
第１章

総合セミナー

目的：データベースの作り方を習得します。

★ポイント：最初からリレーショナルに設計しましょう。
（カード型→リレーショナル型に移行するより自然です。）
★ポイント：納得がゆくまで何度でも作り直しましょう。
（アプリケーションの性能は、かなりの程度、データベースの設計段階で決まるからです。）

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　データベースを作る方法がいくつ挙げられますか。　◆◇◆

▼タブ区切りファイルを読み込んで作成する。
 ≫エンコーディングの違いが説明できますか。推奨されているのはどのエンコーディングですか。
 【UTF-8　Windows-31J　Shift-JIS　x-mac-japanese】
 ≫フォーマットの違いが説明できますか。推奨されているのはどのフォーマットですか。
 【タブ区切りテキスト　XML　4D】

▼コピー＆ペーストで作成する。
 ≫コピー＆ペーストで作成できないのはどれですか。
 【UUID　リレーション　インデックス】

▼ストラクチャエディターで作成する。
 ≫許されないのはどのようなフィールド名ですか。
 【識別子　予約語】
 ≫慎重に選択するべきフィールドタイプはどれですか。なぜですか。
 【16ビット整数型　64ビット整数型　浮動小数点数型】

◆◇◆　間違ったときにはどうすればやり直せますか。　◆◇◆

▼テーブルやフィールドを削除する。
 ≫再利用されるのはどれですか。
 【テーブル番号　フィールド番号】
 ≫復活できるのはどれですか。
 【テーブル内容　フィールド内容】
 ≫違いが説明できますか。
 【圧縮　アドレステーブルのクリア　全レコード削除】
 ≫違いが説明できますか。【テーブル名　テーブル番号　テーブルUUID】

1



第１章

総合セミナー

◆◇◆　データベースを作るときに気をつけるべきなのはどんなことですか。　◆◇◆

▼最初のフィールドを自動UIDに設定すると良いのはなぜですか。 
 ≫違いが説明できますか。
 【レコード番号　シーケンシャル番号　プライマリーキー　UUID　自動インクリメント　自動UUID】

▼リレーションとは何ですか。どのようなデータはリレーショナルに組織したほうが効果的ですか。
 ≫どのように設計しますか。
 【1対N　1対1　N対N】
 ≫JOINとは何が違いますか。リレーションのメリットは何ですか。
 

◆◇◆　ファイル構成が理解できましたか。　◆◇◆

▼データベースフォルダの内容
 ≫それぞれの役割が説明できますか。
 ≫削除しても大丈夫なのはどれですか。
 ≫削除してはいけないのはどれですか。

データベース.4DB
データベース.4DD
データベース.4DIndx
データベース.4DIndy
データベース.4DSyncData
データベース.4DSyncHeader
データベース.journal
データベース.Match
データベース[0000].4BL
データベース[0001].4BK
Logs/Backup Journal[001].txt
Logs/データベース_Verify_log.html
Logs/データベース_Verify_Log.xml
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第１章

総合セミナー

■□■　もっと知りたいですか　■□■

実数 double 

4Dの実数は8ビットつまりdoubleです。float（4ビット）の倍のサイズであることからこう呼ばれています。
符号部1ビット・指数部11ビット・仮数部 52 ビットで表現され、有効桁数は15桁です。（倍精度浮動小数点
数型）

※絶対値が非常に小さな値と絶対値が非常に大きな値の加減算を実行→「桁落ち」および「積み残し」
※異符号で絶対値がほぼ等しい数値同士の加算後や同符号でほぼ等しい数値同士の減算を実行→「情報落ち」

http://ja.wikipedia.org/wiki/浮動小数点数

※絶対値がほぼ等しい数値同士の比較→「イプシロン値」を考慮

SET REAL COMPARISON LEVEL
http://doc.4d.com/4Dv12.1/help/command/ja/page623.html

テキスト・文字列 UChar *

4Dの文字列はUTF-16エンコーディングされたUnicodeです。1文字はBMP（基本多言語面）のコードポイン
トひとつに対応しています。
一部の日本語は、コードポイントを組み合わせて表現されるので、文字数以上のサイズを占有します。（サロ
ゲートペア、追加多言語面）

http://ja.wikipedia.org/wiki/基本多言語面
http://ja.wikipedia.org/wiki/サロゲートペア
http://ja.wikipedia.org/wiki/追加多言語面

