラーパレット – カスタムカラーの追加または変更、特
定のカラー値の設定、16 進数で入力または貼り付ることができま
す。パレットにはあらかじめ定義されたテーマと調整された色が含
まれています。

1 オブジェクトコンポーネントの表示状態スタイルの追加サポート – 

インスペクタを使用して、ポップアップメニュー、ドロップダウン
リスト、ドロップダウンカレンダー、チェックボックスセット、ラ
ジオボタンセット、ボタン、およびボタンバーコンポーネントの表
示状態を定義します。ポータル行をポイントしたとき、押したとき
の状態を定義できます。

1 タブコントロール内のすべてのタブパネルに同じスタイルを適用 – 

タブコントロールを作成または変更するときにタブが単一のスタイ
ルを共有することを指定できます。

1 レイアウトモードでのバッジ用のポップアップヘルプ – レイアウト
モードのバッジは、フィールドのプレースホルダーテキストやオブ
ジェクトが隠されている状態など、オブジェクトに関するポップ
アップヘルプを表示します。
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1 カスタムデバイスサイズの選択 – [新規レイアウト /レポート ] アシス
タントでは、カスタムデバイス用に作成するレイアウトの幅と高さ
の値を変更することができます。

1 チェックボックスのチェックマーク – チェックボックスに表示する
記号（チェックマークまたは x）を選ぶことができます。

新しいテーマとスタイル操作の改善
1 新しいミニマリストのテーマ – スタイルに多くの変更を加えてカス
タムテーマとして保存したい場合、カスタムスタイルのない [ミニ
マリスト ] および [ミニマリストタッチ ] テーマを使用できます。

1 カスタムスタイルのコピーと貼り付け – 同じレイアウトで、類似し
たタイプのオブジェクト間でカスタムスタイルをコピーして貼り付
けることができます。

1 [新規レイアウト/レポート] アシスタントでのスタイル操作の改善 – 

[新規レイアウト /レポート ] アシスタントを使用して新しいレイア
ウトやレポートを作成すると、FileMaker Pro がアシスタントで作
成したオブジェクトに適切なスタイルを適用します。たとえばレ
ポートを作成する場合、ヘッダまたはフッタパートに作成された任
意のマージフィールドに適切なパートのテキストスタイルが適用さ
れます。

1 自動カスタムテーマの更新 – あらかじめ定義されたレイアウトテー
マの書式設定の変更、または特定のファイル修復オプションを含む 

FileMaker Pro ソフトウェアの更新で、カスタムテーマも更新します。

パフォーマンスおよび使いやすさの改善
1 セキュリティインターフェースの再設計 – 新しい [セキュリティの管
理 ] ダイアログボックスでは 1 つのウインドウでアカウントを作成し
たり、基本設定を編集することができます。FileMaker Pro の前の
バージョンと同様に、アクセス権セット、拡張アクセス権、および
ファイルアクセスを引き続き管理できます。

1 改善されたジェスチャのサポート – お使いのデバイスがジェスチャ
をサポートしている場合は、ジェスチャを使ってレコード間を移動
したり、ズームインまたはズームアウト、ポータルおよび Web 

ビューア内のスクロール、およびスライドパネル間を移動できます。
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1 オブジェクトフィールドでのメディア再生 – FileMaker Go では、メ
ディアをフルスクリーンまたは埋め込みで再生する、メディアを再
生、一時停止または停止する、ユーザインタラクションを無効にす
る、再生コントロールを表示または非表示にする、または再生開始
位置を選択するなどの、ユーザオプションを制御するスクリプトを
作成することができます。

1 パスワード保存のための新しいオプション – Windows ユーザは、ソ
リューションのアカウント名およびパスワードを資格情報に保存す
ることを選択できます。ソリューション開発者は、ユーザがアカウ
ント名とパスワードを資格情報（Windows）またはキーチェーン
（OS X および iOS）に保存できるかを制御することができます。

1 FileMaker Pro を 64- または 32-ビットのアプリケーションとして実
行 – Windows では、サポートされる 64 ビットバージョンの 

Windows で、FileMaker Pro を 64 または 32 ビットのアプリケーショ
ンとしてインストールできます。OS X では、FileMaker Pro は 64 お
よび 32 ビットバージョンの両方を含む 1 つのアプリケーションバン
ドルとしてインストールされます。[情報を見る ] ウインドウで、ど
ちらのバージョンを実行するか選択できます。

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 デバイスから挿入 – 署名キャプチャ画面のタイトル、メッセージ、
およびプロンプトを指定します。

1 メニューバーの表示切り替え – FileMaker Go でメニューバーをロッ
クします。このスクリプトステップは、FileMaker WebDirect に加え
て FileMaker Go にも対応しました。

1 URL から挿入 – 特殊文字を自動的にエンコードし、HTTPS URL に
対して SSL 証明書を検証します。

1 ズームの設定 – FileMaker Go で画面イメージを最大 200% 拡大し
ます。
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新しいスクリプトステップ
1 許可される向きの設定 – FileMaker Go の向きと FileMaker Go に表示
されるレイアウトの向きを制御します。

1 ディレクトリの取得 – ユーザにフォルダの選択を要求して、選択し
たフォルダの完全修飾パスに変数を設定します。

1 ポータルの更新 – 名前付きオブジェクトのリレーションシップと内
容を更新します。

1 AVPlayer 再生 – オーディオ、ビデオ、またはイメージファイルを 

FileMaker Go のオブジェクトフィールド、レイアウトオブジェクト、
または URL から再生します。

1 AVPlayer オプション設定 – FileMaker Go で再生中または一時停止中
のメディアファイルの設定を変更します。

1 AVPlayer 再生状態設定 – FileMaker Go で再生中または一時停止中の
メディアファイルを一時停止、再生、または再生停止します。

1 タッチキーボードの有効化 – FileMaker Go および Windows 8 で、
タッチキーボードを有効または無効にします。

変更されたスクリプトステップ
1 [スクリプトアニメーション設定 ] は [レイアウトオブジェクトアニ
メーション設定 ] になりました。

1 [スクリプトの管理を開く] は [スクリプトワークスペースを開く] にな
りました。

スクリプトトリガ

新しいスクリプトトリガ
1 OnObjectAVPlayerChange – FileMaker Go で、レイアウトオブジェ
クトのメディアの状態を変更したときに実行するスクリプトをトリ
ガします。

1 OnFileAVPlayerChange – FileMaker Go で、メディアファイルを
フィールドまたは URL から再生していて、ユーザまたはスクリプト
ステップの設定が再生状態を変更したときに実行するスクリプトを
トリガします。
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1 OnExternalCommandReceived – FileMaker Go で、ユーザがロック画
面や外部機器の再生ボタンを押したときに実行するスクリプトをト
リガします。

変更されたスクリプトトリガ
1 OnGestureTap – Windows 8 での FileMaker Pro との互換性を追加し
ました。

関数

新しい関数
1 Get ( メニューバー状態 ) – 現在のメニューバー状態を表す数値を返
します。

1 Furigana – 日本語テキストを、ひらがな、カタカナ、またはローマ
字に変換します。

1 Get (アプリケーションアーキテクチャ ) – 現在のアプリケーション
アーキテクチャを返します。

1 Get (スクリーン倍率 ) – 現在開いているファイルの画面の拡大率を返
します。

1 GetAVPlayerAttribute – FileMaker Go でオブジェクトフィールドにあ
るオーディオ、ビデオ、イメージファイルの特定の属性の設定を返
します。

1 Get (トリガ外部イベント ) – FileMaker Go で 

OnExternalCommandReceived スクリプトトリガをアクティベート
したイベントを示す数値を返します。

1 Get ( タッチキーボード状態 ) – FileMaker Go と Windows 8 でタッ
チキーボードが必要時に自動的に表示されるように設定されている
場合に「1 」（真）を返します。それ以外の場合は「0」（偽）を返
します。

変更された関数
1 Get (アプリケーションバージョン ) – すべての FileMaker アプリケー
ションに対して 14.XvX ではなく 14.X.X 形式でバージョン番号を返
します。
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1 Get (トリガジェスチャ情報 ) – Windows 用の FileMaker Pro との互換
性を追加しました。