■□■　資料　■□■

識別子

テーブル、フィールド、変数、メソッド、プラグインコマンド、プラグイン定数は、4Dランゲージの識別子の
一部です。識別子には、次のような規則が定められています。これを守らなかった場合（違反はできます）何
が起こるのか分かりません。
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第１章

総合セミナー

※冒頭の数字、スペース、アンダースコアは禁止。
※ピリオド、コロン、クオーテーションマークは全面的に禁止。
※演算子は全面的に禁止。

つまり、テーブル、フィールド、変数、メソッド、プラグインコマンドの名前に次の文字を使用してはいけない
ということです。

.
:
'
"
+
-
*
/
\
%
&
?
!
|
^
<
>
=

（全角記号は別の文字なので対象外です。）

※二文字を組み合わせた識別子も存在します。

^|
~
>>
<<
?+
?-
??
->
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総合セミナー

識別子の同等性比較には「日本語レベル１トラディショナル」Unicode基準が使用されています。

※「あ　ア　ｱ　ぁ」はすべて同じ文字です。
※「A　a　à　À」はすべて同じ文字です。
※「カ　ガ　か　カ」はすべて同じ文字です。

識別子の保存には「ANSIコードページ932／Windows-31J」が使用されています。

※「❶」は保存できません。（x-mac-japaneseだから）
※「한」は保存できません。（Unicodeだから）
※「♬」は保存できません。（Unicodeだから）

http://doc.4d.com/4Dv12.1/help/Title/ja/page701.html

◆◇◆　予約語にはどんなものがありますか。　◆◇◆

C1、C2、C3...はクイックレポートに予約されているので使用できません。

▼システム変数　(11)
    
RECDELIMIT   MODIFIERS
FLDDELIMIT   MOUSEX   OK
DOCUMENT   MOUSEY   KEYCODE
ERROR   MOUSEDOWN  MOUSEPROC

※単語ではありませんが、下記もシステム変数です。

ERROR METHOD
ERROR LINE

▼SQL予約語　(299)

※SQLランゲージを使用しなければ問題ありません。
　予約語であってもSQLランゲージの構文でエスケープすることができます。

http://www.4d.com/jp/blog/sql-keywords.html
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第２章

総合セミナー

目的：検索（クエリ）と並び替えの仕方を習得します。

★ポイント：クエリ（プロセスがセレクションを作成すること）を実行するという感覚を身につけましょう。
★ポイント：たくさんメソッドを書いてクエリの練習を積みましょう。（クエリエディタより簡単です。）

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　プロセスとセレクションの概念が理解できましたか。　◆◇◆

▼プロセスとは何ですか。どうすれば作成できますか。どうすれば終了できますか。
 ≫アプリケーションプロセスはどのような点で特殊ですか。
 ≫プロセスの情報はどうすれば確かめられますか。
 【デバッガ　ランタイムエクスプローラー】

▼ セレクションとは何ですか。
 ≫セレクションを作成するのはどのような行為ですか。
 【クエリ　並び替え　セット演算】
 ≫セレクションを作成することにならないのはどのような行為ですか。
 【SQL　SET QUERY DESTINATION】

▼プロセスがレコードをロックする目的は何ですか。
 ≫自動的にレコードがロックされるのはどのような場合ですか。
 ≫ロックが解除されるのはどのような場合ですか。
 ≫自動的にレコードがロックされないのはどのような場合ですか。
 ≫ロックが解除されないのはどのような場合ですか。

◆◇◆　クエリと並び替えの言語が理解できましたか。　◆◇◆

▼QUERYコマンドの使い方が理解できましたか。
 ≫違いが説明できますか。
 【~BY FORMULA　~WITH ARRAY　Find in field】 
 ≫複合条件はどのように記述しますか。インデックスとどのような関係がありますか。
 ≫リレーションに基づくクエリはどのように記述しますか。
 【自動リレート　~BY FORMULA】

▼ORDER BYコマンドの使い方が理解できましたか。
 ≫複合条件はどのように記述しますか。インデックスとどのような関係がありますか。
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▼ RELATEコマンドの使い方が理解できましたか。
 ≫違いが説明できますか。
 【~MANY　~ONE　~MANY SELECTION　~ONE SELECTION】
 ≫どのようなときはJOIN（QUERY BY FORMULA）が適切ですか。

▼セット演算コマンドの使い方が理解できましたか。
 ≫違いが説明できますか。
 【UNION　DIFFERENCE　INTERSECTION】
 ≫並び順はどうなりますか。

◆◇◆　インデックスの特性と役割が理解できましたか。　◆◇◆

▼インデックスとは何ですか。どのようなデータはインデックスを作成したほうが効果的ですか。
 ≫違いが説明できますか。
 【Bツリー　クラスター　複合　キーワード】
 ≫インデックスが役に立たないかもしれないのはどのような場合ですか。
 【シーケンシャル処理　1024文字を超えるテキスト　頻繁に更新されるデータ】

▼インデックスが役に立っているかどうかどうすれば分かりますか。
 ≫プランとパスはどう違いますか。
 【Get last query plan　Get last query path】

▼インデックスをときどき作り直すと良いのはなぜですか。
 ≫どうすればインデックスを最作成できますか。
 【CREATE INDEX】

▼インデックスを一時的に無効にすると良いのはなぜですか。
 ≫どうすればインデックスを一時的に無効にできますか。
 【ALTER DATABASE】

■□■　もっと知りたいですか　■□■

検索

4Dは文字列同士が等価であるかどうかをUnicodeのテキスト比較（コレーション）で判断しています。
Find in array、Position、Replace string、QUERY（=または#）および文字列の比較（=または#）は、「日
本語レベル２トラディショナル」設定です。
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総合セミナー

※濁点・半濁点の有無は区別します。（レベル２以上の基準）
※大文字と小文字は区別しません。（レベル３以上の基準）
※ひらがなとカタカナは区別しません。（レベル４以上の基準）
※半角と全角は区別しません。（レベル５以上の基準）
※長音記号は単独の文字として処理します。（トラディショナル基準）

並び替え

4Dは文字列同士の並び順をUnicodeのテキスト比較（コレーション）で判断しています。
SORT ARRAY、ORDER BY、QUERY（>または<）および文字列の比較（>または<）は、「日本語レベル３ト
ラディショナル」設定です。

※漢字はJISコード順に並びます。（トラディショナル基準）

http://demo.icu-project.org/icu-bin/locexp?_=ja&d_=en&x=col
http://www.unicode.org/reports/tr10/
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第３章

総合セミナー

目的：フォームの作り方を習得します。

★ポイント：丁寧な作り方と手早い作り方を目的に応じて上手に使い分けましょう。（両方とも必要です。）
★ポイント：リストボックス、ボタン、変数だけで画面の大部分は作成できます。

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　基本オブジェクトの作り方が理解できましたか。　◆◇◆

▼変数
 ≫オブジェクト名と変数名にはどのような役割がありますか。
 【暗示的バインド】
 ≫本番は変数名を指定しないほうが良いのはなぜですか。
 【シンボルテーブル　Object get pointer】
 ≫変数名に評価式を記述することにはどのようなメリットがありますか。
 【Choose】