1 Get (ウインドウ内容高さ ) – FileMaker Go との互換性を追加しました。

1 Base64Encode – Base64 形式でテキストをエンコードするためのサ
ポートを追加しました。

1 TextFont および TextFontRemove – フォントスクリプト引数が削除さ
れました。

変更および取り除かれた機能
1 事前定義された iPhone のレイアウトとステンシル – FileMaker Go で
大きなメニューバーに対応するために、3.5 インチおよび 4 インチの 

iPhone のレイアウトと画面ステンシルは 20 ピクセル短い iPhone オ
プションに置き換わりました。

1 QuickTime を挿入 – QuickTime を挿入コマンドとスクリプトステッ
プは削除されました。代わりに [オーディオ /ビデオを挿入 ] コマン
ドとスクリプトステップを使用します。

1 フォントのオプション – [フォント] タブが [環境設定] ダイアログボッ
クスから取り除かれて新しいインスペクタオプション [フィールド
の言語と同期 ] に置き換わりました。このオプションは、[フィール
ド「フィールド名」のオプション ] ダイアログボックスで設定した
デフォルト言語に基づいてインプットメソッドを変更します。

1 新規デフォルトスプリクト – [新規デフォルトスクリプト ...] オプ
ションは [スクリプト指定 ] ダイアログボックスから削除されまし
た。[スクリプト指定 ] ダイアログボックスで新しいスクリプトを
作成するには、+ ボタンを使用します。

1 Bento データのインポート – FileMaker Pro は Bento データをイン
ポートできません。詳細については、 
http://filemaker-jp.custhelp.com から利用可能な、FileMaker ナレッ
ジベースを検索してください。

1 クラシックテーマ – [クラシック] テーマは [テーマの変更] ダイアログ
ボックスで選択できません。しかし、FileMaker Pro 12 より前のバー
ジョンで作成されたファイルを変換する場合は、レイアウトに [ク
ラシック ] テーマが適用されます。

http://filemaker-jp.custhelp.com
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1 『FileMaker Pro Advanced 機能ガイド』 – このガイドは取り除かれま
した。このガイドからの情報は、現在は [ヘルプ ] および 

『FileMaker Pro ユーザーズガイド』 にあります。

1 FileMaker クイックスタート画面 – クイックスタート画面は [起動セ
ンター ] に置き換わりました。

FileMaker Pro 14 Advanced
1 Runtime ソリューション用の Microsoft .NET 必要条件 – Windows 用
の Runtime インストーラでは Microsoft .NET の必要なバージョンを
インストールする必要があります。



第 5 章  
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 FileMaker Pro を初めてご使用になる方は、『FileMaker Pro ユーザー
ズガイド』を読んで FileMaker Pro および FileMaker Pro Advanced 

の基本概念を把握してください。[ヘルプ ] メニュー > [製品マニュ
アル ] > [ユーザーズガイド ] を選択します。

1 FileMaker Pro 14 の新機能の動作を確認する場合は、[ヘルプ ] メ
ニュー > [製品マニュアル ] を選択して次を選択します :

1 [「始めましょう」ツアー ] を選択してツアーを開始します。ツ
アー中に変更を加えても、「ドキュメント」(Windows) または
「書類」(OS X) フォルダにある「FMP14 始めましょう .fmp12」
ファイルを削除すれば最初からやり直せます。

1 [その他のマニュアル ] では、他のガイドをダウンロードするため
の [プロダクトドキュメンテーションセンター ] を表示します。

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 14 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 の使用に関する総合的な情報およびステップバイス
テップの手順については、[ヘルプ ] メニュー > [FileMaker Pro ヘル
プ ] を選択します。
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