▼スタティックテキスト
 ≫ダイナミックテキストにはどのような種類がありますか。
 【テーブル名　フィールド名　リソース名】
 ≫XLIFFを使用するべきなのはなぜですか。
 【Unicode　メモリ】

▼スタティックピクチャ
 ≫Resourcesフォルダを使用するべきなのはなぜですか。
 【参照カウント　ネイティブフォーマット】

▼ボタン
 ≫デフォルトの数値タイプはどこで設定できますか。
 ≫印刷とシステムは何か違いますか。

▼共通
 ≫フォント名を指定する正しい方法は何ですか。なぜですか。
 【スタイルシート】
 ≫テンプレートを使用することにはどのようなメリットがありますか。
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第４章

総合セミナー

目的：4Dランゲージの文法と規約をしっかりと正確に習得します。

★ポイント：整然としたコードを心掛け、王道を歩みましょう。（裏技や曲芸は絶対に後悔します。）

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　さまざまな変数の特徴が理解できましたか。　◆◇◆

▼ローカル変数
 ≫宣言、作成、破棄のタイミングはいつですか。
 ≫どこに置かれていますか。容量が足りなくなったときはどうしますか。
 【スタック　New process】
 ≫どんな用法はコンパイルモードで破綻しますか。なぜですか。
 【SQL EXECUTE IMMEDIATE EXECUTE FORMULA】
 
▼プロセス変数
 ≫宣言、作成、破棄のタイミングはいつですか。 
 ≫どこに置かれていますか。容量が足りなくなったときはどうしますか。
 【ヒープ　キャッシュ】
 ≫どんな命名規則を守らなければなりませんか。
 ≫コンパイラメソッドで宣言すると良いのはなぜですか。

▼コンポーネントのプロセス変数
 ≫ホストのプロセス変数とはどんな関係がありますか。
 【名前空間　同名別型】
 
▼フォームローカル変数
 ≫どのように作成しますか。
 【変数なしオブジェクト　リストボックス　OBJECT DUPLICATE】
 ≫どのように参照しますか。
 【OBJECT Get pointer LISTBOX GET ARRAYS】 
 ≫どんな用法はコンパイルモードで破綻しますか。なぜですか。
 【SQL EXECUTE IMMEDIATE EXECUTE FORMULA】

▼インタープロセス変数
 ≫ どのように別プロセスのプロセス変数アクセスに活用できますか。【ポインタ】
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◆◇◆　コーディング規約が理解できましたか。　◆◇◆ 

▼ エラーハンドリングメソッド
 ≫ハンドリングメソッドの使用が望ましいのはどんなコマンドですか。なぜですか。
 【XML　ファイルシステム　SQL】
 ≫ハンドリングメソッドではどんな情報が取得できますか。
 【ERROR LINE　ERROR METHOD　エラースタック】
 ≫コンポーネントのエラーはどのようにハンドリングしますか。

▼アサート
 ≫アサーションの目的は何ですか。どこにアサーションを挿入しますか。
 【処理前　処理後】
 ≫どうすれば特定メソッドの特定エラー行を無視することができますか。【デバッガをAltクリック】

▼コメント
 ≫どのようにコメントをヘルプTipsに連動させられますか。

▼メソッド名
 ≫どのようにコマンドと関数の命名規則に倣うことができますか。

▼コンパイラメソッド
 ≫コンパイラ指示子にはどんなものがありますか。
 【+R　+W】
 ≫どんなオブジェクトは型宣言に気を配る必要がありますか。
 【タブコントロール　リストボックス】

◆◇◆　SQL言語との住み分けが理解できましたか。　◆◇◆ 

▼どのような処理は4D言語の得意分野ですか。なぜSQL言語よりも優れていますか。
 【クエリ　並び替え　セレクションから配列】

▼どのような処理は4D言語の苦手分野ですか。なぜSQL言語のほうが優れていますか。
 【ループ処理　統計　セレクションを崩したくないとき　作る必要がないとき】
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◆◇◆　デザインモードの便利な使い方をマスターしましょう。　◆◇◆ 

▼名前の置換
 ≫メソッド内の文字列はどのように更新できますか。
 ≫アプリケーション内の変数名はどのように更新できますか。
 ≫アプリケーション内のメソッド名はどのように更新できますか。

▼マクロ
 ≫マクロをコンポーネントにすると良いのはなぜですか。
 【メソッド実行　マクロパラメーター】

◆◇◆　その他　◆◇◆ 

▼BLOB配列
 ≫BLOB配列はどのように作成できますか。どんなときに便利ですか。

▼ドラッグ＆ドロップ
 ≫ どうすれば外部からドロップされたファイルを受け取ることができますか。
 ≫どうすればファイルを外部にドラッグさせることができますか。

▼リンクファイル
 ≫どうすれば開始モードやファイルパスを事前に指定することができますか。
 【4DLink】
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目的：実用的なアプリケーションを作成するためのさまざまなテクニックを習得します。

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　印刷コマンドの使い方が理解できましたか。　◆◇◆

▼PRINT SELECTION、PRINT RECORD
 ≫どんな制約がありますか。
 【プリント可変　リストボックス】

▼Print object
 ≫どんなオブジェクトが印刷できますか。
 ≫どんな制約がありますか。
 【プレビュー　階層リスト】

◆◇◆　外部アプリケーションの呼び出し方が理解できましたか。　◆◇◆

▼LAUNCH EXTERNAL PROCESS
 ≫パス名を渡すときにはどのような配慮が必要ですか。
 【UNIX　Windows】
 ≫引数はどのように渡すことができますか。
 【列挙　入力ストリーム　環境変数】
 ≫エンコーディングはどれを使用するべきですか。
 【UTF-8　UTF-16LE】
 ≫非同期モードで他のアプリケーションを起動する場合はどのように使用しますか。
 【start　cmd　ノンブロッキングモード】

▼PHP Execute
 ≫タイプごとの返り値はどのように処理されますか。
 【配列　時間　日付　テキスト　BLOB】
 ≫関数名を省略または指定したときの返り値はそれぞれどのように処理されますか。
 【echo　return】

◆◇◆　インターネットコマンドの使い方が理解できましたか。　◆◇◆

▼4D Internet Commands
 ≫どんな制約がありますか。どうすれば回避できますか。
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目的：実用的なアプリケーションを作成するためのさまざまなテクニックを習得します。

■□■　確かめましょう　■□■

◆◇◆　印刷コマンドの使い方が理解できましたか。　◆◇◆

▼PRINT SELECTION、PRINT RECORD
 ≫どんな制約がありますか。
 【プリント可変　リストボックス】

▼Print object
 ≫どんなオブジェクトが印刷できますか。
 ≫どんな制約がありますか。
 【プレビュー　階層リスト】

◆◇◆　外部アプリケーションの呼び出し方が理解できましたか。　◆◇◆

▼LAUNCH EXTERNAL PROCESS
 ≫パス名を渡すときにはどのような配慮が必要ですか。
 【UNIX　Windows】
 ≫引数はどのように渡すことができますか。
 【列挙　入力ストリーム　環境変数】
 ≫エンコーディングはどれを使用するべきですか。
 【UTF-8　UTF-16LE】
 ≫非同期モードで他のアプリケーションを起動する場合はどのように使用しますか。
 【start　cmd　ノンブロッキングモード】

▼PHP Execute
 ≫タイプごとの返り値はどのように処理されますか。
 【配列　時間　日付　テキスト　BLOB】
 ≫関数名を省略または指定したときの返り値はそれぞれどのように処理されますか。
 【echo　return】

◆◇◆　インターネットコマンドの使い方が理解できましたか。　◆◇◆

▼4D Internet Commands
 ≫どんな制約がありますか。どうすれば回避できますか。

2


